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Ⅱ　学校の管理下の障害の状況

◇　学校の管理下の障害の発生件数（平成22年度　給付対象事例）

表−４　場合別の発生件数

区　　　　　　　分 小学校 中学校 高等学校・
高等専門学校

特別支援学校 幼稚園 保育所 計小学部 中学部 高等部

各
　
　
教
　
　
科

体育（保健体育）

水泳 2 1 3

体操

鉄棒運動 2 2
跳箱運動 2 1 3
体操（組体操） 1 1
マット運動 2 1 3
体操（その他） 1 1

陸上

短距離走 2 2
持久走・長距離走 1 2 1 4
走り高跳び 2 3 5
投てき 1 1
陸上競技（その他） 1 1

球技

サッカー・フットサル 1 2 4 7
ソフトボール 2 3 5
バレーボール 1 1
バスケットボール 7 2 9
バドミントン 1 3 4

武道 柔道 1 1
その他 準備・整理運動 1 1

その他 2 2 4
小計 12 24 21 1 0 0 0 0 58

図画工作（美術） 1 1
理科 1 2 1 4
家庭（技術・家庭） 3 3
総合的な学習の時間 4 2 6
自立活動 1 2 3
その他の教科 4 4
保育中 16 22 38

各教科計 22 31 22 2 0 2 16 22 117

特 

別 

活 

動

（
除
学
校
行
事
）

学級（ホームルーム）活動 サッカー・フットサル（高校のみ） 2 1 2 5
給食指導 3 1 4
日常の清掃 4 1 5
児童（生徒・学生）会活動 3 1 4
体育的クラブ活動 卓球 2 2
文化的クラブ活動 1 1

特別活動計 15 4 2 0 0 0 0 0 21

学
　
　
校
　
　
行
　
　
事

その他儀式的行事 1 1

運動会・体育祭
体操（組体操） 1 1
短距離走 1 1
その他 1 1 1 3

競技大会・球技大会

サッカー・フットサル 2 2
ソフトボール 1 1
ドッジボール 2 2
短距離走 1 1
その他 1 1 2

その他健康安全・体育的行事 1 1
遠足 1 1 2
修学旅行 1 1 2
その他集団宿泊的行事 2 2 4
その他 1 1

学校行事計 6 7 10 0 1 0 0 0 24

課
　
　
外
　
　
指
　
　
導

体育的部活動

水泳 2 2 4

陸上
短距離走 1 1 2
持久走・長距離走 1 1
障害走（ハードル） 1 1
陸上競技（その他） 1 1

球技

サッカー・フットサル 1 4 11 16
テニス（含ソフトテニス） 4 1 5
ソフトボール 1 1 2
野球（含軟式） 1 16 45 62
ハンドボール 1 3 4
バレーボール 7 2 9
バスケットボール 8 4 12
ラグビー 6 6
卓球 1 1
バドミントン 2 1 3
ホッケー 2 2
球技（その他） 1 1

武道

柔道 3 5 8
剣道 2 2
弓道 1 1 2
ボクシング 2 2
レスリング 1 1

その他 その他 1 1 2 4
小計 5 52 94 0 0 0 0 0 151

林間学校 1 1
文化的部活動 1 1
その他 1 1 2

課外指導計 6 53 96 0 0 0 0 0 155

休
憩
時
間

休憩時間中 27 12 2 1 42
昼食時休憩時間中 23 13 4 5 45
始業前の特定時間中 9 2 11
授業終了後の特定時間中 9 4 4 17

休憩時間計 68 31 10 0 5 1 0 0 115
寄宿舎 寄宿舎 1 1
通
学
中

登校（園）中 3 3 6 1 13
下校（降園）中 11 2 7 1 21

計 14 5 13 0 0 0 1 1 34
合　　　　計 131 132 153 2 6 3 17 23 467
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表−５　障害別の発生件数

学校種別
障害種別 小学校 中学校 高等学校

高等専門学校
特別支援学校 幼稚園 保育所 総計小学部 中学部 高等部

歯 牙 障 害 27 24 52 1 1 105
視 力・ 眼 球 運 動 障 害 23 44 45 1 2 115
手 指 切 断・ 機 能 障 害 5 11 7 1 1 1 26
上 肢 切 断・ 機 能 障 害 3 7 3 1 1 15
足 指 切 断・ 機 能 障 害 0
下 肢 切 断・ 機 能 障 害 2 1 1 3 7
精 神・ 神 経 障 害 11 11 22 1 1 1 2 49
胸 腹 部 臓 器 障 害 2 11 9 2 24
外貌・露出部分の醜状障害 55 15 7 12 18 107
聴 力 障 害 2 1 1 4
せ き 柱 障 害 1 6 5 1 13
そ し ゃ く 機 能 障 害 1 1 2

計 131 132 153 2 6 3 17 23 467

表−６　男女別の発生件数

小学校 中学校 高等学校
高等専門学校

特別支援学校
幼稚園 保育所 総計

小学部 中学部 高等部

男 79 90 117 2 5 1 7 12 313

女 52 42 36 1 2 10 11 154

総計 131 132 153 2 6 3 17 23 467

１　小学校における障害の事例

〔Ⅰ〕各教科
（１）体育（保健体育）
❶体　操

● 鉄棒運動

22障-1 小２年・女 外貌・露出部分の醜状障害

鉄棒運動の足掛け上がりをしていたところ、バランスを崩して転倒。右肩を床に強打し負傷

した。
22障-2 小３年・男 上肢切断・機能障害

鉄棒の「ふみこしおり」をしていて、鉄棒を越える時に体を支えていた右手が離れ、右手よ

り転落した。
● 跳箱運動

22障-3 小４年・女 手指切断・機能障害

跳び箱の練習をしていた。順番を待つ列に

並ぼうと走ったら転倒し、左人差し指が自分

の歯に当たり切る。
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22障-4 小６年・男 下肢切断・機能障害

跳び箱の段数を増やしながら開脚跳びの練習をしていた際、８段目を跳びきることができず

足を強打する。
● 体操（組体操）

22障-5 小６年・男 歯牙障害

学年体育の授業中に、組立て体操の「サボテン」を、皆の

手本とするために本児童がおこなった。成功はしたものの、

バランスを崩して前方に転落した。その際、手を着いて支え

ようとしたが、床に顔を強く打ちつけ、上の前歯が一本、縦

に亀裂が入った。

❷陸　上
● 持久走・長距離走

22障-6 小４年・女 精神・神経障害

グラウンド１周（150ｍ）を軽くジョギングして準備体操（ストレッチ）をはじめに行い、

全員で１回リレー競走をした。本児童もグラウンド半周（75ｍ）を走った。その後、座って担

任の話を聞いていた時に、ボーとして声は出していなかったが涙が出ていた。そして地面にゆっ

くりと倒れ込んだ様子を他の児童が気付き、担任が声をかけたところ「頭が痛い」と言うので

保健室に連れて行くため起こそうとしたが起きれなかった。本児童は意識はあったが右こめか

みの痛みを強く訴え、足が痙攣していた。救急車で病院へ移送、受診の結果、脳梗塞・右片麻

痺で入院した。
● 走り高跳び

22障-7 小４年・男 外貌・露出部分の醜状障害

走り高跳びをしていた。ジャンプしてバーを跳んだが、バー

に足首が引っ掛かり着地の際に右膝を強打する。
22障-8 小６年・男 外貌・露出部分の醜状障害

体育館で高跳びの練習をしていた。90ｃｍのバーを飛び越

えようとしたらそのまま突っ込み、マットの上に着地をし、

勢いで反転して、マットから飛び出し、フロアに右膝を強打

した。
● 陸上競技（その他）

22障-9 小４年・女 歯牙障害

竹の棒（直径５cm、長さ２m）を２人で横に並んで持ち15m先のポールを回ってゴールに

戻るという運動会競技種目の練習をしていた。同じチームの２人から、本児童に竹の棒が渡さ

れた際しっかり受取ることが出来ずに下の前歯に当たり、途中から折れてしまった。
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❸球　技
● サッカー・フットサル

22障-10 小２年・男 視力・眼球運動障害

校庭でサッカーの授業中、担任教師の蹴ったボールが右顔面に当たってしまった。
● その他

22障-11 小１年・女 精神・神経障害

教師が鬼になり子供が逃げる鬼ごっこをしていたが、本児童は雨漏りで濡れていた体育館の

床で足を滑らせ、頭部を床で打ちつけた。
22障-12 小１年・女 外貌・露出部分の醜状障害

「手つなぎ鬼」をしていた。鬼だった為、友達と手をつないで追いかけている時に、前から走っ

てきた友達にぶつかりそうになりつまづき転ぶ。その際に、友達の膝と本児童の右頬がぶつか

り負傷する。

（２）図画工作（美術）
22障-13 小３年・男 視力・眼球運動障害

参観日の授業で「親子で竹とんぼを作ろう」の学習中、出来上がってきた竹とんぼを試しに

飛ばしてみようとして保護者が飛ばしたところ、ローター部分と軸の部分が離れてしまい、軸

が本児童の左目に当たった。

（３）理科
22障-14 小４年・男 視力・眼球運動障害

運動場で気体の実験のため、フィルムケースに発泡剤（ク

エン酸と炭酸水素ナトリウムを混ぜたもの）と水を入れ、跳

ぶ様子を観察していた。本児童は、他の児童が置いたフィル

ムケースの近くを知らずに通りかかった際に発泡し、左眼球

に当たった。

（４）総合的な学習の時間
22障-15 小３年・男 歯牙障害

総合学習の学校交流先で鬼ごっこをしていたところ、鬼から体をかわして逃げようとする児

童と本児童が正面から衝突した際、相手児童の顔面右上部が口に当たり、上前歯２本に強い衝

撃を受け、歯根部から脱落し、同時に下唇を切ってしまった。
22障-16 小３年・女 外貌・露出部分の醜状障害

学校で収穫したさつまいもを調理中、フライパンでいもを揚げていたときに、加熱した油に

材料を入れようとして、誤ってフライパンを落としてしまい、油が足等にかかり熱傷をしてし

まった。
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22障-17 小４年・男 視力・眼球運動障害

木工教室にて本児童作成の竹トンボを飛ばしていた。本児童が飛ばした竹トンボが自分に

向って飛んできて右目にぶつかり受傷した。
22障-18 小５年・男 歯牙障害

パソコン室へ移動していた際、言い争いから本児童が相手の児童の背中を数回押した。怒っ

た相手の児童が本児童の顔面を挙で叩いたため、永久歯右上１が脱臼し、左上１が破折した。

（５）その他の教科
22障-19 小１年・男 聴力障害

朝顔を採るために校庭の花壇に行き、教室に戻る際にスロープになっている段の所からジャ

ンプして転倒した。その際、頭部を地面にぶつけ、手に持っていた鋏で右耳の中を切った。
22障-20 小２年・男 外貌・露出部分の醜状障害

家庭科室でうどんを茹でるために、どんぶりを持って踏み台に昇ろうとしてバランスを崩し

転倒。その際にコンロにあった鍋の湯がこぼれて熱傷を受ける。
22障-21 小２年・女 手指切断・機能障害

路線バスを使っての課外学習で、帰路のバス発車時刻まで、近くの公園で遊んで待つことに

した。その公園で本児童は懸垂シーソーで遊んでいる最中に、シーソーと水平軸に右手指を挟

み負傷した。
22障-22 小５年・男 歯牙障害

校外学習で自動車工場を見学後、運動公園で昼食・休憩をとり遊動円木で遊んでいた。遊具

から本児童が降りようとして誤って体制を崩し、遊動円木の鉄でできた取っ手部分に歯をぶつ

ける。

〔Ⅱ〕特別活動（除学校行事）
（１）学級（ホームルーム）活動
22障-23 小３年・男 外貌・露出部分の醜状障害

お楽しみ会の準備の為に冷凍ポテトを揚げていたが、

床に油がはねていた為に足を滑らせ転倒。その際にフラ

イパンの柄に右肘がぶつかり、フライパンの油が右肘付

近にかかる。
22障-24 小４年・女 外貌・露出部分の醜状障害

手作りクラブでポップコーンを作り紅茶を飲む実習を

していた。他の女児が紅茶碗へ湯を注ごうとしたところ、

ヤカンを持った手が滑り、テーブルのお皿にヤカンが落ち、右横に座っていた本児童に湯がか

かり、熱傷をした（顔、首、両手足）。
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（２）給食指導
22障-25 小１年・男 精神・神経障害

生活科で地域の人に昔遊びを教えてもらった後、

一緒に給食を食べていた。白玉汁の白玉団子を食べ

たところ、喉に詰まらせた。
22障-26 小５年・男 視力・眼球運動障害

給食準備中、廊下で友だちと遊んでいた。本児童

が友だちをからかった為、怒って本児童の顔面に頭

突きをして、左眼を負傷する。
22障-27 小６年・男 手指切断・機能障害

給食の準備中、教室の端で友達が机の脚のねじを外し、スライドさせて高さを変えようとし

たところ、机の重みで急に下がってしまい、その際に机の脚を持っていた本児童の右手人差し

指の指先がねじ穴に巻き込まれる。

（３）日常の清掃
22障-28 小２年・女 歯牙障害

同じクラスの男子がトイレから出てくる時、左手にほうきを持って行進するように手を振っ

て歩いていたため、女子トイレから出てきた本児童の口に、ほうきの棒の先が当たってしまい、

下前歯２本、上の前歯１本が半分くらいから折れてしまった。
22障-29 小３年・男 視力・眼球運動障害

中庭の草取り清掃中に、草かきで草の根の部分を強く叩いたところ、異物が飛び、左眼球内

に入った。その日は経過をみて、翌日、眼科医に受診したところ、大学病院への受診を勧めら

れた。術後、金属片が入っていたとの報告を受けた。
22障-30 小３年・男 精神・神経障害

階段の手すりの所で滑って遊んでいたところ、手

すりの右側に置いてあった傘立てに右足が引っ掛か

り、頭から床に転落した。
22障-31 小５年・女 視力・眼球運動障害

音楽室の清掃中、他の児童は自作の筒状の弓矢を

持参し、本児童の名前を呼び、矢を射った。矢はピ

アノに当たった後に目に当たりその場に倒れた。

（４）児童（生徒・学生）会活動
22障-32 小３年・女 外貌・露出部分の醜状障害

全校児童集会で鬼ごっこをしていたところ、走っていて躓き、転倒した際にコンクリート製

の階段部分で額を打ちつけた。
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22障-33 小５年・男 手指切断・機能障害

新聞掲載委員会活動を始めた。男子児童は紙を切る裁断機に関心をもった。一人が紙押さえ

を上げた為、本児童がこれを元の状態にしようと、裁断機の台に掌を上に向けた格好で置いた

ところ、急に刃が下りて、左手の指２本を切断した。
22障-34 小６年・女 外貌・露出部分の醜状障害

委員会活動中、教材園の穴掘りをしていた時にスコップの先が顔に当たって切れ右頬部を負

傷する。

（５）体育的クラブ活動
❶球　技

● 卓　球

22障-35 小４年・女 外貌・露出部分の醜状障害

卓球のクラブ活動中、素振りをしていたラケットが本児童の鼻にぶつかり、負傷した。
22障-36 小５年・女 外貌・露出部分の醜状障害

卓球クラブ活動中、転がった球を取りに

行き戻る途中、素振りの練習をしていた男

児のラケットが本児童の顔に当たった。

（６）文化的クラブ活動
22障-37 小６年・女 外貌・露出部分の醜状障害

観察実験クラブ活動中、理科室準備室でべっこう飴作りをしていて、男子児童がホットプレー

トから、熱していたアルミ箔を机に移動させている時に、バランスを崩し、アルミ箔の中身（砂

糖と水を熱したもの）が本児童の手・足にたれてしまった。

〔Ⅲ〕学校行事
（１）その他健康安全・体育的行事
❶スキー

22障-38 小２年・男 歯牙障害

全校児童でスキー教室を行い、緩斜面で滑っていたところ、スノーボーダーが近づいてきた

為、それを避けようとした時に前を滑っていた児童と接触し転倒する。相手のスキー板で顔面

を強く打ち、口腔を負傷する。
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（２）遠足
22障-39 小４年・女 精神・神経障害

遠足の昼食休憩後、遊泳施設に移動し、流れるプール

で泳ぎ始めた。プールサイドで点呼を行っていたが、本

児童が居ないことに気付いた。施設の監視員が本児童が

うつ伏せに浮いているのを発見し、直ちにプールから引

き揚げたが、意識と呼吸の反応がなかった。

（３）修学旅行
22障-40 小６年・男 歯牙障害

夕食後に天体観測のため夜道を歩行中、側道の溝にはまり顔面を強打した。

（４）運動会・体育祭
22障-41 小４年・女 歯牙障害

全校生が体育館でミニ運動会をしていた。目隠し

リレーで本児童は目隠しをし、手を引かれながら

ゴールをした時に勢い余って体育館の壁に激突し、

顔面を打った。その際に前歯を３本歯折し、鼻の打

撲と鼻血が出た。

（５）その他集団宿泊的行事
22障-42 小５年・男 外貌・露出部分の醜状障害

自然学習４日目、飯ごう炊飯学習でみそ汁ができたので、みそ汁の入った鍋を流し台に持っ

て行ったが、流し台の上にはボール等の調理道具があったため、２人が片手で退けた後、鍋を

台にしっかりと乗せようとしたところ、鍋が傾いてこぼれ、本児童の右足にみそ汁がかかった。
22障-43 小５年・男 外貌・露出部分の醜状障害

自然学校２日目、キャンプ場で各班に分かれてカレー作りをしていた。本児童も班の仲間と

一緒にカレー鍋を設置している釜戸に薪を入れて火を焚いていたところ、釜戸背面の壁が突然

破裂し、飛び散ったコンクリート片がカレー鍋に当たった。その瞬間に熱湯がこぼれ、左大腿

部と左腕にかかり、負傷した。

〔Ⅳ〕課外指導
（１）体育的部活動
❶水　泳

22障-44 小５年・女 精神・神経障害

本児童は担当教諭指導監督のもと、翌日開催水泳記録会の最終調整の練習に参加していた。

本児童が水中に飛び込んだ際に、プールの底に頭部を強く打ち、頚椎を負傷したと思われる。
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22障-45 小６年・男 せき柱障害

水泳の飛び込み練習を行っていたところ、頭頂部をプールの底で打ち、肩甲骨間の上部の痛

みを訴えプールサイドで様子をみた。

❷体　操
● 鉄　棒

22障-46 小６年・女 精神・神経障害

高鉄棒を使ってぶら下がりながら、身体で反動をつけて前へ跳ぶ練習をしていた。着地の前

に空中でバランスを崩して右側に傾くようになってしまい、右腕を身体の下に付くような形で

着地し、右手を強打した。

❸球　技
● サッカー・フットサル

22障-47 小６年・男 視力・眼球運動障害

サッカーの試合中に相手が蹴ったボールが、近い距離で左目に当たり、負傷した。
● 野球（含軟式）

22障-48 小４年・男 視力・眼球運動障害

練習後に、体育館の床を雑巾がけしていたところ、

本児童と他の児童の顔面が正面衝突する。

（２）文化的部活動
22障-49 小５年・女 外貌・露出部分の醜状障害

夏季休暇中の部活動に参加後帰ろうとして、先に男子児童が出たため、ドアが閉まらないよ

うにしようと、持っていたズックでドアを押さえたところ、ドアのガラスにズックがぶつかり、

ガラスが割れ本児童の右腕がガラスを突き抜けてしまい、右上肢に切創を負った。

〔Ⅴ〕休憩時間
（１）休憩時間中
22障-50 小１年・男 外貌・露出部分の醜状障害

本児童が友達を追いかける。それを他の児童が止め

に入ったところ、本児童にぶたれた為、首をつかんで

押し、近くにあった椅子に口元をぶつけて負傷する。
22障-51 小１年・男 視力・眼球運動障害

運動場の西側にある森で数名の児童と落ち葉をあつ

めていた。３メートルほど離れたところで他の児童らがユーカリの大木に木の枝を指して遊ん

でいた。そのうちの一人の児童が刺さった木の枝を取り払おうと手に持っていた木の枝を振り

当てたところ、刺さっていた木の枝が飛び、立ち上がろうとした本児童の左眼に当たる。
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22障-52 小１年・男 外貌・露出部分の醜状障害

級友と長ぶらんこで遊んでいる時に、本児童はぶらんこの横の吊り棒を持って漕いでいたが、

揺れが大きくなり体のバランスをくずし転倒。ぶらんこの端に右頭部を打つ。
22障-53 小１年・男 歯牙障害

本児童が教室から廊下に出そうになったので、急いで担任が教室の引き戸を閉めていた間に、

他の児童が本児童を抱きかかえ前方に転倒させたため、前歯を負傷する。
22障-54 小１年・女 歯牙障害

ぶらんこに腹ばいの姿勢で乗って漕いでいた際、バランスを崩し、顔から転落し負傷する。
22障-55 小１年・女 外貌・露出部分の醜状障害

級友と追いかけっこになり、教室後部隅に追いつめた。そこで、追いかけた勢いのまま飛び

かかろうとしたところ、級友が身をかわし、本生徒は勢い余って窓ガラスに両手を突っ込んで

ガラスを割り、負傷した。
22障-56 小１年・女 手指切断・機能障害

一人で教室黒板前の長机の下をくぐって遊んでいた。下にもぐり机の縁をつかんで体重を掛

けた際に机が倒れ、縁と床に左手が挟まり、人差し指を負傷する。
22障-57 小２年・男 聴力障害

クライミングネットに登って友だちと遊んでいたとき、上段から、下へ跳び降りようとした

ところ、うまく着地できず地面に落ちてしまった。その際、頭と左耳を強打した。
22障-58 小２年・男 外貌・露出部分の醜状障害

追いかけっこをしていたところ、転倒。階段の角に頭を

ぶつけ負傷した。
22障-59 小２年・女 上肢切断・機能障害

運動場で一輪車に乗って遊んでいた。本生徒が支えを持

たずに乗ろうとして、バランスを崩し転倒、右腕から落ち

負傷した。
22障-60 小２年・女 外貌・露出部分の醜状障害

友だち数人と校庭で鬼ごっこをして遊んでいた。逃げよ

うとした際に雨水マンホールを囲んであったブロックに躓いて転倒し、左目の横をコンクリー

トのたたきにぶつけて負傷する。
22障-61 小２年・女 精神・神経障害

トイレ後に、走って教室へ向かった。姉が「走ると転ぶよ」と声をかけたところ、本児童は

後ろを振り返った。その時、床面に異常はなかったが、バランスを崩してうつ伏せに転んで頭

部を床面に強く打ちつけた。
22障-62 小３年・男 歯牙障害

他の学級との交流会が終わって、遊んでいたら、うつむいていた他の児童が突然起き上がり、

頭と本児童の歯がぶつかり負傷した。
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22障-63 小３年・男 外貌・露出部分の醜状障害

校庭で友達とドロケイをして遊んでいて、コンクリートの山

状の遊具施設の下を走っていたところ、山の上から上級生が走

り下りてきて衝突し、転倒した際にコンクリートに顔面をこす

りつけるように打ち付け、負傷した。
22障-64 小３年・男 外貌・露出部分の醜状障害

教室に戻るとき階段で足を滑らせ、左前頭部を階段に打ち、

負傷する。
22障-65 小３年・男 外貌・露出部分の醜状障害

体育が終わり教室で着替えをすませ、友だちと遊んでいた。ドアを挟んで追いかけごっこを

していた。友だちがドアをけったのでガラスが割れその時に顔面と胸部を負傷した。
22障-66 小３年・女 外貌・露出部分の醜状障害

教室で他の児童と口論になり、その児童が本児童めがけてスライディングをしてきた。その

際に転倒し床で顎部を打ち、下顎部が切れた。
22障-67 小４年・男 胸腹部臓器障害

担任と２階の教室で話しをする為、本児童は廊下で待っていたが、その廊下の窓から１階中

庭のコンクリートへ落下し、負傷した。
22障-68 小４年・男 視力・眼球運動障害

本児童は教室で自分の席に座っていた。後ろの席の児童が他の児童とふざけて鉛筆の取り合

いをしていた。後ろの席の児童が腕を大きく振ったとき、偶然振り返った本児童の目に鉛筆の

尖った芯が当たり、左目を負傷した。
22障-69 小４年・女 外貌・露出部分の醜状障害

本児童は友達とドンジャンケン遊びをしていた。固定タイヤを飛び越えて進んでいたところ、

タイヤに足がひっかかり顔面から地面に転倒する。
22障-70 小４年・女 歯牙障害

図書室から戻る時にコンクリートの廊下（土間）

で転んだ。手に本を持っていた為手が出ず、口の部

分をコンクリートの土間で強く打って前歯を折っ

た。
22障-71 小５年・男 外貌・露出部分の醜状障害

他児童と本児童がトラブルになり、投げた植木鉢の破片が本児童の顔面に当たり、顔が切れ

負傷した。
22障-72 小５年・女 外貌・露出部分の醜状障害

廊下付近でふざけ合っていた男子児童数名のうち１名が、トイレ前廊下流し場前にある清掃

用具入れにぶつかり、清掃用具入れが転倒した。その際、本児童は流しで手を洗っていて、清

掃用具入れが後頭部に当たり、その勢いで額を流し上部の角に打ちつけ、負傷した。
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22障-73 小６年・男 精神・神経障害

走って教室に戻る途中、自分で花壇に左足を突っ込んで転倒

する。その日は朝から、以前に痛めていた左足首や左肩甲骨部

分を痛がっていたが、また同じ箇所に、痛みを感じたようだ。
22障-74 小６年・男 視力・眼球運動障害

少人数用教室で同じクラスの男子数名でふざけあっていたと

ころ、そのうち２名がケンカになった。本児童が止めに入った

ところケンカをしていた児童と本児童がケンカになり右眼を拳

で殴られた。
22障-75 小６年・女 精神・神経障害

「けいどろ」をして遊んでいる最中に左足首を挫く。
22障-76 小６年・女 外貌・露出部分の醜状障害

休憩時間に入ったが児童はまだ理科室にいたところ、教科担任が実験の準備でアルコールラ

ンプにアルコールを補充する為、アルコールの入った18リットル缶を開缶して教師用実験台の

下に置き、教科担任がマッチの火をつけたところ、アルコール缶が爆発し、近くにいた本児童

は両下肢に熱傷を負った。

（２）昼食時休憩時間中
22障-77 小２年・男 外貌・露出部分の醜状障害

職員玄関前の庭で、木に登り、枝にぶら下がって遊んでいた。その時に、手が滑って落ち、

木の下に植えてあった木に下腿部を打ち、15㎝程切った。
22障-78 小２年・男 外貌・露出部分の醜状障害

友人とサッカーをしている時、友人のシュートが外れ、ボールを取りに行こうとした際、額

をゴールポストに強打した。
22障-79 小２年・男 外貌・露出部分の醜状障害

ジャングルジムで鬼遊びをしている時に、他の児童

を捕まえようと片手を放した瞬間、もう一方の手が外

れて、体が地面に落ちた。
22障-80 小２年・男 外貌・露出部分の醜状障害

鬼ごっこをして遊んでいるときに、すべり台から

走って降りようとし、すべり台の中ごろから落下、負

傷した。
22障-81 小２年・女 視力・眼球運動障害

同じ学級の児童４人が教室内で物差しを持ってお互いに叩く真似をしながら走り回って遊ん

でいた。ひとりの児童が３人に囲まれる形となり、囲まれた児童が逃げ切れず、突破口を開く

ために正面にいる本児童に向って振り上げた足が、右眼に当たった。
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22障-82 小２年・女 外貌・露出部分の醜状障害

数人の友達と早歩きで廊下を歩いて階段の踊り場入

口に向かう途中、隣を歩いていた男子児童と足が接触

し、本児童が転倒した。その際、防火扉に頭をぶつけ、

前額部に大きな傷ができた。頭部外傷、前額部挫滅創

と診断された。
22障-83 小２年・女 外貌・露出部分の醜状障害

運動場にいて教室に戻ろうとしていた本児童と横か

ら走ってきた男子児童とぶつかり、左側頭部を地面に

強く打ちつけた。
22障-84 小３年・男 下肢切断・機能障害

給食が終了し、教室に戻ろうとして、松葉杖を使って階段を上っていた。あと二段で踊り場

になる所まで差し掛かった時、階段縁に足を引っ掛け前方に転倒した。その時、左膝あたりを

打撲した。
22障-85 小３年・男 外貌・露出部分の醜状障害

体育館でバスケットボールのドリブルをしていて、上から

飛んできているボールを取ろうとしている他の児童とぶつ

かり、相手の歯が左眉の上に当たり、切れて出血した。
22障-86 小３年・男 歯牙障害

ドッジボールをしていた。ボールを受けて前に出ようとし

た所、足を滑らせ前に転倒。顔面を強く打ち前歯２本を負傷

する。
22障-87 小４年・男 視力・眼球運動障害

縄跳びの縄で友だちと遊んでいた。本児童は縄の一方を持ってジャングルジムを上り、友だ

ちが下で縄のもう一方を持っていたが、手を離してしまい、本児童の眼瞼に当たってしまった。
22障-88 小４年・男 歯牙障害

キックベースボールをして遊んでいた時、上級生の頭と本児童の顔をぶつかり、口唇と前歯

を強打した。
22障-89 小４年・男 歯牙障害

ジャングルジムで鬼ごっこをしていた時に足を滑らせ、ジャングルジムのバーに歯が当たり

前歯が抜けた。
22障-90 小４年・男 視力・眼球運動障害

本児童は校庭にあるコンビネーション遊具周辺で鬼ごっこをしていた。児童は遊具にある空

中ブランコに座り（座面の高さが地上１m60cmで、鎖により遊具から吊るされている）、座っ

た姿勢から40cm程離れた登り棒に移ろうとした際、頭部より転落し、右側頭部を打撲した。
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22障-91 小４年・女 外貌・露出部分の醜状障害

高学年玄関でリレー遊びをしていたところ、友達とタッチして本児童がスタートする時に、

相手の歯が右頬下顎にぶつかって傷を負った。
22障-92 小４年・女 外貌・露出部分の醜状障害

運動場北側の土手で、鬼ごっこのような遊びをしてい

た時に、木の後ろに隠れていて鬼が来たため逃げようと

したところ、木の枝に膝をとられて左膝を大きく切った。
22障-93 小５年・男 外貌・露出部分の醜状障害

友だちとふざけて遊んでいた時に友人が軽く背中を押

したのをきっかけに走って窓に両手を突いて止まろうと

したところ、窓ガラスが割れてしまい左前腕を大きく

切ってしまった。
22障-94 小５年・男 外貌・露出部分の醜状障害

遊んでいたところ、自分で蹴ったボールが学校隣の民家に入ったため、自分で取りに行った。

塀を乗り越えてボールをとり、再び塀を乗り越えて戻ろうとした際に滑り、園芸用のポール（鉄

製）にぶつかって唇を深く切った。
22障-95 小５年・男 視力・眼球運動障害

友人とボール遊びをしていたが、友人がふざけてボールに靴を飛ばしてしまったところ、ボー

ルを捕ろうとしていた本生徒の左目の脇にその靴が当たった。
22障-96 小５年・男 視力・眼球運動障害

祭りを終えてお弁当を食べた後、廊下で級友を肩車をしている際、上に乗った子が前のめり

になってバランスを崩して倒れた。その時、自分も前のめりになり自分の左膝で左目の下を強

打した。その後脳震盪を起こし、左目の異常を訴えた。
22障-97 小５年・女 視力・眼球運動障害

総合ジムを使って友だちと鬼ごっこをして遊んでいる時、急いで螺旋状のすべり台を滑って

いたところ、カーブの所から地面に落ち、倒れた。右眼の上が切れ、腫れた。
22障-98 小６年・男 外貌・露出部分の醜状障害

鬼ごっこをしていた。北舎から南舎への屋根のない通路（テラス）に逃げる友人を追いかけ

ていたが、捕まえようと両手をのばした時、友人がテラスの入り口のドアを突然閉めて逃げた。

そのドアのガラスに両手を突っ込み負傷した。
22障-99 小６年・女 外貌・露出部分の醜状障害

廊下で友人と口げんかをしていたところ、目を殴られた。眼鏡をかけていたので、レンズが

割れ、瞼を切った。
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（３）始業前の特定時間中
22障-100 小１年・男 視力・眼球運動障害

登校後、校舎の鍵が開くまでの時間、級友のいる方へ歩いて行くと級友が投げて遊んでいた

木の枝がカーブしてきて、本児童の左目に当たった。
22障-101 小１年・男 外貌・露出部分の醜状障害

朝の活動前の時間に、教室で書きものをしていた友達にちょっかいを出したため、怒った友

達が本児童の顔を爪でひっかき、ひっかき傷をつけられた。
22障-102 小１年・男 外貌・露出部分の醜状障害

昇降口から教室へ走っていた。その際、上履きを履いていなかった為に滑り、前のめりで転

倒する。転倒の勢いで前額を教室の入り口の壁の角にぶつけ、５㎝ほど切った。
22障-103 小３年・男 外貌・露出部分の醜状障害

教室へ向かおうと渡り廊下へ進んだところ、躓いて転倒し、前方にあった渡り廊下の円柱の

土台（四角でコンクリート製）の縁で右眉の辺りから右眼横にかけて負傷した。
22障-104 小３年・女 外貌・露出部分の醜状障害

友達がふざけて追いかけてきて逃げていた際転倒して、教室の隅の雑巾掛けに右眼の横をぶ

つけて負傷する。
22障-105 小４年・男 外貌・露出部分の醜状障害

階段の手すりを滑り降りて、着地付近にあった後付け

の手すりに右大腿部をぶつけて負傷した。
22障-106 小４年・女 歯牙障害

前日にワックスがけを行った教室で、友達２人と手を

つなぎ上履きを脱いでスケートのように床を滑る遊びを

していたところ、足を滑らせ両手がふさがった状態のま

ま前方に転倒し、前歯を強打する。
22障-107 小６年・男 外貌・露出部分の醜状障害

バスケットボールをしていて、ダンクシュートをしようと、友達に肩車をしてもらい、バス

ケットボールへ近づいた。ゴールに届かなかったため、ネットに手をかけ、体を持ち上げ、ボー

ルをネットに入れた後、バスケットゴールが倒れ頭にぶつかった。
22障-108 小６年・男 外貌・露出部分の醜状障害

下足室の扉のガラス部分を右手で押して扉を開けようとした際、ガラスが割れて右腕をガラ

スに突っ込み、慌てて右腕を引き抜いた。

（４）授業終了後の特定時間中
22障-109 小１年・男 視力・眼球運動障害

下校時、校庭で友達と話しながら歩いてた所足がもつれて転倒した。その際に近くにあった

バスケットボールゴールの土台鉄部に左眼を強打する。
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22障-110 小１年・女 上肢切断・機能障害

校庭に下校斑で並んでいた。本児童のすぐ近くで遊ん

でいた男子二人のうちの一人が相手の体を押し、押され

た相手が本児童にぶつかり、本児童はその場に倒れる。
22障-111 小２年・男 外貌・露出部分の醜状障害

校庭で３人で遊んでいたところ、同級生に押され転倒

した際に右肘を強打した。
22障-112 小２年・女 歯牙障害

下校しようと運動場に出る玄関の前のコンクリート部分で転倒し、石の段に顔面を打ちつけ

る。
22障-113 小３年・男 外貌・露出部分の醜状障害

集団下校のメンバーを待っている間、友だち４人で「色付き鬼ごっこ」をしていた時、職員

通用口の開いていたドアに前額部が当たり負傷した。
22障-114 小５年・男 視力・眼球運動障害

サッカーの試合をしていた時、本児童がシュートしたボールが友人の足に当たり、跳ね返っ

たボールが右眼にぶつかり負傷する。
22障-115 小６年・男 歯牙障害

体育館でドッジボールをしていたところ、ボールが顔面に当たり、前歯を打撲してブリッジ

が外れた。
22障-116 小６年・男 胸腹部臓器障害

帰りの会が終わり靴脱ぎ場へ向かう途中、３階の階段で手すりの上に座って滑り降りようと

してバランスを崩し、２階の階段まで落ち、全身を強打した。
22障-117 小６年・女 歯牙障害

本児童は肢体不自由の為、家の人の車で登下校している。バギーに乗り迎えを待っていた。

担任が一瞬バギーから手を離した隙に、玄関から運動場へ降りる階段から転落し、負傷した。

〔Ⅵ〕通学中
（１）登校中
❶徒　歩

22障-118 小１年・女 外貌・露出部分の醜状障害

集団登校していた。前の人との間があいたので距離をつめようと駆け出したときに躓いて転

倒し、顔面を強打し地面にあった小石で額を

切った。
22障-119 小３年・女 外貌・露出部分の醜状障害

家を出て、階段を下りている時、足を滑らせ

て落ち、額を負傷した。
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22障-120 小４年・女 外貌・露出部分の醜状障害

交差点の信号がかわり歩き出そうとした時に前からやって来た中学生の自転車と衝突する。

（２）下校中
❶徒　歩

22障-121 小１年・男 歯牙障害

後ろから押され顔面から転倒。その時に歯を負傷する。
22障-122 小２年・男 歯牙障害

道路に落ちているものを拾おうとしてかがんだ時に、持っていた傘が前方から直進してきた

自転車に挟まり、バランスを崩して転倒。その際に口元を強く打ち負傷する。
22障-123 小２年・男 視力・眼球運動障害

友達と話しながら帰っていて、バランスを崩して転んだ際、手に持っていた鉛筆が顔面の右

眼下に刺さり、鼻骨と左眼を負傷した。
22障-124 小２年・女 歯牙障害

駐車場の鉄パイプでできている柵の上に乗り、

足を踏み外し転落する。その際、顔が下になり前

歯が２本抜けた。
22障-125 小２年・女 外貌・露出部分の醜状障害

バス通学をしている本児童はバス停付近でバス

を待っていた。同じバスに乗る児童たちが近くで

雪投げ遊びを始めたので、雪玉を避けるため後ろ

に逃げようとした際、振り向きざまにゴミ集積用

コンテナに額をぶつけてしまった。
22障-126 小３年・男 視力・眼球運動障害

落ちていた竹や棒を拾って友達と「戦いごっこ遊び」を始めた。その時、友達の手から勢い

余って棒が離れ、本児童が振り向いた瞬間、右眼を直撃した。
22障-127 小３年・男 歯牙障害

友達が鉄パイプを見つけ、ゴルフクラブのように空き缶やペットボトルを打って遊んでいた。

友達が振ったパイプの先が本児童の口に当たり、上下合わせて６本の歯を負傷する。
22障-128 小４年・男 歯牙障害

自宅近くの坂道前で、友だちから遅れてしまったため、友だちに追いつこうと走り出した時

にバランスを崩して転倒した。体を支えようと手を出したが、顔面を道路にぶつけて、前歯を

折ってしまい、口からも出血した。
22障-129 小４年・女 歯牙障害

後ろから走ってきた児童がぶつかり通り過ぎたため、本生徒は前のめりに転倒し、顔面を打

つとともに前歯を３本負傷した。
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22障-130 小４年・女 精神・神経障害

通り魔による犯行での障害
22障-131 小５年・男 歯牙障害

友達が落ちていたトンボの死骸を目の前に差し出したのに驚き、ジャンプして後ろに下がっ

た。その際、雨で地面が濡れていたため足を滑らせ、前方に倒れた。荷物と傘を持っていたた

め、手をつくことできず、顔面を強打し負傷した。
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２　中学校における障害の事例

〔Ⅰ〕各教科
（１）体育（保健体育）
❶体　操

● 跳箱運動

22障-132 中２年・女 上肢切断・機能障害

跳箱をしていて着地に失敗し、マットの上で右肘を捻る。
● マット運動

22障-133 中３年・女 せき柱障害

補強運動のひとつとして倒立練習を行っていたところ、本生徒はひとりで倒立した際にバラ

ンスを崩し、背中から落下。肩甲骨周辺の痛みと、息苦しさや胸の痛みを訴えた。
22障-134 中３年・女 せき柱障害

補助なしで倒立前転の練習中、倒立したものの自分で支えきれずそのまま足から崩れてしま

い背中を強打して負傷する。

❷陸　上
● 短距離走

22障-135 中２年・女 歯牙障害

体育祭のリレーの練習をしていて、ゴール間近になってスピードアップをしたため止まりき

れず、壁に顔面を強打した。
22障-136 中３年・女 上肢切断・機能障害

200m走を測定中、前を走っていた他生徒が転び、足が引っ掛かかって本生徒も転んだ。
● 持久走・長距離走

22障-137 中２年・男 胸腹部臓器障害

授業が始まり、ウォーミングアップのため、グランド周辺の道路をジョギングしていたとこ

ろ、心肺停止状態になり倒れる。教師が、すぐに心肺蘇生法を開始し、連絡を受けた職員が

AEDを持って現場に駆け付け操作し、救急隊に引き継いだ。
22障-138 中３年・男 胸腹部臓器障害

持久走中、急に吐気と腹痛がした。走る前の体調は良かった。
● 走り高跳び

22障-139 中２年・男 せき柱障害

走り高跳びをしている時に臀部をバーにぶつける。それ以

後、ずっと痛みが続き座っていることが出来なくなった。
22障-140 中３年・女 せき柱障害

走り高跳びの練習をしていて、背面跳びで着地の際、マッ

トから外れ地面に落ち、腰を強打した。
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22障-141 中３年・女 外貌・露出部分の醜状障害

走り高跳びの練習中をしている時に、本生徒は友達が跳ぶ補助をしていた所、跳んだ友達の

足が支柱にぶつかり支柱が倒れる。その際に、本生徒の額に支柱の先端があたり、負傷する。

❸球　技
● サッカー・フットサル

22障-142 中１年・男 視力・眼球運動障害

サッカーの試合中、相手選手の蹴ったボールがかなり近い距離から直接、左顔面を直撃した。
22障-143 中１年・男 視力・眼球運動障害

試合形式での練習中、ゴールキーパーが蹴ったボールが２〜３ｍの至近距離で本生徒の右眼

に直撃し、負傷する。
● ソフトボール

22障-144 中１年・女 視力・眼球運動障害

運動場でソフトボールをしていた。キャッチボール中に、高めのフライをキャッチしようと

したところ、キャッチできず、ボールが右眼部に当たった。右眼のまわりが赤く腫れ、鼻血が

出た。
22障-145 中３年・男 歯牙障害

ソフトボールの試合中、バッターがボールを打った際、バットを手放してしまい、そのバッ

トが観ていた本生徒の口を直撃した。
● バスケットボール

22障-146 中１年・女 上肢切断・機能障害

体育の授業で、左手をかばいながらバスケット

ボールのゲームに参加した。他の生徒の肘が本生

徒の左手（腹部にそえてかばっていた）に当たり、

その勢いで飛ばされ尻もちをついた状態になり、左

手首に体重がかかり再び痛めた。
22障-147 中２年・男 視力・眼球運動障害

体育館でバスケットボールをしていた。その生徒は相手チームが反則をしたように見えた為、

それを指摘し口論になった。その後、試合を続けていたが、その生徒の顔面に投げたバスケッ

トボールが当たり、たまたま近くにいた本生徒が左顔面を殴られ、その衝撃で倒れた。
22障-148 中２年・男 視力・眼球運動障害

バスケットボールをしていた。試合中、味方の投げたボールを取ろうとして、ディフェンス

の頭と本生徒の顔面がぶつかった。
22障-149 中２年・男 手指切断・機能障害

バスケットボールをしていた際に、パスをされたボールが足元に来た為、そのボールを取ろ

うとした。その時に右手小指にボールが強く当たって痛める。
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22障-150 中２年・男 手指切断・機能障害

バスケットの授業中に、ボールを受け損ね、右人差し指を突き骨折した。
22障-151 中２年・女 視力・眼球運動障害

バスケットの授業中、右から左へステップをしていたところ、隣の友人との前後の間隔が狭

かったため、左方から来た友人と衝突し、友人の右肩が左眼部に当たった。
22障-152 中３年・女 そしゃく機能障害

バスケットボールの授業で試合をしていた時、ボールを受けようとしたところ、相手チーム

の生徒の肘が本生徒の顎部分を強く打った。その時は痛みはあったものの、そのまま試合を続

行した。その後顎関節部が痛み、物を食べることが不便になってきた。
● バドミントン

22障-153 中３年・男 視力・眼球運動障害

バドミントンの授業中、２人でシャトルの打ち合い

をしていて体勢を崩し、相手から打ち返されたシャト

ルが左眼に強く当たり、負傷した。

❹武　道
● 柔　道

22障-154 中３年・男 視力・眼球運動障害

武道場で柔道の授業を行っていた。固め技の乱取り

中、相手の膝が左眼を直撃し、痛めた。

❺その他
● 準備・整理運動

22障-155 中３年・女 歯牙障害

体育の準備運動で、スクーターボードを胸に当て足を使い前進している際、スクーターボー

ドが外れ、前歯を床に強打した。前歯が折れ、ぐらぐらしている状態だった。折れた歯を持っ

て、すぐに歯科医院へ行った。

（２）理科
22障-156 中２年・女 外貌・露出部分の醜状障害

数人ずつがグループに分かれて実験をする選択理科の

授業であった。エタノールによる燃焼実験を中庭で５人

でしていた。教師は他のグループ実験を手伝い見ていた

ので、このときは窓から指示、指導をしていた。３対２

の対面で空気中にエタノールを噴霧して火をつけたた

め、エタノールが対面した生徒の衣服や手足にもかかっ

ていたものと思われるが、引火して火傷を負った。
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22障-157 中３年・女 精神・神経障害

２階の教室から本生徒は４階東側女子トイレに向かった。トイレ突き当り東側の回転式窓を

開け、腰板を乗り越え、浄化槽を囲ってあるフェンス内の地面に落下し全身を強打した。

（３）家庭（技術・家庭）
22障-158 中１年・男 視力・眼球運動障害

家庭科での実習中、級友が糸のついた針を消しゴムに刺し、本生徒の胸元当たりに向けて勢

いよく飛ばし驚かせようとしたが、消しゴムから針が抜け、振り向いた本生徒の左眼に針が刺

さり抜ける。
22障-159 中１年・男 手指切断・機能障害

技術の授業中、木工製作のため自動手押カンナで木を切る作業をした。削る時には担当教員

の指導の下で削らせていたが、この時は他の生徒を指導する為に数分間はなれていた。その間

に、本生徒が持っていた木から手を滑らせ、自動手押しカンナの回転部分に右手中指が挟まれ

て巻き込まれ負傷する。
22障-160 中２年・男 胸腹部臓器障害

調理室で家庭科の実習中、友だちに股間を膝で蹴られ、右精巣破裂のため右精巣を摘出した。

（４）総合的な学習の時間
22障-161 中２年・男 視力・眼球運動障害

体育大会の全校練習で応援練習をしていた。他のチームがグラウンド中央で練習していたと

き、本生徒たちは後ろで座って待機していた。その時、本生徒と３年生の男子生徒がけんかに

なった。応援団長はけんかに気付いて注意しようとしたが、腹を立てた団長に顔面を数回、足

や膝で蹴られ、負傷した。
22障-162 中２年・女 外貌・露出部分の醜状障害

職場体験学習を行った。本生徒は「果物店」で体験を行っていた。道路を挟んで向側のビル

にある事務所に行こうと、建物の入り口で手前の段差につまづき前に転んだ。入り口のドアの

枠（金属製）に額を強くぶつけ、裂傷を負った。

〔Ⅱ〕特別活動（除学校行事）
（１）学級（ホームルーム）活動
22障-163 中３年・男 視力・眼球運動障害

学級活動の時間に中間テストの席次を一人ずつ受け取っ

ていた。本生徒が教卓で受け取って戻ろうとした際に、近

くにいた他生徒が教室内で側転をしており、その足が本生

徒の眼に当たり負傷する。
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（２）給食指導
22障-164 中３年・男 外貌・露出部分の醜状障害

給食準備中に保健室前廊下に立っていたところ、同学年の生徒がいたずら心で追い掛ける真

似をしたところ、逃げる際にガラス戸が閉まっていることに気づかず、思い切り突っ込み割れ

たガラスで顔面を切ってしまった。

（３）日常の清掃
22障-165 中３年・男 歯牙障害

清掃時間中、本生徒がビニールテープにクラス名

を記入し貼っていたところ、その横で他の生徒が箒

をバットかわりにして松ぼっくりを打っていて、本

生徒の前歯に当たり受傷する。

（４）児童（生徒・学生）会活動
22障-166 中３年・男 胸腹部臓器障害

プール清掃を行っていた。教員からの終了の指示を本生徒がハンドマイクを持ってプールの

中で作業してい生徒にプールサイドから呼びかけながら移動していたところ、排水作業の為に

開けていた排水口に左足を落としてしまい、体のバランスが崩れて左上腹部を排水口の角に当

ててしまった。

〔Ⅲ〕学校行事
（１）運動会・体育祭
❶体　操

● 体操（組体操）

22障-167 中２年・男 上肢切断・機能障害

体育大会種目で、本生徒は男子組体操競技で３段タワーの頂上に上がる役であった。タワー

の体勢が充分整っていない状態の中で、頂上に登っていき、本生徒もバランスがとれないとこ

ろで立とうとした時、転落した。その際、左腕を地面に強くついたため、左手首を負傷した。

❷陸　上
● 短距離走

22障-168 中２年・女 歯牙障害

雨天のため、体育大会に向けての学年練習を体育館で行った。全員リレーの練習で走ってい

る時に他の走者と体がぶつかり転倒してしまう。その際、床に顎を強打し顎を切り歯も負傷し

てしまう。



53Ⅱ　学校の管理下の障害の状況

❸その他
22障-169 中２年・男 歯牙障害

体育祭の休憩時間中、体育館で友人と遊んでいた。二人で引っ張って立つ遊びをしていた。

バランスを崩して顔から床にぶつけ歯が折れた。

（２）競技大会・球技大会
❶短距離走

22障-170 中３年・男 精神・神経障害

校内陸上競技大会中、本生徒は400m走競技に出場し、他の生徒と先頭を争いながらトラッ

クを走っていて、コーナーを曲がろうとした時に、コーナーに置かれていたハンマー投げのゲー

ジの一部にぶつかり転倒した。その際、頭部・肩・顔面辺りを強打し、負傷した。

❷その他
22障-171 中３年・男 胸腹部臓器障害

球技大会直前に、デッキブラシでスイングした生徒がいて、そのブラシの先が外れて飛び本

生徒の睾丸に当たる。

（３）その他集団宿泊的行事
22障-172 中２年・男 歯牙障害

キャンプ中、部屋で本生徒と他の生徒が寝る前の準備をしていた。その際二人でボクシング

の真似を始め、お互い軽く殴り合いを冗談半分でやっていたが、パンチが他の生徒の顎に当た

りそれに腹を立てて、本生徒の口を思いっきり殴った。歯が一本抜け、一本はぐらぐらの状態

になり、出血量も多かった。
● スキー

22障-173 中２年・男 視力・眼球運動障害

スキー林間の講習前、集合場所で友だちとふざけていて、逃げようと振り返ったときスキー

立ての棒が左眼下に当たった。

〔Ⅳ〕課外指導
（１）体育的部活動
❶陸　上

● 短距離走

22障-174 中２年・男 視力・眼球運動障害

ダッシュの練習をして少し休憩していた時に、野球部のノックしたボールが飛んできて右眼

に当たった。
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● 持久走・長距離走

22障-175 中３年・男 精神・神経障害

駅伝大会に参加し、３㎞を走り終えた後、座り込み、吐気・頭痛を訴えたので救護テントへ

移動。その後意識がはっきりせず、嘔吐を繰り返した。
● 障害走（ハードル）

22障-176 中１年・男 上肢切断・機能障害

運動場でハードルの練習をしていたところ、ハードルに

足がかかり肩から転倒し、左鎖骨を折ってしまった。
● 陸上競技（その他）

22障-177 中２年・女 歯牙障害

陸上競技大会を終え、教師引率のもと自転車で学校へ戻

る途中、反対側から来た自転車のハンドルと接触し転倒、道路に顔面及び右手を強打する。

❷球　技
● サッカー・フットサル

22障-178 中１年・男 歯牙障害

活動終了後、後かたづけをしている際にサッカー部室前にあった大型レーキに足を引っかけ

転倒し、口をぶつけ負傷したものである。
22障-179 中２年・男 視力・眼球運動障害

練習で紅白戦を行った。相手チームの蹴ったボールが本生徒の右眼に当たった。
22障-180 中２年・男 下肢切断・機能障害

練習試合中、相手生徒のスライディングタックルを右足に受けて転倒し、右足大腿骨を負傷

した。
22障-181 中２年・男 歯牙障害

練習終了後、片付けをしていて鍵の返却を、普段あまり行わない人に任せて帰ろうとした所、

その生徒が追いかけてきて正面から髪の毛をつかまれ、下に引っ張られて膝蹴りを２回受ける。

その際に前歯３本が折れ、唇を切る。
● テニス（含ソフトテニス）

22障-182 中１年・男 胸腹部臓器障害

部運動場の外周で基礎トレーニングのランニングをし

ている時に、足を踏み外し約40㎝下の草の生えている地面

に手をつかずに、直接腹部を強打した。
22障-183 中１年・女 精神・神経障害

ゲーム形式の練習中、ペアの生徒が先にコートに入り、

本生徒が遅れてコートに入った際、たまたま素振りをし、

本生徒は反対方向を見ていたため、お互い気付かず、振り

上げたラケットが本生徒の首（耳の後ろ辺り）に当たった。
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22障-184 中２年・男 視力・眼球運動障害

ネット際でボレー練習をしていた。正面から出されるボールを待っていたが、隣のコースで

出されたボールが逸れて、左目に当たり、ボールが目に挟まった。（勢いあるボールで、ボー

ルが変球して左目に入りこんだと思われる。）
22障-185 中３年・女 視力・眼球運動障害

球拾いをしている時、本生徒の近くで振った他の生徒のラケットが眼に当たり、負傷する。
● ソフトボール

22障-186 中１年・女 手指切断・機能障害

キャッチボールの練習をしていた際、部員が投げたボールが本生徒の右手小指にあたり負傷

した。
● 野球（含軟式）

22障-187 中１年・男 視力・眼球運動障害

２か所に分かれてバッティング練習していた。本生徒はバッティング練習を終了し、ボール

を拾い片付けて守備に戻ろうとして振り向いたところに、もう一か所で練習していた生徒の

打ったボールが右目付近に直撃した。眼球打撲、網膜振盪、右前房出血、黄斑変性を診断され

た。
22障-188 中１年・男 視力・眼球運動障害

バッティング練習中、ピッチングマシーンに球を入れようと球拾いをしていた所、他の部員

が打った球が２バウンドほどして右眼に直撃する。
22障-189 中１年・男 視力・眼球運動障害

練習試合後の練習で、ノックを受けていてボールを追いかけていたところ、チームメイトと

衝突し、その際、左側側頭部を強打した。
22障-190 中１年・男 視力・眼球運動障害

バッティング練習中、本生徒がバッターにボールを出

していたところ、バッターの打ったボールが右目に当た

り、負傷した。
22障-191 中２年・男 視力・眼球運動障害

他中学校運動場での練習試合に参加していた。本生徒

が打者のとき、自打球が左眼に当たり受傷した。
22障-192 中２年・男 外貌・露出部分の醜状障害

練習中、野外の守備練習で打球を追いかけていたところ、運動場にあるサッカーゴールのポ

ストの裏にある突起部分に右頬を強打した。
22障-193 中２年・男 視力・眼球運動障害

練習試合中、打席に入り内角高めのボールを打った所、その自打球が左眼に当たり負傷する。
22障-194 中２年・男 視力・眼球運動障害

バッティング練習をしていた際に自打球が右目に強打し、鼻血が出て右眼が見えなくなる。
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22障-195 中２年・男 視力・眼球運動障害

トスバッティングの練習中、打球が約３メートルの距離から本生徒の左目にあたった。
22障-196 中２年・男 歯牙障害

シートノックを受ける練習中、顧問がボールを打ったときに誤ってバットまで放してしまい、

本生徒の顔面（口腔周辺）に強く当たり負傷する。
22障-197 中２年・男 歯牙障害

放課後、部活動に参加するため自転車に乗っていた際、友人がふざけて後方から靴を投げた。

その靴が走行中の本生徒の自転車前輪に挟まり、急にブレーキがかかったような状態になって

自転車ごと一回転して転倒。頭部と顔面を強打し、上前歯３本が折れた。
22障-198 中２年・男 視力・眼球運動障害

野球部の練習試合中、バッターボックスで打撃中だった本人の自打球により、右眼を強打し

た。
22障-199 中３年・男 視力・眼球運動障害

野球の練習中、友人が打ったボールが近距離で右眼に当たった。
22障-200 中３年・男 視力・眼球運動障害

顧問がグランドに到着する前に生徒だけでピッチングマシンを使った打撃練習をしていた。

３球で交代する事になっていた。生徒が３球の練習終了後、ホームベース付近の土を均してい

たところ、確認をしないまま４球目のボールをマシンに投入し、打球が生徒の近くを通過した

ために口論になった。その後、ボールの回収中においても口論は続き、回収したボールを生徒

に向かって数球投げつけたところ、近くでボール拾いをしていた本生徒の右眼に当たった。
22障-201 中３年・男 視力・眼球運動障害

バッティング練習中に、ピッチングマシンの投球を打った時、自打球がファウルチップにな

り、ボールが右眼に当たって打撲を負った。
22障-202 中３年・男 視力・眼球運動障害

ＯＢ戦に出場中、本生徒が打った自打球がファウルチップとなり右眼に当たる。
● ハンドボール

22障-203 中２年・女 歯牙障害

キーパーからのパスを受けてシュートをするワンマン速攻の練習を行っていた。キーパーか

らのパスを取り損ねた本生徒が、そのこぼれ球を拾おうとして前方の体育館ステージ左側の壁

面に激突してしまった。その際に、口部位を強打し、

前歯に受傷し、上唇内側を切る等の受傷となった。
● バレーボール

22障-204 中１年・男 視力・眼球運動障害

レシーブ等の練習をしていた際、何度か顔面にボー

ルが当たったものと思われる。
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22障-205 中１年・女 手指切断・機能障害

活動準備中、ネット支柱を立てたまま高さを調節してい

た。支柱についている高さ調節用のピンが抜けないため生

徒が右手小指をピンの穴に入れて押し出そうとした所、急

に支柱の内側部分がスライドして指が切断された。
22障-206 中２年・男 精神・神経障害

グラウンド練習に引き続き、筋肉トレーニングのため顧

問の監督のもと、プールに入った。プールサイドから飛び込んだ際、プールの底で頭を打った。
22障-207 中２年・男 歯牙障害

練習試合中、フライングレシーブをした際に、タイミングがずれフロアに口を強打する。
22障-208 中２年・女 手指切断・機能障害

サーブカットの練習中、相手サーブを取ろうとしていたが構えをする前に左指に強く当たっ

てしまったため、負傷した。
22障-209 中２年・女 外貌・露出部分の醜状障害

準備のため、ネットを張っていたところ、ネット上部のワイヤーが断裂し、その反動でネッ

トによってしなっていた支柱が戻り、支柱を押さえていた本生徒の額に当たり後方に転倒し床

で後頭部を打撲した。
22障-210 中２年・女 歯牙障害

通常は体育館で行うバレー部の練習を校庭で行った。準備運動の後、パスの練習を行った。

走りながらボールをオーバーパスで返した時、勢いがあったため近くにあったハンドボールの

ゴールポストに突っ込んでしまい、顔面を強打し、歯を負傷した。
● バスケットボール

22障-211 中１年・男 手指切断・機能障害

校庭で空気入れを使いバスケットボールに空気を入れていた

所、空気入れの取っ手が支柱から外れ、右人指を支柱と取って

の間に挟みこみ負傷する。
22障-212 中１年・男 視力・眼球運動障害

クラブ活動前の更衣中、２年生に首を絞められて気を失い、

顔面の左側を地面においてあるすのこに打ち付ける。
22障-213 中１年・女 外貌・露出部分の醜状障害

他校体育館で練習試合中、相手と接触し転倒した時に、右足首を骨折した。
22障-214 中１年・女 聴力障害

学校外の総合体育館において、本生徒は数名と倉庫から可動式バスケットゴールを所定の位

置に設置しようと準備中であった。他部員が勢いをつけて台車部分を押した為、アーム突出部

と壁との間に本生徒の頭部がはさまれ負傷した。
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22障-215 中２年・男 視力・眼球運動障害

校庭で休憩を行っていた。その時、本生徒と他生徒が口喧嘩をし殴り合いになってしまった。

本生徒は左眼を殴られ、受傷した。
22障-216 中２年・男 外貌・露出部分の醜状障害

練習試合中、ボールをカットしようとして相手プレー

ヤーと接触し、バランスを崩して、フロアに転倒。この時、

左上腕と肘をフロアで強打し、負傷した。
22障-217 中２年・男 外貌・露出部分の醜状障害

部室から体育館へ向かう途中に、突然部室の窓ガラスが

割れ（強風によるものと思われる）、飛散したガラス片で

左下肢部を損傷した。
22障-218 中２年・女 歯牙障害

ゲーム形式の練習中にチームメイトの肘が強く当たり、前歯が折れる。
● バドミントン

22障-219 中１年・女 外貌・露出部分の醜状障害

準備の為ネットを張る作業をしていたら、支柱についていた金属が飛び、右眉毛辺りが切れ

る（約３㎝）。
22障-220 中２年・女 視力・眼球運動障害

体育館で行われた中学校新人体育大会バドミントン大会で、本生徒は団体戦の第１ダブルス

として出場した。試合中、シャトルを打ち返そうとした２人が前後に重なり、後ろになった生

徒が振り切ったラケットのフレームが、前にいた本生徒の右眼に当たった。

❸武　道
● 柔　道

22障-221 中１年・男 外貌・露出部分の醜状障害

部活の柔道の練習試合先で昼食をとるため、食堂へ入ろうとしたと

ころ、よく磨かれたドアの透明ガラスに気付かず、本生徒は顔面と右

膝から突っ込みガラスは大破し、顔面と右膝を負傷した。
22障-222 中２年・男 歯牙障害

早朝に庭掃除をやっていた。本生徒は、大きな石を見つけ、邪魔だ

と思い、両手で石を持って芝生の坂道を登って行ったところ、芝生が

朝露で振れていたため滑り、自分の持っていた石に顔面をぶつけてし

まい、上の前歯２本折れてしまった。
22障-223 中３年・男 精神・神経障害

試合中に本生徒が低い姿勢で払い腰の技を仕掛けた時に頭から崩

れ、その上に相手がのしかかって受傷した。その後、頚髄損傷の後遺

症として両下肢麻痺及び神経因性膀胱の障害を負っている。
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● 弓　道

22障-224 中３年・女 歯牙障害

部活動休憩中、高鉄棒にぶら下がり体を揺らして遊んでいた。だんだん勢いがつきバランス

を崩して手が鉄棒から離れてしまい、地面に転落し顔面を強打した。

❹その他
22障-225 中３年・男 外貌・露出部分の醜状障害

各種目の準備をしていた時、逆立ちをしていた本生徒がバランスを崩し転倒した際、右足首

を捻り負傷した。

（２）その他
22障-226 中３年・男 視力・眼球運動障害

図書室で本を読んでいたが、一人の生徒が本生徒に向かって「高校へ行くのか？」と聞くが、

返事が返ってこなかった為、図書室にあるホワイトボードで本生徒の頭を軽く叩いた。再度ホ

ワイトボードで頭を叩いた為、本生徒が腹を立て、もみ合いになり、一人の男子生徒が本生徒

の頭をつかみ、膝で顔面を蹴った為、左眼窩底骨折及び眼球運動障害を起こした。

〔Ⅴ〕休憩時間
（１）休憩時間中
22障-227 中１年・男 手指切断・機能障害

教室に戻るため、美術で制作したガラス細工を両手で持って階段を上っていたところ、階段

に躓いて転倒し、手をつこうとしたときに割れたガラス細工が手に刺さった。
22障-228 中１年・男 視力・眼球運動障害

級友が自分の悪口を言ったと誤解し、本生徒は、級友に「お前が言ったろ」と言った。それ

を聞いた級友は否定し、後ろから本生徒の首に腕を回した時に腕が右目をこすって負傷した。
22障-229 中１年・男 視力・眼球運動障害

休み時間にふざけていて、友達を怒らせ右眼あたりを殴られた。
22障-230 中１年・男 上肢切断・機能障害

机上に置かれた紙くずに腹を立て、紙くずを置いた生徒の足を数回蹴ったところ、もみ合い

になり本生徒が床に倒れた。その時に相手生徒の体重を左肘に受け複雑骨折した。
22障-231 中２年・男 胸腹部臓器障害

トイレで３人でじゃんけんをして、負けたら肩パンチを受ける遊びをしていた。被災生徒の

番になり、他の男子がパンチをするふりをしてフェイントして膝で蹴った時、膝が股間に当たっ

た。
22障-232 中２年・男 手指切断・機能障害

教室で友達と遊んでいた際、窓側にいた本生徒を他生徒が背後から押したため、窓にぶつか

り負傷した。
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22障-233 中２年・男 歯牙障害

次の体育（高跳び）の準備をし、高跳びマットに座っ

ていた。運動場に来た生徒が勝手に跳び始めてしま

い、落下してきたバーで前歯を強打する。
22障-234 中２年・男 視力・眼球運動障害

同級生２人が消しゴムの紙ケースを下敷きで打ち

返す遊びをしており、それを近くで見ていた本生徒の

眼の中に下敷きが入った。
22障-235 中２年・男 視力・眼球運動障害

職員室に授業用の三角定規を取りに行ったところ、既に定規を受け取った他の生徒から投げ

るように定規を渡された。それが本生徒の左眼に突き上げるような状態で当たる。
22障-236 中２年・男 歯牙障害

直前に降った大雨が廊下の窓から入り込み、濡れていた廊下に気が付かずにジャンプして遊

んでいた所、転倒し前歯を床に強打する。
22障-237 中２年・男 胸腹部臓器障害

廊下で友人とちょっかいを出し合っているうちに、逃げた友人を追いかけ走り、足がもつれ

て転倒したまま勢いで廊下を滑って階段口脇のコンクリート製の壁の角に左側腹部を強打し、

負傷した。
22障-238 中３年・女 外貌・露出部分の醜状障害

友達とのいさかいでイライラしながら廊下を歩いていて、自暴自棄になり、廊下の窓ガラス

を校舎外に向かって割り、右手前腕を手首と肘の付近の２か所を切る。

（２）昼食時休憩時間中
22障-239 中１年・男 歯牙障害

学年集会に参加するため、廊下で上履きを脱ぎ靴下のまま教室近くにある多目的ホールに

向っていた。その際、小走りした為か足が滑って転んでしまい、口唇部を廊下に強打してしまっ

た。
22障-240 中１年・男 胸腹部臓器障害

昼食時間となる頃、友人と追いかけっこをしていた。この時、ドアが開いていて、友人がド

アを閉めて逃げた為に、後ろから走ってきた本生徒の腹部にドアノブが当たった。
22障-241 中１年・男 外貌・露出部分の醜状障害

友人とトラブルになり、教室のドアを閉めて相手を遮っていた所、相手がドアを蹴る。その

拍子にドアが外れて本生徒の顔にドアが当たって割れ、顔面を負傷する。
22障-242 中２年・男 視力・眼球運動障害

教室でクラスメイト３人がホウキをバット代わりに野球遊びをしてた。すぐ近くに本生徒が

いることに気が付かずホウキをスイングしてしまった為、左眼にホウキの先が直撃する。
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22障-243 中２年・女 外貌・露出部分の醜状障害

男子と追いかけ合いになり、追いかけているときに

教室後ろの壁の角に前額部をぶつけ、そのままうずく

まった。
22障-244 中３年・男 胸腹部臓器障害

友人とサッカーをしていた。ボールを取り合った

際、友達の足が股間に当たった。
22障-245 中３年・男 手指切断・機能障害

昇降口の周辺で２年生の男子たちと追いかけっこ

をしていた。鬼になって追いかけている途中で、逃げていた男子が扉を急に閉めたため、扉に

衝突してしまい、右手を挟んで中指と薬指を潰してしまった。
22障-246 中３年・男 せき柱障害

ベランダから雪山をめがけて飛び降りたが、途中でバランスをくずし臀部から雪の上に落下

し、その衝撃で腰椎を圧迫骨折してしまった。
22障-247 中３年・男 歯牙障害

教室内で鬼ごっこをして遊んでいる最中、友達に背中を押されバランスを崩し、顔面（特に

口の部分）を机の角に強くぶつける。その際に前歯３本を負傷する。
22障-248 中３年・男 視力・眼球運動障害

教室前の廊下で、友人とふざけあっていた本生徒が友人の足を引っ掛けた。それに対しその

友人が本生徒の顔面（右眼付近）を拳で殴った。
22障-249 中３年・男 視力・眼球運動障害

運動場でサッカーボールを使って３〜４人で遊んでい

た。かなり近くから蹴ったボールが本生徒の眼に当たり打

撲する。
22障-250 中３年・女 精神・神経障害

体育館で遊んでいたところ、他生徒の蹴ったボールが本

生徒の後頭部に当たった。
22障-251 中３年・女 歯牙障害

教室で、一列目の席に向い合いしゃがんで話をしていた。

（机の上に顔が出る高さであった）。そこへ、友だちを追い

かけて遊んでいた男子生徒が勢いよく本生徒の後方からぶ

つかり、その勢いで上顎を机に強打して負傷した。
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（３）始業前の特定時間中
22障-252 中１年・男 視力・眼球運動障害

自習を行っていた時、３人がふざけ合いをした。その際、生徒が小冊子を左手に持って、ヒ

ラヒラさせそれを横に振ったところ、座っていた本生徒の右眼に当たり負傷した。
22障-253 中１年・女 精神・神経障害

遅刻しそうになり走って教室に入室した後、頭痛の

訴えがあり、教室で２回嘔吐。保健室のベッドで安静

を保つ。その後、養護教諭が対応するなかで、保護者

到着時、声をかけたところ意識なく、いびきをかいて

いた為、緊急搬送となる。本生徒はバスを降りてダッ

シュし、歩道橋を駆け上がり途中で始業チャイムが

鳴ったので更に走った。玄関から３階の教室まで更に

ダッシュした。（バス停から学校玄関まで約80メート

ル）。
22障-254 中１年・女 視力・眼球運動障害

文化祭出品作品の制作中、釘を抜こうとしたが釘抜きがみつからずペンチを使っていたとこ

ろ、釘が抜けてその勢いでペンチが右目に当たる。右眼球破裂・右角膜裂傷・右無水晶体眼と

診断された。

（４）授業終了後の特定時間中
22障-255 中１年・女 精神・神経障害

本生徒が持っていた友人の鞄を友人が取ろうと触れた際、バランスを崩して転倒し、トイレ

の窓に左手を突っ込んだ。
22障-256 中３年・男 視力・眼球運動障害

友達と殴り合いになり左眼、左頬などを顔面に重大なけがを負った。
22障-257 中３年・女 精神・神経障害

階段を下りていたら、上から下りてきた生徒が足を滑らせ、他生徒にぶつかり、他生徒が本

生徒にぶつかり、本生徒は階段を踏み外し床に背中を強打する。

〔Ⅵ〕寄宿舎
22障-258 中３年・男 上肢切断・機能障害

登校前の自由時間に寮５階の踊り場の窓から身を乗り出し外の景色を見つめていた。その時、

手が滑って誤って寮下の通路の屋根に落ち屋根を突き破りそのまま下の通路に落下した。
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〔Ⅶ〕通学中
（１）登校中
❶徒　歩

22障-259 中２年・女 せき柱障害

自宅マンションのエレベーターが来ない為、階段を使ったところ朝からの雨もあり滑って転

落。踵、足首、大腿骨、骨盤、腰椎を骨折する

❷自転車
22障-260 中３年・女 歯牙障害

自転車で走行中、テニスラケットが前輪に挟まった。その際、自転車が急停車し、右前方に

転倒し道路で顔面を打った。
22障-261 中３年・女 胸腹部臓器障害

部活動の練習に出るため、同級生２人と一緒に自転車で登校中、突然心肺停止の状態で倒れ

た。

（２）下校中
❶徒　歩

22障-262 中３年・男 精神・神経障害

同学年の生徒に呼び出され、駐車場近くで殴

る蹴るの暴行を受けた。他の２人が傍で傍観し

ていた。本生徒は一度も抵抗せず、一方的に暴

行を受けた。

❷自転車
22障-263 中１年・男 手指切断・機能障害

後を振り向いた際に、縁石にあるポールにぶつかり転倒した。その時、自転車の後輪スポー

クで左手中指を負傷した。
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３　高等学校・高等専門学校における障害の事例

〔Ⅰ〕各教科
（１）体育（保健体育）
❶水　泳

22障-264 高２年・男 精神・神経障害

本生徒はタイム測定を行う予定で、その練習の為に準備運動・腰洗い・シャワー後に、第二

コース飛び込み台からプールへ飛び込んだ時に、プールの底で頭を打ち、負傷した。
22障-265 高２年・男 精神・神経障害

数名毎に順に飛び込みをしたところ、本生徒は飛び込み後に水面に出て回旋していたので、

クラスメイトが異変に気付き、プールサイドに引き上げたが立てなかった。本生徒は頭頂部を

プールの底に当てて頚部を損傷していた。

❷体　操
● マット運動

22障-266 高２年・男 歯牙障害

前方宙返りのテストを行った際に、着地で膝に口を打ってしまい歯が脱落する。計３本根元

まで全てが、歯そう骨から外れる。
● 体操（その他）

22障-267 高３年・女 歯牙障害

トランポリンの授業を受けていた時、跳んで前転しようとして回転したときに自分の膝が前

歯に当たり負傷したものである。

❸陸　上
● 持久走・長距離走

22障-268 高１年・女 胸腹部臓器障害

トレーニングの一環であるランニングの直後、地面に座り込み（体育座り）約１分後に痙攣

を起こして倒れた。
● 投てき

22障-269 高２年・男 視力・眼球運動障害

ヤリ投げ（プラスチック製、先端はゴム製、約50㎝）

の練習をしていた。生徒が向かい合い、片方が投げ片

方が拾う練習中、本生徒は落ちたヤリを拾っていたと

ころ、隣の列にいた生徒のヤリが飛んできて、左眼に

当たってしまった。
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❹球　技
● サッカー・フットサル

22障-270 高１年・男 精神・神経障害

サッカーの試合を実施。ボールを追っていて、上がったボー

ルをヘディングしようとしたところ頭と頭が衝突し、負傷し

た。
22障-271 高３年・男 視力・眼球運動障害

６対７のフットサルのゲーム中、対戦相手側の蹴ったキッ

クパスが高く上がり、ガードに入った本生徒の右眼にボール

が強く当たり負傷した。
22障-272 高３年・男 外貌・露出部分の醜状障害

サッカーのゲーム中、ゴール前にこぼれたボールを蹴ろうとして複数人が集中した際、他生

徒の足が大腿部を直撃した。
22障-273 高専２年・男 視力・眼球運動障害

サッカーをしていた。ドリブルしている選手を1.2 〜 1.5m位の距離で追いかけていた時、追

いかけていた選手が振り返りながら蹴ったボールが右眼を直撃した。
● ソフトボール

22障-274 高３年・男 手指切断・機能障害

ソフトボールの試合を行っていた。３塁の守備をしている時、捕球の際右手にボールが当た

り、右第２指を負傷した。
22障-275 高３年・男 視力・眼球運動障害

校庭でソフトボールの練習試合をして、スイングしたバットが、三塁側で打順待ちをしてい

た本生徒と別の生徒に飛んできた。他の生徒の頭部と顔面に当たった後、本生徒の顔面に当た

り、負傷した。
22障-276 高３年・女 外貌・露出部分の醜状障害

ソフトボールのゲーム中、ピッチャーをしていて、打者の打った球が顔に直撃した。
● バレーボール

22障-277 高３年・男 歯牙障害

バレーボールの授業を行っていた。ゲームをしていた際に、浮いたボールをレシーブしよう

と、２人で追いかけた時、前の人が転んだために、足を引っ掛けて床に顔面から落ちた。
● バスケットボール

22障-278 高１年・男 精神・神経障害

バスケットボールのゲーム中にボールの取り合いになった。相手生徒は本生徒の右手がメガ

ネに当たり目が痛かったため、目を閉じたまま思い切り足を振り回したところ、床に転がった

ボールを取ろうと体勢を低くした本生徒の顔面等に足の甲が強く当たって前のめりに転倒し、

負傷した。
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22障-279 高１年・男 歯牙障害

体育館でバスケットボールをしていて、相手の投げたボールを取りに行ったら、ボールが顔

面に当たった。
● バドミントン

22障-280 高定１年・男 視力・眼球運動障害

バドミントンの試合（ダブルス）を行っていたが、シャトルを打とうとした味方選手のラケッ

トが誤って左眼に当たってしまった。
22障-281 高２年・男 視力・眼球運動障害

バドミントンの授業中、シャトルを打とうとして、誤って手が滑りラケットの柄が右眼に当

たり負傷した。
22障-282 高３年・男 歯牙障害

バドミントンの授業中、相手が打ったスマッシュをボレーしようとネットに向かって行った

ところ、ネットに顔面から突っ込んだ。その際に自分の持っていたラケットが前歯に当たり、

少し欠けた。

❺その他
22障-283 高１年・女 歯牙障害

準備運動の一環として、２人１組で馬とびを行っていた際、相手生徒が急にしゃがみ込んで

しまった為、馬が低くなり、馬を飛ぼうとする勢いのまま、顔面から体育館の床に落ちて、打

撲及び歯牙の脱臼・歯根の破折をした。
22障-284 高３年・男 せき柱障害

友人とふざけていて肩車をしていた。上に乗った本生徒が友人の肩から前方に転落。落ちた

際におしりと左手関節を強打する。

（２）理科
22障-285 高２年・男 視力・眼球運動障害

ドライアイスを使っての実験で他の生徒がドライ

アイスをペットボトルに入れて蓋を閉めた。膨張した

ペットボトルがロケットのように爆発して本生徒の

右眼上部に直撃する。

〔Ⅱ〕特別活動（除学校行事）
（１）学級（ホームルーム）活動
22障-286 高通１年・男 視力・眼球運動障害

他の生徒にコンパスで右眼の上を刺される。
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22障-287 高２年・男 胸腹部臓器障害

LHRでサッカーを行っていた。開始前に準備体操を全体で行い、肥厚型心筋症を既往し、

定期的に通院検査を行ってきた本生徒は、始めの15分程度ゴールキーパーを行っていたが、殆

どボールが来なかったことに退屈し、友人と交換でフィールドに入った。しかし、ボールには

向かわずに友人とふざけ合うような行動で、１〜２分間軽いジョギング程度の速度でゴール付

近を100メートル程度走っていたところ、急に倒れ心肺停止となった。

〔Ⅲ〕学校行事
（１）運動会・体育祭
❶その他

22障-288 高１年・男 歯牙障害

陸上競技場で体育祭を行っていた。団体種目の競技中、

竹棒を持ち走っていたら芝生で足が滑り、竹棒に歯をぶつ

け負傷した。

（２）競技大会・球技大会
❶球　技

● ドッジボール

22障-289 高２年・男 手指切断・機能障害

ドッジボールを受け損ねて左手を怪我した。
22障-290 高３年・女 手指切断・機能障害

クラスマッチのドッジボール競技に出場していた本生徒は、ボールを受けようと手を出した

際、うまく取ることができず左手小指に強くボールが当たるような形になり、負傷した。
● サッカー・フットサル

22障-291 高１年・男 歯牙障害

サッカーの試合中に、キーパーをしていて生徒がボールを取ろうとした所、誤って本生徒の

口元と生徒の頭が衝突し負傷する。上前歯３本の脱臼と４本の破折をした。
22障-292 高専５年・男 歯牙障害

サッカー競技のゴールキーパーとして出場、ゴール前に転がったボールをシュートした瞬間、

阻止しようと前屈みの姿勢で前進していた本生徒の顔面に、相手の膝が強打し、前歯を６本破

折した。
● ソフトボール

22障-293 高３年・女 歯牙障害

ソフトボール競技に出場する男子生徒が試合前の素振りをしていたところ、バットが手から

抜け、そのグリップが約４ｍ先で試合結果を記録していた本生徒の顔面（口元）を直撃。下口

唇と前歯を負傷した。
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（３）競技大会・球技大会
❶その他

22障-294 高３年・女 上肢切断・機能障害

50m走の係で、スタートの旗を振る役にあたっていたため、旗を頭の上から下に強く振り下

ろした時に右肩が外れた状態になり、動かなくなった。

（４）遠足
22障-295 高１年・男 視力・眼球運動障害

スポーツ自由時間終了間際、フットサル場でキーパーをしていた本生徒たちは、友人らとふ

ざけていた。本生徒がゴールポストにぶら下がり相手の胴を挟んだり、もう一人が足を引っ張

る等したところ、ゴールが倒れ、地面に頭を打ち、右眼上にゴールが倒れた。

（５）その他儀式的行事
22障-296 高３年・男 歯牙障害

最後のHRを教室で待機中に、卒業記念品としてサッカー部員より贈られた本生徒のサイン

ボールを同じクラスの友人が遊んでいた。本生徒が返却するよう言うが、返却しないためその

友人の胸辺りを突き尻部を蹴った。それに対し友人が、ボールを右手で本生徒に投げつけ、続

けて左手で横から振るように突きを出したため、親指の付け根辺りが本生徒の口に当たり、歯

が折れた。

（６）その他
22障-297 高２年・男 手指切断・機能障害

インターンシップ先の自動車板金塗装工場にて、ボール材でＬ材（50×50）に８㎜の穴をあ

ける作業中、材料が大きく振動し、材料を支えていた左手がドリルに巻き込まれ、左手親指を

切断した。

〔Ⅳ〕課外指導
（１）体育的部活動
❶水　泳

22障-298 高１年・男 精神・神経障害

自主練習中、飛び込みをした際、プール

の底に頭頂部がぶつかり負傷した。
22障-299 高３年・男 せき柱障害

飛び込みの練習を行っていた際に、飛び込みに失敗しプールの底に頭部から首・肩を強く打

ち付け動けなくなる。
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❷陸　上
● 短距離走

22障-300 高２年・男 胸腹部臓器障害

陸上競技の記録会に参加。男子800Ｍへ出場し、徐々にペースが落ちフィニッシュをした後、

本生徒が息苦しいと話をしていて横になった直後に意識を失う。

❸球　技
● サッカー・フットサル

22障-301 高１年・男 視力・眼球運動障害

公式試合中、１対１でボールを取り合っていた時に、足元

から上にボールが跳ね上がり、そのボールをよけようとした

が、勢いよく左目に直撃した。
22障-302 高１年・男 精神・神経障害

部の後片付けをしていた最中、他の部活動の部員４人が野

球の硬式ボールで遠投し、本生徒の左側頭部に直撃した。衝

撃で頭は大きく揺れ、わずかな時間だったが気を失った。
22障-303 高１年・男 胸腹部臓器障害

新人戦の試合中、相手選手とボールを蹴り合っていたところ、本生徒が先にボールを蹴った。

その際、相手選手が勢い余って本生徒の股間を蹴ってしまい痛めた。
22障-304 高１年・男 視力・眼球運動障害

ミニゲームをしており、相手チームの蹴った至近距離からのボールが本生徒の左眼にノーバ

ウンドで当たった。
22障-305 高１年・男 視力・眼球運動障害

相手のボールを奪いに行った際にボールが顔面に強く当たった。
22障-306 高２年・男 視力・眼球運動障害

練習試合中、近距離で相手の蹴ったボールが右眼に当たり負傷する。
22障-307 高２年・男 視力・眼球運動障害

夏休みの合宿遠征で、試合中にボールを取ろうとして、近づいたところ、相手チームの生徒

が蹴ったボールが至近距離で右眼に強く当たった。
22障-308 高２年・男 歯牙障害

予選の試合中、ドリブルで相手選手を１人かわした後、前から別の選手が走ってきて、その

まま本生徒の顔に相手の体がぶつかり、上の前歯が２本抜け、隣の歯も奥にずれた。
22障-309 高２年・男 胸腹部臓器障害

新人大会の試合でゴールキーパーとして出場していた。相手選手がゴール付近まで来て、１

対１となっていたが、相手選手がボールをコントロールミスし、別のスペースに蹴りだされた

ところ、本生徒と相手選手が同時にボールに飛び込み、相手選手の膝が腹部に思い切り当たり、

負傷した。
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22障-310 高３年・男 歯牙障害

本生徒は試合にゴールキーパーとして参加。相手チームの選手がドリブルで迫ってきたとき

にゴールキーパーとしてボールを奪いに行ったところ相手の膝が本生徒の顎に当たり負傷す

る。また、その衝突で転倒し、頭部を打撲する。
22障-311 高３年・男 胸腹部臓器障害

ボールを追いかけてキーパーと衝突した際、相手の膝が股間に当たる。
● テニス（含ソフトテニス）

22障-312 高１年・男 視力・眼球運動障害

本生徒がネットの近くでボール拾いをしていた時に、他の生徒の打ったボールがネットの白

帯に当たり、跳ね返って本生徒の右眼に当たった。
● ソフトボール

22障-313 高３年・女 視力・眼球運動障害

ノックの為のボールをバッターの近くから投げていた際、バッターが打ったボールが思わぬ

方向に飛んできて、右眼に当たってしまった。
● 野球（含軟式）

22障-314 中後４年・男 視力・眼球運動障害

打撃練習中、本生徒は２塁の守備位置について

いた。打者が２塁方向に打ち、捕球しようと打球

方向に移動し捕球体勢に入った。しかし、捕球直

前に照明が目に入り、ボールがグラブに当たらず

受け損ない、本生徒の右眼を直撃し、右眼を負傷

した。
22障-315 高１年・男 歯牙障害

グランド内にあるマシーンを使って打撃の練習をしていた。次々とボールが来るため、途中、

打つタイミングを外してしまい、ボールが顔面に直撃する。鼻はつぶれたようになり、歯も抜

けた状態となった。
22障-316 高１年・男 歯牙障害

キャッチャーをしていて相手のボールを受け損ね、ボールが歯にぶつかって前歯が折れてし

まった。
22障-317 高１年・男 手指切断・機能障害

他の部員と共にバッティングマシンを片付けるため、マシンの四隅を持ち土台にしていたベ

ンチから降ろそうと持ち上げ、少し移動した。その後、降ろそうとした際、誤って土台にして

いたベンチとバッティングマシンの間に左手薬指を挟み、第一関節から先を切断した。
22障-318 高１年・男 視力・眼球運動障害

キャッチボールをしていて校舎とボールの色が重なって、ボールを確認出来なくなり、左目

にボールが当たる。
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22障-319 高１年・男 歯牙障害

ノック練習で、フライを取ろうとして取り損ない、前歯に当たり、歯が抜けた。
22障-320 高１年・男 歯牙障害

フリーバッティングの練習に参加していた。ピッチャーの後方で守備についていた際、バッ

ターが打ったボールが直接本生徒の顔を直撃し負傷してしまった。
22障-321 高１年・男 視力・眼球運動障害

内野守備練習をしていた。本生徒は一塁ベース後方に並び、防球ネット前に転がっていたボー

ルを拾おうと移動した時、三塁手が一塁手に送球したボールが左顔面に当たった。強打した衝

撃により、眼部、頬部、口腔部等左顔面を負傷した。
22障-322 高１年・男 視力・眼球運動障害

守備練習中に外れた送球が、ボールを集めていた本生徒の右眼の瞼に当たって負傷した。
22障-323 高１年・男 精神・神経障害

試合終了後学校に戻り、夕刻より学校の校庭を走り始めた（200ｍ×100周）。顧問も共に行

動しながら、無理をして走らないことや水分補給を各自で適宜行うよう声をかけていた。ラン

ニング中は全員不調を訴える者はいなかった。走り終え、水分を取りながら休んでいる時に、

本生徒が急に倒れた。
22障-324 高１年・男 歯牙障害

全体練習終了後、自主的にティーバッティング練習をしていた他の生徒のバットが手から離

れて飛んでいき、近くを歩いていた本生徒の顔面に直撃した。
22障-325 高１年・男 胸腹部臓器障害

ゲーム形式の練習中、ショートを守っていてバッターが打った打球を受け損ない、ボールが

股間に強くあたり負傷する。
22障-326 高１年・男 歯牙障害

ゴロ捕球の練習を行っていた時にノックされたボールがイレギュラーし口元に当たり、前歯

３本が折れる。
22障-327 高１年・男 歯牙障害

守備練習中、ワンバウンドのボールを捕球し損ねて口に当たった。
22障-328 高１年・男 外貌・露出部分の醜状障害

ティーバッティングの練習で本生徒はボールを仲間に上げていたとき、

打ったボールが右顎部に直撃してしまう。
22障-329 高１年・男 精神・神経障害

フリーバッティングで本生徒はバッティングピッチャーをしており、バッ

ターの打球が速く避けきれずに右前頭部に直撃した。
22障-330 高１年・男 視力・眼球運動障害

本生徒は狭殺プレーでボールが顔面に当たり負傷する。
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22障-331 高１年・男 歯牙障害

ノック中、ボールがイレギュラーして本生徒の口唇部に当たる。上唇が切れ、上顎前歯３本

が抜けた。
22障-332 高１年・女 そしゃく機能障害

マネージャーとして、バッティングマシーンにボールを入れていたところ、他でバッティン

グ練習していたボールが、ネットの隙間をぬって飛んできて顔面を直撃した。
22障-333 高１年・女 視力・眼球運動障害

バッティングマシーンに球入れをしていたところ、打者が打ち返したボールが防御ネットの

スリットを抜けて本生徒の顔面（左眼）を直撃した。
22障-334 高１年・女 視力・眼球運動障害

ノック練習時、マネージャーである本生徒がボールを一塁で回収中、三塁手の悪送球が本生

徒の左眼に当たった。
22障-335 高１年・女 視力・眼球運動障害

マネージャーとして、バッティングマシーンの球出しをしていた。バッターが打った球が、ワ

ンバウンドして防球ネットの隙間からマシーンに当たり、跳ね返ったボールが左眼に当たった。
22障-336 高２年・男 視力・眼球運動障害

打撃練習中、守備をしていた本生徒の左眼にボールが当たる。
22障-337 高２年・男 視力・眼球運動障害

バッティング練習中、ピッチャーをしていて打った球が防球ネットに当たって跳ね返り、左

眼に強打する。
22障-338 高２年・男 歯牙障害

ノックのボールを取ろうとした際に、ボールを見失い、左の口に直接ボールが当たる。
22障-339 高２年・男 歯牙障害

シートノックを受けていたところ、イレギュラーバウンドでボールが歯に当たり、前歯が１

本欠け２本脱臼した。
22障-340 高２年・男 歯牙障害

他校での練習試合で、試合前にノックをライト

で受けていた時に、ボールがイレギュラーで跳ね、

避けきれずに口に当たる。
22障-341 高２年・男 視力・眼球運動障害

ノックをしている時、打った球を捕り損ねて左

眼に打球を受けた。
22障-342 高２年・男 歯牙障害

監督のノックを受けていた。本生徒はサードを守っており、ライン際のボールを取りに行っ

た時、ボールが三塁ベースに当たりイレギュラーし、そのボールが口元に直撃し前歯が２本折

れた。
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22障-343 高２年・男 歯牙障害

ノック中、ボールが３塁ベースに当たり、方向が変わっ

てバウンドし、口に当たって歯が３本折れた。
22障-344 高２年・男 視力・眼球運動障害

キャッチボールをしている時に、相手が投げたボール

が左眼に当たる負傷する。
22障-345 高２年・男 歯牙障害

３対３でワンバウンドキャッチボールをしていた時

に、前の人がボールを取りそこない、後ろにいた本生徒

の歯に勢いよく当たった。
22障-346 高２年・男 歯牙障害

野球部の練習中で本生徒はピッチャーをしていたところ、バッターが打った打球（硬式ボー

ル）が下顎に当たり、受傷した。歯が折れ、出血がみられた。
22障-347 高２年・男 歯牙障害

学校外のグランドにおいて、他校と練習試合中にデッドボールを顔面・歯に受ける。
22障-348 高２年・男 視力・眼球運動障害

室内練習場において３列あるレーン中央でバッティングピッチャーをしていた。グランド側

のレーンでティーバッティングをしていた打球がネットを突き破り右眼付近に直撃する。
22障-349 高２年・男 歯牙障害

ノック練習でボールに飛び込んでとろうとした際、打球が顔面にあたり前歯を負傷した。
22障-350 高２年・男 視力・眼球運動障害

練習試合中、本生徒はライトを守っていたが、センターを守っていた生徒と強く衝突。その

際に肘が本生徒の顔に強くあたり負傷した。
22障-351 高２年・男 精神・神経障害

本生徒はケージ内に集球ネットを設置していた時に、同じく、ピッチングマシーンを設定し

ていた他の生徒はよく確認せず、ボールを挿入した。本生徒は、ケージの端にいたが、マシー

ンに対して後ろ向きであり、ボールを挿入するときに声をかけるのだが、それも無かったため、

気づかず、無回転に近いボールが左側頭部を直撃した。
22障-352 高２年・男 胸腹部臓器障害

本生徒は練習試合に出場しており、最終回の攻撃ではヒットを打ち、その後ホームインをす

る。ゲームセットの集合に並ぼうとした時、突然倒れたものである。
22障-353 高３年・男 歯牙障害

ノックの練習中、ボールが顔に当たり、歯が折れた。
22障-354 高３年・男 視力・眼球運動障害

練習を行っていた。バント処理の練習中、投手の投げたボールが捕手をしていた本生徒の左

眼に当たった。



74

22障-355 高３年・男 歯牙障害

ノックに参加していて、ゴロを捕ろうとした際に、ボールが前歯３本にぶつけ、折れた。
22障-356 高３年・男 歯牙障害

守備練習でノックを受けている時、打球がイレギュラーしボールが口部に当たった。
22障-357 高３年・男 視力・眼球運動障害

練習中、ノックを受けていた時、ボールが左眼を直撃し負傷した。
22障-358 高３年・男 胸腹部臓器障害

他校との練習試合中、正捕手が防具等を身につけている間、ブルペンで投手の球を受けてい

る時、投手の球がショートバウンドした為、それを止めに行ったところ、ボールが股間に当た

り、負傷した（ファールカップをつけていなかった為、衝撃が大きかった）。
● ハンドボール

22障-359 高１年・男 歯牙障害

ディフェンスとオフェンスの練習中、オフェンス選手の振った手が本生徒の顔面を強打し、

前歯が折れた。
22障-360 高１年・女 精神・神経障害

体育館での練習終了後、教師指導のもとにハンドボールゴールの片付けの際、一度ステージ

にあげたゴールの置き方が悪く、ステージから落下し本生徒の

右足に落ちる。
22障-361 高２年・男 歯牙障害

ハンドボールの試合中、攻撃に参加しようとボールを取りに

行った際に相手チームの選手と身体が衝突し、バランスを崩し

て顔面から床に突っ込む。その時に歯を負傷する。
● バレーボール

22障-362 高１年・男 せき柱障害

鉄棒（地面から２ｍ30㎝ほどの高さ）にぶら下がる整理体操

を器具未装置のまま行い、逆位のまま転落する。意識は明瞭で

あったが、腰部、頸部に強い疼痛を訴え、左大腿部裏を知覚検

査したところ感覚がなく麻痺していた。
22障-363 高２年・男 視力・眼球運動障害

部の練習終了後、天井に上がったボールを取ろうと体育館のギャラリーより天井部の通路（歩

み板）に入った際に、飾り板を突き破り転落し（7.4ｍ）全身を打撲する。
● バスケットボール

22障-364 高１年・女 歯牙障害

中学生との合同練習中、オフェンスとディフェンスの練習をしていて、本生徒の前歯と相手

の額が当たり、前歯がぐらついた。
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22障-365 高２年・男 歯牙障害

試合中にゴール下から後ろ向きで下がってきた相手チーム選手の肘が顔面（口部）に激しく

当たり前歯を負傷する。
22障-366 高２年・女 視力・眼球運動障害

３対３の練習中、転がったボールを追いかけていた時、相手生徒に気づかずに接触し、本生

徒の右眼部に相手生徒の肩が強く当たったので負傷した。
22障-367 高２年・女 歯牙障害

試合中、相手選手の頭と本生徒の口が衝突し、前歯が欠けた。
● ラグビー

22障-368 高１年・男 視力・眼球運動障害

ハンドダミー（柔らかい防具）を持った相手へタックル

する練習中、本生徒の左顔面が相手の左肩と衝突した。
22障-369 高２年・男 視力・眼球運動障害

コンタクト練習をしていた。コンタクトバックに当たり

に行き、振り向いた部員の肩に自分の左眼付近を強くぶつ

けてしまい、負傷した。
22障-370 高２年・男 外貌・露出部分の醜状障害

練習中、ハイパントをキャッチするためボールに対して飛び上ったところ、ＤＦの相手の顔

が自分の顔に当たり、頬を深く切ってしまった。そのためすぐに病院に行き、診察の結果、顎

の骨折がみられた。
22障-371 高２年・男 精神・神経障害

練習試合中、ボールを持って走りこんできた相手チームの選手にタックルに行った時、相手

と衝突して右頭部と右肩を強打し跳ね飛ばされる形となり、地面に倒れた。
22障-372 高３年・男 視力・眼球運動障害

練習試合中、ラックの姿勢の時に、オーバーに来た他選手のスパイクシューズで左眼を激し

く蹴られた。
22障-373 高３年・男 精神・神経障害

試合中、ボールを持って突進した。ボールを取り合うために選手が密集し、取り合いの中で

相手の膝と本生徒の頭部がぶつかり意識不明となった。
● 卓　球

22障-374 高２年・男 視力・眼球運動障害

練習終了後雑談をしている時、近くにいた他の部員が中身の入ったペットボトルを他の部員

に向けて投げた。その時、そのペットボト

ルが誤って、本生徒の右眼に当たり負傷し

た。
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● バドミントン

22障-375 高３年・女 視力・眼球運動障害

試合形式の練習中、前衛でネット際にいる時に相手チームの打ったシャトルが、至近距離で

左眼に当たり、左眼が見えなくなった。
● ホッケー

22障-376 高１年・女 歯牙障害

試合形式の練習で、相手チームの生徒が放ったシュートボールが味方チームの生徒のス

ティックに当たり、その跳ね返ったボールが本生徒の口元に激しく当たった。多量出血、前歯

の破折がみられた。
22障-377 高２年・男 歯牙障害

運動場でホッケーをしていて、ディフェンスをしている時に、相手のスティックが口に強く

当たった。
● 球技（その他）

22障-378 高３年・女 歯牙障害

ラクロス部の部活動を行い、ミニゲームを行っていた際にチームメイトからチェックされ、

チームメイトのクロスが本生徒の歯に当たる。

❹武　道
● 柔　道

22障-379 高１年・男 上肢切断・機能障害

払い越しで投げられた際、相手が本生徒の体の上に乗ってしまい、首・左肩周辺を痛める。
22障-380 高１年・女 精神・神経障害

格技室での活動で、ランニング、準備運動、補強運動を行った。その後は打ち込み、立ち技

の約束稽古中、相手に体落としを掛けられ投げられてしまった。その時に背中を強打したよう

に見えたが、その後、問いかけに反応しなくなった。
22障-381 高２年・男 せき柱障害

練習中、柔道場で投げ技の練習をしていた。背負い投げをしようとしたところ、バランスを

崩して相手の下敷きになって頭からつぶれるように転倒した。その時床に後頭部と背中を強打

し、頚椎を脱臼骨折した。
22障-382 高２年・男 精神・神経障害

寝技の練習中、防御態勢に入っていた本生徒は、それを崩しにかかった３年生の生徒の攻撃

で首を痛めたものである。首が痛く、手にしびれがあると言うので、救急車を呼び病院へ移送

した。頚椎脱臼・頚髄損傷と診断された。
22障-383 高２年・女 精神・神経障害

夏休み中の柔道部の合同合宿での試合中、相手生徒に大外刈りで一本負けしたときに、頭部

を強く打った。その後、試合の結果を座って報告中に意識を失った。
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● 剣　道

22障-384 高２年・男 視力・眼球運動障害

練習中、二人一組での練習をおこない、相手生徒が面

を打った際に、竹刀の根元が割れ、その破片が打たれた

本生徒の面の中に入り、右眼の瞼から眉にかけて切れる。
22障-385 高２年・女 精神・神経障害

昇級審査を受けていた。男子生徒とあたり、面に跳ん

だ所をはじき返され、仰向けに床に倒れ、後頭部を強打

した。
● 弓　道

22障-386 高１年・男 視力・眼球運動障害

弓道場横の巻きわら練習場で、ゴム弓を使って練習中、プラスティック製の柄の部分が右目

に当たり、出血した。
● ボクシング

22障-387 高１年・男 精神・神経障害

夏休み期間中、ボクシング部が練習を行った。シャドウボクシングを行い、休憩を経てマス

ボクシングを行った。水分補給等の休憩を取りながら再度練習をした際、相手のパンチを顔面

に受け、足が震えるような形で膝をつき、顔面から倒れて痙攣状態となった。
22障-388 高２年・男 精神・神経障害

試合中の２ラウンド中に、本生徒の様子がおかしくなり、レフリーストップがかかった。そ

の後リングの上に倒れ意識がなくなった。
● レスリング

22障-389 高１年・男 視力・眼球運動障害

レスリング部の練習中に相手とスパーリングをしていて、相手の手が左眼に当たった。

❺その他
22障-390 高２年・女 視力・眼球運動障害

チアリーディング部での練習中、本生徒がピラミッド形の下部にいて、上部から降りてくる

生徒を支えようとした際、上部から降りてきた生徒の肘が本生徒の左眼に当たる。
22障-391 高２年・女 歯牙障害

ダンス部の活動に参加していた。コンクール作品の振り付けの練習をしていた際、右足を後

ろに蹴り上げて上体を下げる動作をしたところ、斜め前で同じ動作をしていた生徒の右足が顔

面に当たり、上の前歯２本が脱落した。

（２）その他集団宿泊的行事
22障-392 高１年・女 歯牙障害

朝、キャンプ場を出発し目的地に到着する直前、先頭から２番目を歩いていた本生徒が足を
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滑らせ、約７ｍ下に落下した。その時、顔面が崖下の岩に当たり、鼻・前歯を強打した。

（３）その他
22障-393 高３年・男 精神・神経障害

課外指導で、プール会場の補助員として活動していた際、プールに頭から落ち、底で後頭部

を強打した。

〔Ⅴ〕休憩時間
（１）休憩時間中
22障-394 高１年・男 手指切断・機能障害

友達同士がケンカになりかけたので、止めに入った時に相手の足が本生徒の右小指に当たり

痛めた。
22障-395 高１年・男 手指切断・機能障害

授業中に友人は分からない問題を聞くために前の席の本生徒に対し、背中を４〜５回ほど指

で突いた。休憩時間になり、そのことを嫌がっていた本生徒と叩き合いになり次第にエスカレー

トしてしまった。威嚇のつもりで顔の前にパンチを出したところ、廊下側の窓ガラスを右手の

平で叩いてしまい、ガラスが割れて、右手首を深く切ってしまった。

（２）昼食時休憩時間中
22障-396 高１年・女 下肢切断・機能障害

４階の教室の窓から落下し、地面に全身を強打した。
22障-397 高２年・男 聴力障害

教室と講義室の間にある校庭に作られた足場（高さ２

m）の上に乗っており、誤って足場ごと転倒し、左後頭

部を強打した。
22障-398 高２年・男 視力・眼球運動障害

友人とボールで遊んでいた。転がったボールを取りに行った時、近くで遊んでいた別のグルー

プの生徒の蹴ったボールが、右眼に直撃した。
22障-399 高３年・男 歯牙障害

黒板に落書きをしてふざけていた際、友人の肘が口に当たり、歯が抜けた。

（３）授業終了後の特定時間中
22障-400 高１年・男 外貌・露出部分の醜状障害

４階教室で友人とキャッチボールをして遊んでいたところ、窓からボールが２階の屋根に落

下したので、それを取りに行く真似をして窓外の雨よけの上に降りようとしたところ、誤って

落下した。
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22障-401 高２年・女 せき柱障害

放課後教室で友達と勉強し、帰宅するために階段を降りていた。暗かった為に階段を見間違

え、一階の床だと思って足を踏み出したところ、まだ２段位残っており、床に思い切り着地し

て腰に衝撃を与える。生徒は床に座り込む形のまま、背中から腰にかけて痛みを訴える。
22障-402 高２年・女 視力・眼球運動障害

放課後、３年のA君が課題提出の為職員室へ行き教科指導を受けたが、提出期限が過ぎてい

ること・未記入箇所がある等を指導されたことに腹を立てて職員室を出た。その後脱靴場へ行

き、そこにあった板を膝で割ろうとしたが割れず、そのまま靴箱に投げた。ところが板がカー

ブし、下校しようとしていた本生徒の顔に当たり、大きな怪我を負わせた。
22障-403 高３年・男 歯牙障害

放課後、廊下で友人とダンスを踊っていて転倒し、歯を床に打った。

〔Ⅵ〕通学中
（１）登校中
❶自転車

22障-404 高１年・男 精神・神経障害

路面の凹凸部分に前輪が乗り、バランスを崩して電柱

に衝突した。その際、頭部・左腕を骨折し、更に頚椎を

損傷した。
22障-405 高２年・男 精神・神経障害

本生徒は歩道側上り坂を自転車で走行し、相手の自転

車は歩道側下り坂を走行していたところ、出会い頭で接

触し転倒した。本生徒は地面に体を打ちつけられ、意識不明になった。
22障-406 高２年・女 歯牙障害

下り坂にさしかかったときに前輪が縁石に激しく接触し転倒した。その際、路上に投げ出さ

れ、頭部や顔面を強打してしまった。
22障-407 高２年・女 上肢切断・機能障害

自宅最寄り駅に向かっていた。下り坂を走行していたところ転倒して、停車していたバスに

接触した。
22障-408 高３年・女 外貌・露出部分の醜状障害

脇道から突進してきた他校の生徒の自転車と接触し、転倒する。眼の下を切るなど出血も多

かった。
22障-409 高３年・女 歯牙障害

下り坂の左カーブを曲がろうとしたところ、路面が凍っていたためスリップし転倒して、前

歯が３本折れ顔と膝に擦り傷を負った。
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（２）下校中
❶自転車

22障-410 高１年・男 歯牙障害

部活動が終わり帰宅途中、坂道を下っていてスピードが出過ぎていることに気付き、ブレー

キを急にかけたところ、自転車の後輪が浮かび上がり自転車と一緒に転倒。顔面を強打し、左

腕を痛めた。
22障-411 高１年・男 歯牙障害

部活動を終え下校していた際、下り坂でブレーキをかけたがうまくいかず、足で前タイヤを

止めようとして靴が巻き込まれた。自転車は急停止し本生徒は投げ出され、顔面から地面に落

ちて気を失った。
22障-412 高１年・女 歯牙障害

自転車の前輪が道路の亀裂に入り、前のめりに転倒してしまう。転倒時に、顎を道路に強く

ぶつけ、道路に右手首をつき、左膝をぶつけてしまう。
22障-413 高２年・男 外貌・露出部分の醜状障害

自転車で帰宅途中、下りの坂道で誤ってペダルを踏みはずしてしまいバランスを崩して転倒

してしまった。その際、頭部を打撲してしまった。
22障-414 高２年・女 歯牙障害

歩行者が出て来たので避けたところ、電柱に顔面をぶつけ、顔と歯を怪我した。
22障-415 高２年・女 精神・神経障害

急に目眩に襲われて意識が薄らぐのを感じたようである。その後転倒し、頭部を強く打った

ようであるが、本生徒はその時の状況をよく覚えていない。道路に倒れているところを通りか

かった男性が発見し、通報。救急車で搬送された。
22障-416 高２年・女 歯牙障害

上り坂に差しかかったので一気に上がり切ろうとスピードをつけてこいでいた所、歩道上に

あったポールにぶつかり、地面に自転車ごと倒れ込む。その際に顔から倒れたため顎を打ち、

上の前歯２本が欠け、顎を擦りむき、倒れた際に頭も打ち付けた。
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４　特別支援学校における障害の事例

〔Ⅰ〕各教科
（１）体育（保健体育）
❶水　泳

22障-417 盲小６年・男 せき柱障害

水泳をしていた際にプールサイドに上がろうとしたと

ころ、足を滑らせバランスを崩し、転倒し背部・臀部等

を強く打った。

（２）自立活動
22障-418 養小６年・男 精神・神経障害

教室で椅子の背もたれ部分に両手をかけ、寄りかかって立っていたところ、バランスを崩し

て担任が指導していたのとは反対側に転倒し、後頭部を教室の床で打ち、受傷した。
22障-419 養高３年・男 歯牙障害

自立活動で高等部のホールを歩行中に転倒。教師の補助が間に合わず、顔面を打撲、上顎部

を強打した。
22障-420 養高３年・女 手指切断・機能障害

作業学習の時間、二人組で薪割り作業をしていた時、本生徒は薪を電動油圧式薪割り機の上

にのせていたが、位置が気になり薪の位置を直そうとして薪に手を添えた。本生徒はスイッチ

レバー係の生徒に止めるように声をかけたが、右手小指が薪と刃物に挟まって右手小指を切断

した。

〔Ⅱ〕学校行事
（１）修学旅行
22障-421 養中３年・男 精神・神経障害

昼食を教員の介助にて摂取。10口摂取したところで大きくむせて息をつまらせる。チアノー

ゼが出現し、呼吸状態が悪化。心肺停止状態となる。

〔Ⅲ〕休憩時間
（１）休憩時間中
22障-422 養中３年・男 下肢切断・機能障害

お昼休みにコンビネーションの回転遊具で遊んでいたところ、回して乗ろうとして乗り損ね、

転倒して左膝を強く捻った。
22障-423 養高２年・女 視力・眼球運動障害

女子生徒がひとり車いすで教室から移動していた。その女生徒の後ろ４ｍ離れた所を持病を
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持つの男子生徒とさらにその後ろを担任が、授業で使用した金槌を片付けようと歩いていた。

その時、突然後ろを歩いていた男子生徒が走りだし、女子生徒の右眼を金槌で殴打した。

（２）昼食時休憩時間中
22障-424 養中１年・男 下肢切断・機能障害

お昼休みに体育館で他学部の生徒がトランポリンで遊んでいた。本生徒もトランポリンで遊

びだしたところ、約３ｍ離れた地点に跳んで落下し、大腿部を強打した。
22障-425 養中２年・男 上肢切断・機能障害

休み時間、体育館で１人でトランポリンで弾んで遊んでいた。その時、トランポリンから大

きく跳ねて、周りに敷いてあるマットを飛び越して床に落下し身体を強打したか、トランポリ

ンの縁の金属で強打して、負傷したと思われる。
22障-426 養中３年・男 下肢切断・機能障害

お昼休みに校内を走り回っていて、階段を走り降りた際、右膝を捻ったようにガクンとなり、

右膝を痛めた。
22障-427 養中３年・女 歯牙障害

給食後、教室で歯磨き指導を行っていた時に、他生徒が本生徒を後ろから突き飛ばしたため

転倒した。その際、顔面を床で強く打ち、歯牙脱落、咬傷となった。
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５　幼稚園における障害の事例

〔Ⅰ〕保育中
22障-428 幼３歳・女 外貌・露出部分の醜状障害

昇降口付近でスケーターで遊んでいたところ、うまく段差の上に乗せられず横向きに倒れた。

スケーターの持ち手にカバーが付いておらず、持ち手の金属部分に鼻をぶつけ怪我をした。
22障-429 幼４歳・男 外貌・露出部分の醜状障害

園庭のすべり台で遊んでいた。本児はすべり台

の斜面途中から飛び降りようとしたため、すべり

台中段から落下。顎を打ちつけ自分の歯で裂傷を

負い、左手を地面についたため左手首の骨にひび

が入った。
22障-430 幼４歳・女 上肢切断・機能障害

ボール遊びの際に、友達と話しをしながら走っ

ていたところ、前方から走って来た友達に気が付

かずに衝突し転倒し、床に肘を打った。
22障-431 幼４歳・女 胸腹部臓器障害

給食後、園庭に出て、数名の園児とジャングルジムで遊んでいたところ足を滑らせて落下し

た。泣き声を聞き、保育者が急いで駆け付け、痛いところをたずねると、左足の付け根の上あ

たりの腹部を指さした。
22障-432 幼４歳・女 外貌・露出部分の醜状障害

昼食後の自由遊びの時間、ホールで遊んでいて、トランポリンを跳んでいたら手すりに足を

ぶつける。
22障-433 幼４歳・女 外貌・露出部分の醜状障害

園庭の人工芝に足をひっかけ転倒し、タイルで前頭部を切った。
22障-434 幼４歳・女 外貌・露出部分の醜状障害

保育終了後、課外教室へ移動の途中、階段で足を滑らせ転倒。階段の角に右頬をぶつけ負傷

する。
22障-435 幼５歳・男 手指切断・機能障害

鉄棒にぶら下がって遊んでいたところ、他の園児が転がした遊具（リール）が右手に当たり、

右手中指と薬指が鉄棒とリールの間に挟まった。レントゲンで薬指先の骨先が少し欠損してい

る事が確認された。
22障-436 幼５歳・男 外貌・露出部分の醜状障害

教師の指導のもと、友達と話をしている際に、言い争いになり左頬を引っかかれた。
22障-437 幼５歳・男 精神・神経障害

自由遊びの時、保育室で床に置いてあった、作った大きな鯉のぼりをまたごうとして跳んだ
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ら滑って転び、後頭部を床で打った。
22障-438 幼５歳・女 外貌・露出部分の醜状障害

給食を運びに来た先生に話そうしたところ、給食の入っていたケースにつまづき。目の前の

机の側面に前額部をぶつけてしまい、前額部の右上が切れてしまった。
22障-439 幼５歳・女 外貌・露出部分の醜状障害

保育中、友だちとぶつかり木の枝で顔に深い擦り傷を負った。
22障-440 幼５歳・女 外貌・露出部分の醜状障害

お泊まり保育中、芝生広場で遊んでいたところ、本児

と他児が走ってぶつかった。他児は鼻の付け根を強打し、

本児は左頬を負傷し深い傷（幅４㎝）がついた。
22障-441 幼５歳・女 外貌・露出部分の醜状障害

玄関で通園バスを待っていた際、友人のトラブルを止

めに入ったが突き飛ばされて転倒し、椅子の角に左眉毛

を打った。
22障-442 幼６歳・男 胸腹部臓器障害

雨上がりで雲ていが濡れており、友だちとふざけていて、雲ていを降りる際に足を滑らせて

転落し、足場に腹部を強打した。
22障-443 幼６歳・男 外貌・露出部分の醜状障害

保育中、友だちと口論になり、相手の子どもに右頬を引っ掻かれてしまった。爪跡が右頬に

縦状に残ってしまった。

〔Ⅱ〕通学中
（１）降園中
❶徒　歩

22障-444 幼５歳・男 外貌・露出部分の醜状障害

預かり保育後、通学路である幼稚園を出てすぐの坂道で傘を顎で支えながら歩いていたとこ

ろ、マンホールの上で滑って下顎部を裂傷する。
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６　保育所における障害の事例

〔Ⅰ〕保育中
22障-445 保１歳・男 外貌・露出部分の醜状障害

遊戯室で遊んでいた時、他児がつくった大型つみ木の造形物を本児がこわし、それをおこっ

た他児が瞬間的に本児の左頬をひっかき左目尻から口にかけて長い（爪による）傷ができ、顔

にけがを負った。
22障-446 保１歳・男 外貌・露出部分の醜状障害

２歳児保育室にて、合同遅番保育していたところ、本児は加湿器のコードが出てるのを見つ

けて引っ張り、加湿器を倒して中の湯を浴びた。左頬下からあご、胸にかけて熱傷となった。
22障-447 保１歳・男 外貌・露出部分の醜状障害

本児が部屋の入口の方へ走って行き滑り、柱に当たり左頬を切る。
22障-448 保１歳・女 外貌・露出部分の醜状障害

保育室に向い階段をあがりきる少し手前で、母親が本児を前向きに抱っこしたまま躓き、本

児は階段の角に顎を打って負傷した。
22障-449 保２歳・男 外貌・露出部分の醜状障害

夕方保育の為出勤して来た職員が、バイクを園庭端の「バイク・自転車置き場」に置いた。

その後、コンビカーに乗って移動を楽しんでいた本児が、バイクの間に入り、熱くなったマフ

ラー部に左下肢の側面が触れ、熱傷を負った。
22障-450 保２歳・女 外貌・露出部分の醜状障害

四つん這いになって階段を上がっている時、最後の階段付近まで上がり立ちあがろうとした

際、後ろから来た子がぶつかってしまい、バランスを崩したままの状態で手を付けず階段角に

前額部を打ちつけ、負傷した。
22障-451 保２歳・女 外貌・露出部分の醜状障害

保育士が見守る中、２歳児が遊んでいた。女児の泣き声に保育士が顔を上げると右頬が引っ

掻かれていた。物の奪い合いは無かったが、周囲に玩具は無かったので、近くにいた他児が爪

で引っ掻いたものと思われる。
22障-452 保３歳・男 外貌・露出部分の醜状障害

一斉排泄時、約半数の子がトイレを済ませ廊下に並び待っていたところ、左隣にいた子が廊

下壁を背にして並び、お互い両手を左右に勢いよく振って遊んでいたところ、左頬を隣にいた

子が引っ掻いてしまい、４㎝の傷になった。
22障-453 保４歳・男 外貌・露出部分の醜状障害

保育中、男児が電車の玩具で遊んでいるところに本児が寄って行き、遊びの邪魔をした。そ

の際男児が玩具を振り上げたため、その手が本児の顔に当たって負傷した。
22障-454 保４歳・男 外貌・露出部分の醜状障害

保育室で遊んでいる時、友だちとトラブルになった。本児が相手の子の髪を引っ張り、それ
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を嫌がった他児が本児の頬を引っ掻き、傷になった。
22障-455 保４歳・男 視力・眼球運動障害

昼寝の準備中でトイレ着替え中、１名が椅子を片付けていた。本児が大声で泣いたため、駆

け寄ると、丸めた寝ゴザが（本児の向い側に）倒れており、本児はその前に立って目を触りな

がら泣いていた。「どうしたの？」と尋ねると「ゴザをパンチした。目に当たった」と訴えた。
22障-456 保４歳・女 精神・神経障害

遊戯室にて保育士ひとりが園児４人を保育中、鉄棒を設置。（鉄棒の高さは75cmで下には90

×180のマット）。本児は鉄棒に両足をかけていて、手がマットに届いた状態でしたが、足が鉄

棒から離れ、頭から体がねじれるように胸から下に落ち、四つん這いの状態で泣き出した。
22障-457 保４歳・女 外貌・露出部分の醜状障害

公園に遠足に行き山の斜面で遊んでいた。本児が走って転んだ時に、地中から出ていた金属

製の棒で口の左下をぐっさり切った。
22障-458 保４歳・女 外貌・露出部分の醜状障害

遊戯室で鬼ごっこをしていた時、走っていた本児と他児とがすれ違いざまに衝突し、前額部

（左眉上）を切創した。
22障-459 保４歳・女 外貌・露出部分の醜状障害

ごっこ遊びの移動中、転倒し長机の半分の机の角で前額部をぶつけ、２㎝程切る。
22障-460 保４歳・女 外貌・露出部分の醜状障害

保育中、園庭（テラス）でフラフープで遊んでいた所、フラフープの上でジャンプした際に、

滑って転倒し顔をガラス戸のサッシにぶつけ左頬にサッシの形で青い筋・浅い切り傷がつく。
22障-461 保５歳・男 外貌・露出部分の醜状障害

草むらの中で遊んでいて、ほっぺたに木があたり、ひっかき傷のようになった。
22障-462 保５歳・女 外貌・露出部分の醜状障害

靴を脱いで竹馬遊びをするために、数名がクラスのベランダまで駆けだしたときに他児とぶ

つかって転倒し、左頬をコンクリート部分に打った。
22障-463 保６歳・男 外貌・露出部分の醜状障害

すべり台を逆から登り、下から声を掛けられて振り向いたはずみで転落した。
22障-464 保６歳・男 視力・眼球運動障害

ぶらんこに座り乗りをしていて、前に飛び降りた時、バランスを崩し顔面から前に倒れる。

眼窩底を骨折。
22障-465 保６歳・女 精神・神経障害

保育室で給食準備中、保育士と一緒に椅子を持って自分の席まで歩いていたが、椅子を置い

た瞬間に尻もちをついて後ろにひっくり返って頭を打った。
22障-466 保６歳・女 手指切断・機能障害

戸外遊び中、どんぐりで遊んでいる男児を本児が傍で見ており、本児がどんぐりを拾おうと

手を出した時に、男児が誤って本児の右手中指の先を石状のもので叩いた。
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〔Ⅱ〕通学中
（１）登園中
❶徒　歩

22障-467 保２歳・男 外貌・露出部分の醜状障害

祖母の運転する子供乗せ自転車の前に座っていたとこ

ろ、自転車ごと転倒し、ヘルメットを付けていたが、道

路で頭部を打撲する。また、前頭部に裂傷ができた。




