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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23年度　給付対象事例）

表−４　場合別の発生件数

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 総計特小 特中 特高

各
　
　
教
　
　
科
　
　
等

体育（保健体育）

水泳 1 2 3 6
跳箱運動 2 2
マット運動 1 3 1 5
短距離走 1 1
持久走・長距離走 1 2 3
走り高跳び 2 2 4
サッカー・フットサル 1 2 3 6
ソフトボール 1 4 5
バレーボール 1 1
バスケットボール 2 4 6
バドミントン 4 4
球技（その他） 1 1
剣道 1 1
スキー 1 1 1 3
準備・整理運動 1 1
その他 2 2 4
小計 14 12 26 0 0 1 0 53

図画工作（美術） 1 1
理科 2 1 1 4
家庭（技術・家庭） 1 5 6
総合的な学習の時間 2 1 3
その他の教科 2 1 1 2 1 7
保育中 9 9

各教科　計 22 19 28 1 2 2 9 83

特 

別 

活 

動

（
除
学
校
行
事
）

学級（ホームルーム）活動
バスケットボール 1 1 2
空手 1 1
その他 2 2

給食指導 4 1 5
日常の清掃 3 3
児童（生徒・学生）会活動 1 1

特別活動　計 6 6 2 0 0 0 0 14

学
　
　
校
　
　
行
　
　
事

文化的行事 1 1
運動会・体育祭 短距離走 1 1

その他 1 1 1 3

競技大会・球技大会

持久走・長距離走 1 1
サッカー・フットサル 3 3
ソフトボール 1 1
ハンドボール 1 1
バスケットボール 1 1

修学旅行 1 2 3
その他集団宿泊的行事 1 1 1 3

学校行事　計 2 5 10 0 0 1 0 18

課
　
　
外
　
　
指
　
　
導

体育的部活動

水泳 5 4 9
鉄棒運動 1 1
体操（その他） 3 3
投てき 1 1
陸上競技（その他） 1 1
サッカー・フットサル 1 7 8 16
テニス（含ソフトテニス） 3 1 4
ソフトボール 3 4 7
野球（含軟式） 18 38 56
ハンドボール 3 3
バレーボール 1 1
バスケットボール 3 6 1 10
ラグビー 7 7
バドミントン 1 2 3
ホッケー 3 3
球技（その他） 1 1
柔道 4 2 6
剣道 1 1
弓道 1 1
登山 1 1
ヨット 1 1
小計 1 46 88 0 0 1 0 136

文化的部活動 2 2
水泳指導 2 2

課外指導　計 3 48 88 0 0 1 0 140
休
憩
時
間

休憩時間中 26 18 3 1 1 49
昼食時休憩時間中 11 7 2 20
始業前の特定時間中 3 2 3 8
授業終了後の特定時間中 8 4 2 14

休憩時間　計 48 31 10 0 1 1 0 91
寄宿舎にあるとき 1 1 2
通
学
中

登校（登園）中 3 12 15
下校（降園）中 3 4 10 17
通学に準ずるとき 1 1

通学中　計 6 5 22 0 0 0 0 33
総　　　　計 87 114 161 1 4 5 9 381
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表−５　障害別の発生件数

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 総計特小 特中 特高

歯 牙 障 害 18 18 56 1 93
視 力・ 眼 球 運 動 障 害 17 32 36 1 3 89
手 指 切 断・ 機 能 障 害 3 9 11 1 24
上 肢 切 断・ 機 能 障 害 4 12 3 2 1 22
足 指 切 断・ 機 能 障 害 1 1 2
下 肢 切 断・ 機 能 障 害 5 9 9 1 1 25
精 神 ・ 神 経 障 害 6 13 23 42
胸 腹 部 臓 器 障 害 3 5 11 1 20
外貌・露出部分の醜状障害 29 10 9 1 4 53
聴 力 障 害 1 2 2 1 6
せ き 柱 障 害 4 4
そ し ゃ く 機 能 障 害 1 1

総　　　　計 87 114 161 1 4 5 9 381

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

特小 特中 特高

男 63 84 128 1 3 2 5 286

女 24 30 33 1 3 4 95

総計 87 114 161 1 4 5 9 381

１　小学校における障害の事例

〔Ⅰ〕各教科等
（１）体育（保健体育）

● 水　泳

23障-1 小６年・女 精神・神経障害

水泳学習中、25メートルを泳ぎ切ってゴールした後、そのまま後ろに倒れ水中に沈みかけた。

すぐに水中から抱き上げ、声をかけたが呼びかけに対する反応がなかった。
● 跳箱運動

23障-2 小２年・男 上肢切断・機能障害

体育館でとび箱の７段をとんだ際にバランスを崩し、転倒。左腕を負傷した。
23障-3 小６年・男 視力・眼球運動障害

とび箱運動（前方とう立回転とびの補助練習）で、着地したとき自分のひざで眼を打撲した。
● マット運動

23障-4 小６年・男 精神・神経障害

マット運動で倒立の練習をしている時に背中を打った。その日の午後、本児童が「何もして

いないのに背中が痛くなった」と訴えた。養護教諭の応急処置後帰宅。同夜、両手両足が動か

ない状態になり、救急車で病院に搬送される。



32

● 持久走・長距離走

23障-5 小５年・男 歯牙障害

体育館でランニング中、靴が脱げたために転倒した。この時、前歯を床で強打し３本の歯を

折った。
● 走り高跳び

23障-6 小５年・男 胸腹部臓器障害

走り高跳びをしていて、バーを飛び越した時、着地に失敗し、腹部を打撲した。
23障-7 小６年・男 上肢切断・機能障害

走り高跳びをしていた。本児童が跳んだ時、バーに足が引っ掛かり転倒、エアマットに落ち

た後に薄いマットに落ち、右手を骨折してしまった。
● サッカー・フットサル

23障-8 小６年・女 視力・眼球運動障害

サッカーの試合をしている時、他の児童が蹴ったボールが左眼に当たる。その際、左眼を負

傷した。
● ソフトボール

23障-9 小６年・男 歯牙障害

ソフトボールの授業中、本児童はキャッチャーをしていて、バッターが振り抜いたバットを

真後ろにとばし、そのバットが口を直撃した。
● 球技（その他）

23障-10 小５年・男 視力・眼球運動障害

キックベースでボールを蹴った後、ファーストに走り込んだ時、ベースについていた守りの

友達の足に引っ掛かって転倒した。転んだ際に顔面を打った。
● スキー

23障-11 小４年・男 下肢切断・機能障害

スキー場のゆるやかなコースで滑走中、左足が雪面にひっかかりバランスをくずしてコース

右の方に滑ってしまい、右膝部を木に強打した。
● 準備・整理運動

23障-12 小６年・女 精神・神経障害

校庭で、準備運動として校庭を１周走った後少し体調が悪くなったため、指揮台横で座って

休んでいた。その後、意識を失い倒れた。
● その他

23障-13 小１年・男 外貌・露出部分の醜状障害

運動場で遊具遊びをしていて、ジャングルジムから降りようとした際、手がすべり転落した

際、顎をぶつけて裂傷した。
23障-14 小３年・女 外貌・露出部分の醜状障害

学年全体で体育の授業中、運動場で棒ひきを行っていた。本児童と同じチームの児童が先に
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棒を取り、後に引いた時、遅れて走って来た本児童の額に棒の端が当たって負傷した。

（２）図画工作（美術）
23障-15 小２年・男 外貌・露出部分の醜状障害

教室で友だちとケンカになり、顔面をひっかかれ、右の頬にひっかき傷を負った。

（３）理科
23障-16 小４年・男 外貌・露出部分の醜状障害

教室で空気鉄砲の実験をしていたところ、友達が本児童に向けて打ってきたので、避けよう

として教室後ろの木製ロッカーに右眉あたりを打ち付け負傷した。
23障-17 小４年・男 視力・眼球運動障害

本児童は花壇で春の生き物を探していた。他の男子児童２名が言い争いを始め、その中の一

人が直径２㎝程度の石を相手に投げようとしたが、違う方向に投げた。その方向にいた本児童

の右眼に当たった。本児童は、眼の周囲が赤くなり、眼球が赤くなって強い痛みを訴えた。

（４）家庭（技術・家庭）
23障-18 小５年・男 視力・眼球運動障害

家庭科室でミシンを使って縫製の学習を行っていた。間違って縫った部分の糸を糸切りばさ

みで切ろうとした際、はさみがはね返り、右眼に当たり眼球を負傷した。

（５）総合的な学習の時間
23障-19 小４年・女 下肢切断・機能障害

家庭科室で、ホットプレートでべっ甲飴を作った。とけた飴を持った児童が振り返ったとき

本児童にあたり、その飴が左手と左足にかかり火傷をした。
23障-20 小５年・男 外貌・露出部分の醜状障害

学校田で稲刈りをしていたところ、友人が稲を刈ろうとした際に、持っていたカマが軍手を

していたためにすべってしまい、本児童の顔にぶつかり負傷した。

（６）その他の教科
23障-21 小２年・女 外貌・露出部分の醜状障害

国語の時間、教室の自席から前の黒板に向かっていたところ躓いて転び、ひな壇の縁に額を

ぶつけた。
23障-22 小２年・女 精神・神経障害

図書室で読書指導を受けた後、本を読むために教室に移動した。３階の渡り廊下で紙飛行機

の様なものが下に落ちていくのを見たので、それを確かめようとして手すりをつかんで壁（高

さ1.2ｍ）の上に膝乗りをし、下を覗き込んだところ、バランスを崩して落下しコンクリート
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床で全身を強打し負傷した。

〔Ⅱ〕特別活動（除学校行事）
（１）学級（ホームルーム）活動

● バスケットボール

23障-23 小６年・男 手指切断・機能障害

校庭でバスケットボールをしている際にダンクシュートの真似をし、ゴールリンクにぶら下

がったところ、ゴールが倒れ、左手の指が下敷きとなり、人さし指、中指を負傷した。

（２）給食指導
23障-24 小１年・男 外貌・露出部分の醜状障害

給食時間中に転んで、食缶を運ぶワゴンにぶつけて左眉を切った。
23障-25 小２年・男 そしゃく機能障害

本児童が２階南側の窓の落下防御用手すりに座っていたため、交流学級の担任が声をかけ、

近づこうとしたときに運動場側に落下、主に口腔の周辺を強打、負傷した。
23障-26 小４年・女 視力・眼球運動障害

給食後のあいさつをしようと全員が着席していた。本児童は、隣のグループの友達と話して

いた。その際、斜め前にいた友達が静かにするよう声を掛けながら箸箱を強く振り下ろしたた

め、中の箸が飛び出して本児童の右眼に当たり落ちた。
23障-27 小６年・男 上肢切断・機能障害

給食を片付けるときに本児童のいすが邪魔だった為ずらした。そこに、いすがあると思った

本児童が座ろうとして転び床に左腕をうってしまった。

（３）児童（生徒・学生）会活動
23障-28 小２年・男 歯牙障害

本児童は、全校活動でのまつりに向けて、話し合いを６年生の教室で行っていた。隣の席の

同級生とふざけ合っているうち、同級生が本児童の椅子を少し動かしてしまったため、本児童

が戻そうとした時に、机に口を強打し、負傷に至ったものである。

〔Ⅲ〕学校行事
（１）運動会・体育祭

● その他

23障-29 小３年・男 外貌・露出部分の醜状障害

運動会の昼休み時間、校庭の隅で友人と遊んできたときに口論となり、友人が持っていた水

筒で、額の辺りを殴られ、負傷した。
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（２）その他集団宿泊的行事
23障-30 小６年・男 歯牙障害

宿の方との交流会を終了後、民宿へ帰る時、友達と追いかけっこをして、側溝へ転落した。

〔Ⅳ〕課外指導
（１）体育的部活動

● サッカー・フットサル

23障-31 小５年・女 外貌・露出部分の醜状障害

朝の部活動に参加するため、昇降口前で待っていた。近くでけんかをしていた二人を止めに

入った本児童が、けんかをしていた中の一人に引っ掻かれて額に挫創を負った。

（２）水泳指導
● 水　泳

23障-32 小１年・女 外貌・露出部分の醜状障害

夏休み、水泳指導が終わった後、バスタオルを首からかけ、両手が出ない状態でプールサイ

ドを走り、転倒し、下顎裂傷となった。
23障-33 小３年・男 精神・神経障害

夏休みのプールに参加した際の怪我である。プール入り口で、シャワーを浴びプールサイド

へ移動しようとしたところ、コンクリート床面に敷かれたプラスティック製のすのこで足を滑

らしいきおいよく転倒した。その際頭部を打った。

〔Ⅴ〕休憩時間
（１）休憩時間中
23障-34 小１年・男 視力・眼球運動障害

遊具広場中央ジャングルジム近くで、仲の良い友達とヒーローごっこをしていた。その際、

友達が投げた小枝が眼に当たる。
23障-35 小１年・男 外貌・露出部分の醜状障害

鬼ごっこをしていて後方から来る鬼の方を見ながら走っていた。前方のサッカーゴールに気

づかず、ゴールポストに顔面をぶつけてしまった。その際、額を切って出血した。
23障-36 小１年・男 外貌・露出部分の醜状障害

階段を両足でジャンプして登っていて、転び額を段に打ちつけた。その際、額を裂傷する。
23障-37 小１年・男 視力・眼球運動障害

本児童は、ものさしの端に鉛筆をのせ指で弾いて飛ばしていたとき、鉛筆が右眼を直撃。芯

が角膜を突き負傷した。
23障-38 小１年・男 歯牙障害

廊下に立っていた他の児童に、よそ見をしながら歩いていた本児童が気づかず振り返った時

に衝突。他の児童の側頭部に前歯があたり負傷する。
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23障-39 小１年・男 外貌・露出部分の醜状障害

運動場のサッカーゴールの近くをよく見ずに走っていて、ゴールポストに前額部がぶつかっ

た。
23障-40 小１年・女 外貌・露出部分の醜状障害

教室から廊下に出たところ、足をすべらせ転倒。あごを強打し負傷した。
23障-41 小１年・女 胸腹部臓器障害

廊下を歩いていた時に、後から来た人とぶつ

かって、その反動で右腹部を柱の角にぶつけて負

傷した。
23障-42 小２年・男 歯牙障害

セメントの渡り廊下で柔道ごっこをしていて組

み合い、足かけ払いをされ、前のめりに転倒した

際、口を打ち、前歯を痛めた。
23障-43 小２年・男 外貌・露出部分の醜状障害

鬼ごっこ中、鬼になった児童が本児童をタッチ

した際、爪が右頬に当たり、みみず腫れ状態になった。
23障-44 小２年・女 外貌・露出部分の醜状障害

ロープウェーで遊んでいた。友達に押してもらって遊んでいたところ、落下。地面で、顎・

口周辺を打ち痛める。
23障-45 小３年・男 外貌・露出部分の醜状障害

廊下から教室に戻った本児童はスキップをしていた。その際、滑って転倒し近くにあった児

童用椅子で下顎を打撲し負傷した。
23障-46 小３年・男 聴力障害

校庭で遊んでいる時、本児童が走っていたら、他のクラスの生徒が走ってきて、本児童の頭

と相手の頭がぶつかった。頭部外傷及び、急性感音性難聴を負った。
23障-47 小３年・男 精神・神経障害

教室で友達がしゃがんでいたところ、立ち上がったため本児童の顎に友達の頭が当たった。
23障-48 小３年・男 外貌・露出部分の醜状障害

友達とサッカーをしていて、転がったボールを追いかけていたところ、友達の足にぶつかっ

て転倒し、フェンス下のコンクリートブロックで左まぶたを負傷した。
23障-49 小３年・女 歯牙障害

廊下を歩いていて、転がってきたドッジボールに足をとられ転倒し、前歯を床で強打してし

まい、負傷した。
23障-50 小４年・男 視力・眼球運動障害

教室内で友達とかくれんぼをして遊んでいたところ、追いかけられて廊下に逃げる際、ドア

を支点に勢いをつけ飛び出した。その時、廊下を走ってきた他の児童の頭部と本児童の左眼付
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近に強く当たった。
23障-51 小４年・男 視力・眼球運動障害

運動場を歩いている時、近くでキックベースをしていた男子児童と接触し鼻をぶつけたらし

く、軽い鼻血があった。本児童は知的障害を持っており、言語での意志表示が確立していない

ためけがの程度の確認は不可能であったが、その後は通常通りの生活をし下校した。災害発生

から１ヶ月近く経ったころ、歩行中ドアにぶつかったり、左眼が白っぽくなっていたので病院

を受診した。
23障-52 小４年・男 歯牙障害

本児童は他の児童に何度も蹴ったり、近くに寄っていったりしていた。他の児童は「やめて」

と言い、足をふりあげた。その足が顔に当たり、前歯２本が折れた。
23障-53 小４年・男 視力・眼球運動障害

なわとびの練習をしていたとき、『はやぶさ』というのを技やっていて、二重とびをした時

に縄が左眼に当たってしまう。
23障-54 小４年・女 胸腹部臓器障害

学級の友達12人ほどで鬼ごっこをしていた時、向きを変える際、足が絡まり転倒した。ちょ

うどその下に直径11㎝高さ６.1㎝の切り株があり腹部を打った。
23障-55 小５年・男 視力・眼球運動障害

教室で帰り支度をして友達と話していたところ、別の友達が本児童にいたずらをし、その友

達の拳が左目にあたった。
23障-56 小５年・女 歯牙障害

廊下を歩いていたら、男子児童がふざけていて、振り回した手提げ鞄が口に当たり、前歯を

破損する。鞄の中の水筒がまともに当たる強打だった。
23障-57 小６年・男 手指切断・機能障害

体育館でドッジボールをして遊んでいたところ、右小指にボールが強く当たった。
23障-58 小６年・男 歯牙障害

教室で友達とふざけて遊んでいるとき、友達の足につまずき、転んだ。その時、椅子に前歯

をぶつけ折れた。
23障-59 小６年・男 視力・眼球運動障害

教室前方にある配膳台を囲み４人の児童が、図工で使用した、金槌を互いに打ち遊んでいた。

それを本児童は反対側の約90㎝離れたところで見ていたら、突然何か眼に異物が飛び込んだよ

うな気がしたので教室前の手洗い場で洗眼した。

（２）昼食時休憩時間中
23障-60 小１年・男 手指切断・機能障害

校庭内の池で遊んでいたところ、噴水の石に手を挟み、左手人さし指の指先末端から５mm

ほど切断された。
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23障-61 小２年・男 下肢切断・機能障害

シーソーブランコに交互に乗って漕いで遊んでいた時に本児童が滑り落ち、左足がシーソー

ブランコの下に入り、シーソーブランコの角が足首に当たり負傷した。
23障-62 小２年・男 歯牙障害

運動場を走っていたところ、他の児童と

額とぶつかり前歯を打った。
23障-63 小３年・男 視力・眼球運動障害

教室前で走り遊んでいた時に衝突した時

に、本児童の左目付近と、相手の頭部が当

たってしまった。
23障-64 小３年・女 外貌・露出部分の醜状障害

運動場の鉄棒で逆上がりの練習をしてい

たところ、両手が滑って落下し、鉄棒の支

柱に前額部と左手を強打し、負傷した。
23障-65 小３年・女 視力・眼球運動障害

タイヤからタイヤへ飛び移って遊んでいた際、踏み損ね転倒した。転倒した先に小さなタイ

ヤがあり右眼下を強く打ち付け気分が悪くなった。脳への異常は認められなかったが、右眼底

部の異常が見つかり手術を行った。
23障-66 小４年・男 歯牙障害

運動場でうんていで遊んでいた所、手が滑り転倒。その際に、前歯をうんていの鉄棒で強打

し負傷した。
23障-67 小５年・男 下肢切断・機能障害

運動場の遊具で遊んでいたところ、遊具の丸太を踏み外し、丸太と鉄板のすき間に右足を突っ

込み、右下腿に大きな傷を負った。
23障-68 小５年・男 外貌・露出部分の醜状障害

教室でドリルの勉強が終わったところでふざけ合いになった。他の児童が、本児童を正面か

らつきとばしたところ、教室後方の扉下部に腰からぶつかった。レールがはずれ、扉が本児童

の上に倒れた際、はめ込みガラスが本児童の頬部分に当たり割れ、破片で左頬を切り負傷した。
23障-69 小６年・男 下肢切断・機能障害

校内で級友とふざけっこをしていた。走って逃げる友人を追いかけて階段を駆け下り、昇降

口まできたところ、あやまって出入口のガラス戸に右足が強く当り、割れたガラスで右足を切

り負傷した。
23障-70 小６年・男 外貌・露出部分の醜状障害

運動場でサッカーをしていた時、友だちの投げたボールが目の上の額部分に当たったが、そ

のまま帰宅した。数日が過ぎてもまだ腫れは治らなかった。風邪の為病院を受診したところ、

医師が額の腫れに気づき大きな病院での受診を勧めた。その間に額が腫れるような原因となる
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怪我はしていなかった。

（３）始業前の特定時間中
23障-71 小１年・男 視力・眼球運動障害

教室の廊下を歩行中、対向してきた他の児童とぶつかり、相手の児童が手にハサミを持って

いたため左頬と目を負傷した。
23障-72 小６年・男 歯牙障害

教室で友達の帽子をとって遊んでいた時に、別の児童がその帽子をとりあげた。帽子を取ら

れた子が取り返そうとして前にいた本児童を押してどかそうとしたところバランスを崩し、顔

面から床に倒れ前歯２本が折れた。
23障-73 小６年・女 歯牙障害

運動場で友だちと『こおりおに』をしていて、近くにあった司令台に前歯ぶつけ、負傷した。

（４）授業終了後の特定時間中
23障-74 小１年・男 外貌・露出部分の醜状障害

保護者の懇談会中、本児童は鬼ごっこをしていた時に、玄関前踊り場の高さ約１メートルの

段差から飛び降りようとしていたところ、後ろで待っていた他の児童に押され、落下した。
23障-75 小３年・男 上肢切断・機能障害

階段を下りていて、トイレに行こうと急いでいたところ、階段を踏み外して転倒する。
23障-76 小３年・男 外貌・露出部分の醜状障害

電車ブランコで遊んでいた。本児童が一人電車ブランコに乗り、他の数名がこぎ手となって

勢いよくこいでいたところ、後頭部が後ろの支柱に激突し、その衝撃でつかんでいた鉄の部分

に顎を強打した。
23障-77 小４年・男 歯牙障害

ジャングルジムで遊んでいて、手がすべり両手が離れてそのまま地面に落下し、顔面を打ち

つけ負傷した。
23障-78 小４年・女 歯牙障害

廊下で友達二人のランドセルをあずかって両手に持ったまま歩いていたところ、ランドセル

についている巾着袋につまずいて前に転んだ。顔を床にうち、前歯２本と前の下歯１本が破損

した。
23障-79 小５年・男 外貌・露出部分の醜状障害

卒業式後の６年生を見送るため校庭へ向かう途中、走ってつまずき、正面玄関から体育館へ

向かうコンクリート通路で転倒。左頬をすった。
23障-80 小５年・女 外貌・露出部分の醜状障害

体操発表会のとび箱（開脚とび）の練習中、着

地が不十分になったため、不安定な姿勢となって

しまった。そこで、バランスをとるため、斜めに
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小走りで走った状態となり、講堂の端に置いてあった長机の角で右頬を強く打った。
23障-81 小６年・男 歯牙障害

下校しようと、正門に向かって歩いていた。二人が立ち止まってふざけていたので、本児童

はその中に加わろうとして後ろから走ってきた時、一人が後ろを向いたため、前歯とその生徒

の頭部が強く接触し、上前歯２本が折れた。

〔Ⅵ〕通学中
（１）登校中
❶徒　歩

23障-82 小１年・男 歯牙障害

通学路の階段を降りているときに、足を滑らせて転落し、前歯を脱臼した。
23障-83 小１年・女 外貌・露出部分の醜状障害

登校班で通学路を走ったところ、転倒、左側のまゆ毛上、目の横をぶつけてしまう。
23障-84 小４年・女 視力・眼球運動障害

走っていて転んで顔面を道路にぶつけた。

（２）下校中
❶徒　歩

23障-85 小１年・女 外貌・露出部分の醜状障害

本児童がつまずいて転倒してしまい右ほほに擦り傷を負った。
23障-86 小３年・男 外貌・露出部分の醜状障害

友人と口げんかをしながら帰宅していたところ、本児童が後ろ向きに歩いていたため、道路

でつまずき転倒した。
23障-87 小５年・男 外貌・露出部分の醜状障害

児童数名で歩いていた。他の児童がポケットに入れていたカッターナイフをふざけて振り回

していたところ、すぐ後ろにいた本児童の左頬に当たり、頬が切れた。
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２　中学校における障害の事例

〔Ⅰ〕各教科等
（１）体育（保健体育）

● 水　泳

23障-88 中２年・男 胸腹部臓器障害

プールの水泳の授業を受けていた。本生徒は準備運動をして２回目の25メートルを泳ぎ切っ

た後、５コースから歩いてプールサイドに上がるはしごの所で立ったまま動かず、顔を天に向

けて崩れそうになったため、他の生徒が体を支えてプールサイドに押し上げ、大声で助けを呼

んだ。顔面蒼白で呼吸と脈がないのを確認した担当教師が、心肺蘇生を行った。
23障-89 中３年・男 せき柱障害

体育の授業で水泳を行った。飛び込み台より水中へ飛び込んだところ、プールの底に頭頂部

を打ちつけ、頚椎を骨折した。
● マット運動

23障-90 中１年・女 せき柱障害

倒立前転の練習をしていて、４人グループで補助を交代しながら練習していたがその日は、

テストだということで１人で練習していて失敗し、倒立のまま真っ直ぐに真下に転落し腰を強

打した。這っていかないと動けない状態であった。
23障-91 中２年・女 上肢切断・機能障害

体育館でマット運動の前方倒立回転飛びをしていたところ、手の着き方に失敗し転倒し、右

前腕を骨折した。
23障-92 中２年・女 せき柱障害

倒立前転の練習で壁を使い、よじ登り倒立をしていた。その状態から前転をするときにバラ

ンスを崩して背中から倒れて強打した。
● 走り高跳び

23障-93 中２年・女 上肢切断・機能障害

走り高跳びの練習中、マットの左端へ着地し起き上がろうとした時にバランスを崩して左肘

から地面に転倒した。
23障-94 中３年・男 精神・神経障害

走り高跳びをしていて、跳んだ後、セーフティマットに着地したが勢いが止まらずそのまま

転がり、左の足首を壁に強打した。
● サッカー・フットサル

23障-95 中１年・男 聴力障害

体育の授業（サッカー）を行っていた。クラスの半分の生徒がゲームを行い、残りの半分の

ゲーム見学中に、後方にいたクラスメイトがふざけて、人工芝の間に敷き詰めているゴムチッ

プをまとめて、近距離より本生徒の左耳めがけて投げつけた。その際、左耳を叩くような状態
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になり圧力がかかった。
23障-96 中１年・男 視力・眼球運動障害

サッカーの試合中、相手チームのボールを取りに接近し、足を出したところ、その相手が、ボー

ルを強く蹴った。そのボールが至近距離でダイレクトに本生徒の左眼に当たった。
● バスケットボール

23障-97 中３年・男 手指切断・機能障害

バスケットボールの試合中、気がつくと左手中指の爪の根元辺りから出血していた。かなり

の出血で手当てをしていると中指指先が少し下に曲がり骨折が疑われた。
23障-98 中３年・男 精神・神経障害

本授業は肢体・知的学級合同（本生徒を含め４名）で実施、４名の教職員が指導・補助にあ

たっており、本生徒には２名ついていた。バスケットボールのシュート練習で教員の補助によ

りバレーボールの審判台（高さ94㎝）に上がり、担任が後ろから左腕で、本生徒を抱え込み、

本生徒は担任に体を預けた状態でシュート練習をしていた際に本生徒がバランスをくずして、

体が前のめりになり、頭から床に転落した。
● スキー

23障-99 中１年・女 外貌・露出部分の醜状障害

全校スキー授業中、第１リフト左側の少し急な斜面で本生徒がバランスをくずし転倒したと

ころに、後からきた男子生徒が接触し、スキーのエッジが下口唇にあたり、怪我をした。

（２）理　科
23障-100 中３年・女 歯牙障害

理科実験室で、授業を受けていた。面白いことがあり、笑ったときに顔をさげたところ、前

歯が机の上で強く当たり、折れる。

（３）家庭（技術・家庭）
23障-101 中１年・男 上肢切断・機能障害

木材を加工し、終了前になったので、後片付けをしていた。３名の生徒で集塵機を使い、細

かいゴミを吸っていた。本生徒は、本体とホースの接続部分をおさえていたが、ホースが外れ、

右手が本体に吸い込まれ、負傷してしまった。
23障-102 中１年・男 視力・眼球運動障害

木材加工の授業中、釘をペンチで抜こうとした際に、頭が取れた釘とラジオペンチが右目に

当たった。
23障-103 中１年・女 下肢切断・機能障害

調理実習でスパゲッティを茹でていた。その鍋の持ち手を他生徒と片方ずつ二人で持った。

その際、他の生徒の指が鍋に触れ、熱くて手を離してしまった。そのため本生徒も手を離し、

湯が左下腿から甲にかけてと右下肢にかかってしまい負傷した。
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23障-104 中２年・女 せき柱障害

図書室での授業中に、担当教諭の許可を得てトイレへ行った。その後校舎北側に倒れている

ところを発見される。意識はあり、腰部の痛みを訴える。校舎３階から転落したものと思われ

る。
23障-105 中２年・女 上肢切断・機能障害

授業（家庭科）のあいさつをしたのに級友が騒いでいるので、静かにさそうとしたが、静か

にならなかったため、そばのガラスを右手でたたいた。力が入っていたため、右手前腕部が大

きく開口して骨が見え出血した。

（４）総合的な学習の時間
● 体操（その他）

23障-106 中２年・男 下肢切断・機能障害

組体操の練習中、二人が立った状態で土台となり、その上に本生徒が立っていたところ、土

台となっていた生徒の一人がぐらついたために、バランスを崩し、地面に落ちた。その際、両

手と左膝を強く打った。

〔Ⅱ〕特別活動（除学校行事）
（１）学級（ホームルーム）活動
23障-107 中２年・男 視力・眼球運動障害

窓の珊に刺さっていた画鋲が気になり、抜こうとしたが手で抜けなかった。そこで、持って

いた輪ゴムを刺さっている画鋲に引っ掛け、引っ張ってはずした。その際、抜けて飛んできた

画鋲の針が右眼球にあたった。
23障-108 中３年・女 外貌・露出部分の醜状障害

体育祭の練習をしていたところ転倒し、顔を負傷した。

（２）給食指導
23障-109 中２年・男 視力・眼球運動障害

廊下に立っていたところ、他クラスの生徒に後ろから足をかけられて転んだ。その時、腕を

つかまれており、後に倒れそうになったため、体をひねって顔から落ち、左目上の眉毛あたり

を床に打ち付けた。

（３）日常の清掃
23障-110 中２年・男 手指切断・機能障害

掃除が終了し、友人とふざけて防火扉の周囲で追いかけっこをしていた。防火扉の蝶番側に

本生徒の右手があることに気付かずに、防火扉を閉めてしまった。その際、挟まれた右薬指の

先端が切断された。



44

23障-111 中２年・男 胸腹部臓器障害

教室の清掃中に、友人と口論になり手や足が出て、二人がもみ合いになった。友人の足が本

生徒の下腹部（股間）に当たった。
23障-112 中２年・男 胸腹部臓器障害

体育館の清掃に行くために歩行していた。友人が本生徒の左側より清掃用具を取りに行くた

めに走ってきて衝突し、転倒した。その時に、腹部を打撲した。

〔Ⅲ〕学校行事
（１）運動会・体育祭

● 短距離走

23障-113 中２年・女 上肢切断・機能障害

学年全員リレーの練習中、前を走っている友達を抜こうとしたとき、接触し転倒した。その

際、左肘を深く擦りむいてしまった。
● その他

23障-114 中３年・男 視力・眼球運動障害

騎馬走で走り始めた際、隊が崩れ本生徒は前方に倒れ、頭部と顔面を負傷した。

（２）競技大会・球技大会
● ソフトボール

23障-115 中１年・女 歯牙障害

ソフトボール（Ｔボール形式）を行っていた際、前の生徒がボールを打った後に、バットが

手から離れ、金属バットが４ｍ程離れて、次に待っていた本生徒の口に当たった。

（３）修学旅行
23障-116 中３年・男 手指切断・機能障害

修学旅行中の宿舎の入浴及び自由時間であった。他の生徒が、室内の浴室で入浴しようとし

た時、本生徒はふざけて電気をつけたり消したりしたので、怒った友人が本生徒を追ってきた

ので、部屋から廊下に逃げだそうとして後手にドアを閉めた。その際、右手の小指をドアでは

さんだため、小指の先端を切断した。

（４）その他集団宿泊的行事
23障-117 中１年・女 下肢切断・機能障害

本生徒は、旅館の湯船に浸かっていた際、同じく湯船に浸かっている友達の方へ寄っていこ

うとして立ち上がり、湯船の中を歩いていったところ、お湯が熱かったため、左大腿部の前側

やや外側寄りをやけどした。
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〔Ⅳ〕課外指導
（１）体育的部活動

● 水泳

23障-118 中１年・男 歯牙障害

トレーニングとしてマラソンをしていた時に、とび石の上を渡っていたところ足を踏みはず

し滑落した。その際に、顔面から落ち石の角に前歯を強くうちつけ、負傷した。
23障-119 中２年・男 精神・神経障害

通常の練習場所である総合プールで部活動で水泳の練習を行っていた。練習中、プールに飛

び込んだ際、プール床面に体を強打してしまった。その際、自力で水面に上がってこれなくなっ

てしまった。
23障-120 中２年・女 手指切断・機能障害

水泳部の活動でプール掃除をしようとした。二人でT字形になっている補助棒を使ってバル

ブを回そうとしたが、回りにくかったため、補助棒を持ち上げてバルブから引き抜き、再びバ

ルブに戻そうとした時に、横へずれて補助棒は落下した。その際、本生徒は落ちてきた棒とプー

ルサイドの床に両手の指を挟み負傷した。
23障-121 中２年・男 精神・神経障害

部活動の練習中に、友人らと飛び込みの練習を行った。その際、プールの水面底に頭を打ち

つけた。
23障-122 中３年・男 歯牙障害

部活動中、プールの中をデッキブラシで掃除していたところ、滑り前に倒れた。その際、手

をついたが、手も滑り顔面をプールの床に強打し、前歯を負傷した。
● 陸上競技（その他）

23障-123 中２年・男 手指切断・機能障害

部活動中、グランドの脇にある広場に座っていた所、近くの柱に立てかけられていたトレー

ニング用のシャフトが倒れ、右手に当たった。
● サッカー・フットサル

23障-124 中１年・男 手指切断・機能障害

紅白戦（練習試合）でゴールキーパーをしていた。地面から跳ね返ってきたシュートボール

をキャッチする時に左手薬指を負傷した。
23障-125 中１年・男 視力・眼球運動障害

休日の部活動中、紅白試合をしていたところ、シュートを打とうとしたのをクリアしようと

した他の生徒と本生徒は衝突した。その際、ボールが左眼に当たり、転倒して頭部も打撲した。
23障-126 中２年・男 外貌・露出部分の醜状障害

部活動で１対１の練習をしていた。本生徒がスライディングをしてボールを取りに行った際

に、他の生徒がバランスを崩して転倒した。その時、転倒した生徒の左足が本生徒の前額部に

強く当たったため負傷した。
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23障-127 中２年・男 視力・眼球運動障害

部活動中、本生徒はゴールキーパーで、他の生徒が蹴ったボールが右眼に当たった。
23障-128 中３年・男 上肢切断・機能障害

活動時、ゲームの最中、相手と接触して転倒した際、左手を床に強くつき脱臼した。
23障-129 中３年・男 上肢切断・機能障害

部活動中に、学校近くの公園で４人でボールを競り合う練習をしていた時、切り返そうとし

て、滑って転び、地面に左手をついた。そのとき、左手に体重がかかり、左前腕骨を骨折した。
23障-130 中３年・男 上肢切断・機能障害

試合中、ドリブルで攻める際、相手ディフェンス選手の手で本生徒の身体がはらわれてバラ

ンスを崩し転倒した。その際、左手のつき方が悪く、骨折した。
● テニス（含ソフトテニス）

23障-131 中１年・男 視力・眼球運動障害

テニスコートで、一面のコート内で３人が

スマッシュを打っている中、球拾いをしてい

て、他の生徒の打ったスマッシュが右側眼球

に直撃した。
23障-132 中１年・女 視力・眼球運動障害

朝練習を行っていた。ネット打ちをしてい

た所、近くで打っていた生徒の振り切ったラ

ケットが本生徒の右眼に当たる。
23障-133 中２年・男 下肢切断・機能障害

ボールを追っかけていて滑り右膝をすりむ

いた。その時は、たいしたことないと思い自

宅に帰り消毒してラップ療法をおこなった。それから数日後右足の関節部分が痛んできたので、

病院受診をした。
● ソフトボール

23障-134 中１年・女 視力・眼球運動障害

外野ノックの練習中に、外野からセカンド、ファーストと送球する場面で、ファーストにい

たとき、ボールの方をみていないときに投げてきたボールが、直接左眼に当たった。
23障-135 中１年・女 手指切断・機能障害

朝練習でノックをしていた。その時ボールを取り損ね、右手第薬指にボールが強く当たった。
23障-136 中２年・女 歯牙障害

サードの本生徒とキャッチャーの間に短めのフライが上がった。同時に二人が勢いよくボー

ルを取りに行き、キャッチャーミットが本生徒の顔面に当たり、前歯が抜け、欠け、頬部が腫

れてしまった。
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● 野球（含軟式）

23障-137 中１年・男 歯牙障害

守備練習をしていて、ファールフライがとび、それを追いダイビングキャッチを試みた時、

ボールに気をとられ、高跳びの支柱に気づかず、勢いよく顔面からぶつかってしまった。
23障-138 中１年・男 視力・眼球運動障害

投手にボールを渡していたところ、フリーバッティングのボールが左眼に当たった。
23障-139 中１年・男 視力・眼球運動障害

他の生徒の投げたボールをとることができず、近くにいた本生徒の顔面にあたった。
23障-140 中１年・男 精神・神経障害

キャッチボールをしていた際に悪送球となり、後方にいた本生徒の右こめかみ上部をボール

が直撃した。
23障-141 中１年・男 胸腹部臓器障害

大会での試合中、三塁守でファウルボールをとろうとしてホーム付近へ勢いよく走り込んだ

時、同時にキャッチャーが走り込んできており衝突した。相手の膝で左側腹部を強く打ちつけ、

動けなくなった。
23障-142 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ところ、自打球が直接左眼にあたり負傷した。
23障-143 中２年・男 視力・眼球運動障害

バッターボックスに入っている時に、自打球が直接右眼に当たる。
23障-144 中２年・男 視力・眼球運動障害

バッターボックスに入っている時に、自打球が直接右眼に当たる。
23障-145 中２年・男 視力・眼球運動障害

バッターボックスに立ってピッチャーの投げたボールを打とうとしたところ、ボールを打ち

損ねて自打球が直接顔面に当たった。
23障-146 中２年・男 聴力障害

練習試合をしていた時、雪が降っていて寒かったのでベンチの後方でアップをしていた。他

の生徒が試合を見ながら素振りをしており、本生徒の左側頭部にバットが当たり負傷した。
23障-147 中２年・男 視力・眼球運動障害

打撃練習中のボールがピッチャーをしていた本生徒の左眼にワンバウンドして当たった。
23障-148 中２年・男 下肢切断・機能障害

守備をしていた本生徒は、フライを捕球しようと後ずさりをしていた。同じく捕球しようと

外野守備の生徒が走り込みながら前進していたところ、二人が交錯し転倒した。その際に右足

を負傷した。
23障-149 中２年・男 視力・眼球運動障害

３レーンに分かれてハーフバッティングをしていた。他のレーンで打ったライナーのボール

が、バッティングピッチャーをしていた本生徒の左眼に直撃した。
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23障-150 中２年・男 外貌・露出部分の醜状障害

金属棒をバットにしてトスバッティング

をしていた時に、その金属棒が手から抜け

て、左後方でボールを集めていた本生徒の

眉間に飛んできて当たって切れ、目にも当

たった。
23障-151 中２年・男 視力・眼球運動障害

ノックしたボールをキャッチしようとし

たところ、イレギュラーバウンドし、左眼

の横にぶつかった。
23障-152 中３年・男 視力・眼球運動障害

試合中、バッターボックスに入り、ボールを打ったら、自打球が直接右眼に当たった。
23障-153 中３年・男 視力・眼球運動障害

試合中、自打球（ファールチップ）が自分の右目に直撃した。
23障-154 中３年・男 歯牙障害

ノックを受けていた時、ボールがイレギュラーバウンドをしてボールが口に当たり前歯を負

傷した。
● バスケットボール

23障-155 中２年・男 視力・眼球運動障害

試合中、シュートを打った際に相手チームのディフェンスがシュートをブロックし、その手

が本生徒の左眼に当たり負傷した。
23障-156 中前２年・女 外貌・露出部分の醜状障害

練習試合中、本生徒が壁際で倒れ込んだところに、相手チームの選手が勢いよくぶつかって

きたため、顔面を壁に強打し、出血した。
23障-157 中２年・女 手指切断・機能障害

練習中、本生徒がドリブルシュートをしていた。その時、横でパスを練習していた他の生徒

のボールが本生徒の右手に当たった。
● バドミントン

23障-158 中２年・女 歯牙障害

ダブルスのゲーム練習中にシャトルを追って、２人が交錯し振ったラケットが、本生徒の歯

に強く当たった。前の歯２本が抜け、出血した。
● 柔　道

23障-159 中１年・男 精神・神経障害

夏季休業中、朝９時から柔道部の練習を行っていた。最後の乱取り練習で本生徒が、もと立

ちとなり投げられたときに腰から崩れるように投げられた。倒れた後、自分から立ち上がった

が、頭部を手で押さえていたので、練習をやめさせ道場の隅に移動させた。その際、歩行にも
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つれがあり、頭が痛いと言った。水分を補給しようとしたが、できずに嘔吐した。１～２分後

に意識のかすれが感じられた。呼吸が次第に弱くなっていったのですぐに救急車を呼んだ。
23障-160 中２年・男 精神・神経障害

地区大会の試合中、支えつり込み腰の技のかけ合いとなり投げられそうになった。その際一

本負けを回避しようと体を丸めたところ、頚部が相手の胴体部分の下敷きとなり、そのままの

状態で畳に倒れた。
23障-161 中２年・男 精神・神経障害

大会の試合中、本生徒が積極的に技をかけていたが技が決まらず、何回も繰り返すうちに本

生徒が前のめりに倒れ込み、頚椎を負傷した。
23障-162 中２年・男 下肢切断・機能障害

体育大会柔道競技の部に出場、相手選手に払腰をかけられ投げられたとき、右足を強打し動

けなくなった。
● 剣　道

23障-163 中２年・男 精神・神経障害

本生徒は、部活動における過度の練習等で教諭に対して恐怖を覚えていた。誰にも相談する

ことができない中で、異常に気がついた保護者が部活動を止めさせる。しかし、心的外傷がも

とで通院治療をはじめた。

（２）文化的部活動
23障-164 中１年・女 精神・神経障害

吹奏楽部に入部し、夏季休業中よりトランペットを練習すると、言葉の呂律がまわらないな

どの変化が感じられるようになった。その後９月頃より、右手の動きのぎこちなさが現れ、鉛

筆を持っても握力が加えられない状態となった。病院で受診。ウィリス動脈輪閉塞症（もやも

や病）と診断された。その後検査を受け、手術しリハビリを受けている。
23障-165 中２年・女 視力・眼球運動障害

下校の準備をしていた。体育着ジャージの裏返しになったズボンを直そうとしたところ、ズ

ボン裾のチャックが外れ、左眼に飛んで当たった。（チャックの途中が壊れていた）

〔Ⅴ〕休憩時間
（１）休憩時間中
23障-166 中１年・男 外貌・露出部分の醜状障害

クラスマッチが終わっての教室への移動中に、クラスマッチの件でいさかいとなった同級生

が、走って逃げる本生徒を後ろから押したため、ガラスに激突し、負傷した。
23障-167 中１年・男 視力・眼球運動障害

教室の出入り口の鴨居にぶらさがり、遊んでいた時に、手がすべり落下した際、廊下に顔面

を強くぶつけ負傷した。
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23障-168 中１年・男 歯牙障害

ホールで友人に後ろから両腕を掴まれ振り回された際に、つかんでいる手が抜け、顔面から

床にぶつかり、前歯が折れる。
23障-169 中１年・男 下肢切断・機能障害

友だちと鬼ごっこをしていた。タッチされ倒れ込んだ際に、防球ネットを固定する金具を留

めているボルトに、左太ももが引っかかり裂傷を負った。
23障-170 中１年・男 精神・神経障害

本生徒が廊下を歩いていたら、他の生徒が後方からいきなり羽交締めをしてきた。抵抗して

首から手を離させ、その後終日授業を受ける。帰宅した夜より、体調が悪くなり首の痛みや吐

き気、嘔吐、物が見えにくい、頭痛がするとういう様々な症状が現れた。
23障-171 中１年・男 歯牙障害

友達にちょっかいを出したところ相手が追いかけてきた。３階の渡り廊下出入口のガラス戸

のところで追いつかれ押される。ガラスが割れ右前腕部と左手のひらを切り前歯も打撲する。
23障-172 中１年・男 精神・神経障害

鬼ごっこをしていて走っていた時、他のグループの一人と出会い頭に衝突し、頭と頭が激し

くぶつかり、衝撃で飛ばされて床で頭を打つ。失神、痙攣を起こす。
23障-173 中１年・男 下肢切断・機能障害

廊下を走っていたところすべって斜め仰向きに転んで、左膝の下を前方にあった壁の角に強

く打ちつけ、裂傷を負った。
23障-174 中１年・女 外貌・露出部分の醜状障害

教室で友達と遊んでいたところ、移動するときに机の足につまずき、倒れたときに机の角に

顔をぶつけた。
23障-175 中２年・男 精神・神経障害

顧問教諭は本生徒を呼び止め、体育館の隅に呼び寄せて、部活動の休みが多かったことなど

を理由に副部長を辞めさせることを言い渡した。そのことにより大きなショックを与えてし

まったものと思われる。精神的不安定な状況に陥り通院治療を始めた。
23障-176 中２年・男 胸腹部臓器障害

同クラスの生徒周囲で、「他の生徒が付き合っている人を知りたい」と、何人かの生徒に聞

きにまわっていた本生徒は、ある生徒のところへ聞きに行こうとした時に、その生徒が本生徒

を一回蹴った。その後、二人はふざけてつかみ合うこととなり、振り上げた膝が本生徒の睾丸

付近に当たった。
23障-177 中２年・男 外貌・露出部分の醜状障害

鬼ごっこをしていて走って逃げていた際、通用口から外へ出ようと、としたが、ドアに鍵が

かかっていたため、走っていたままの勢いでドアのガラスに腕や額をぶつけ、割れたガラスに

より負傷した。
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23障-178 中２年・男 視力・眼球運動障害

他生徒と口論になり、左眼を殴られた。
23障-179 中２年・男 歯牙障害

教室の後方で数名の友人とふざけあっていて胸部を圧迫され意識を失い前方へ転倒し、顔面

を強打した。その際前歯が床に当たった。
23障-180 中２年・女 上肢切断・機能障害

本生徒にいたずらをした男子生徒を追いかけたところ教室の出入り口のとを閉めた際に、本

生徒がつまずいて右腕を戸のガラスの部分に突っ込んで、右腕と左手を負傷した。
23障-181 中３年・男 歯牙障害

借りた身長計を、保健室へ返そうと生徒２人で運んでいた時に、本生徒は、まだ教室に残っ

ている友達を呼びに教室へ戻ろうと振り返り走ったところ、誤って身長計の先端に口元を強く

ぶつけてしまった。
23障-182 中３年・男 上肢切断・機能障害

次の授業が始まるまでの間、教室で同じクラスの生徒が本生徒の筆箱を投げて教室の掃除道

具入れとカーテンの間に引っかかった。それを取ろうとして勢いよくジャンプしたら他の生徒

と接触し、その反動で窓ガラスにぶつかりガラスが割れ右腕を６㎝程切った。
23障-183 中３年・男 上肢切断・機能障害

教室で本生徒が友人にちょっかいをかけたところ、廊下でもみあいになった。周りの生徒が

２人を離して止めたが、怒りがおさまらなかった本生徒が窓ガラスをたたき割り、右手首を受

傷した。

（２）昼食時休憩時間中
23障-184 中１年・男 視力・眼球運動障害

ホールで友人と話をしていた際、予鈴がなったため教室へ戻ろうと振り返った時に、目の前

に円形の柱があり、激突して負傷した。
23障-185 中１年・女 下肢切断・機能障害

配膳室のコンテナに食器を返却した際、コンテナーの扉が閉まってきて扉の下の角で左ふく

らはぎを切った。
23障-186 中２年・男 視力・眼球運動障害

教室棟廊下で滑って遊んでいた生徒に一緒に滑ろうと両手をつかまれていたところ、一緒に

転げ、右眼の横を床で強く打撲した。
23障-187 中２年・男 視力・眼球運動障害

鬼ごっごをしていて、高さ２ｍ位のフェンスに乗ったところ足を滑らせ着地に失敗し、頭部

から落下した。
23障-188 中２年・男 視力・眼球運動障害

同級生の１人からからかわれ、カッとなり相手を殴ったところ、取っ組み合いのけんかになっ
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た。その時、相手が足で顔面を蹴り左眼に当たった。
23障-189 中２年・女 歯牙障害

生徒とのトラブルがあり、その男子生徒が後方から臀部を蹴ったため、その勢いで廊下に張

り出した柱に口から衝突し、歯を折るけがをした。
23障-190 中３年・男 手指切断・機能障害

教室で友人とふざけていた時に、友人に押され、後ろに転倒した。その際、左小指を痛めて

しまった。

（３）始業前の特定時間中
23障-191 中１年・女 視力・眼球運動障害

朝練習を終え、ハンドボールのゴールの中に入って話をしていて、本生徒がゴールのネット

にもたれたところ、ゴールと共に倒れ、少し起き上った状態のところにゴールの支えのパイプ

が顔面を直撃して負傷した。
23障-192 中３年・男 視力・眼球運動障害

教室で友達とふざけ合って遊んでいたところ、ちょっとしたはずみで相手の生徒の膝が本生

徒の右眼に当たり負傷した。

（４）授業終了後の特定時間中
23障-193 中１年・女 外貌・露出部分の醜状障害

級友３人と３階の教室で遊んでいた。その後、本生徒は教室にいる２人の生徒を驚かせよう

と、教室横にある女子トイレの窓からひさしの部分に降りた。その際、バランスを崩し花壇に

転落。本生徒は歩いて生徒玄関まで移動してきた。手足は無傷であったが、下顎を強打し下顎

骨骨折が疑われた。また上の歯も４本脱臼した。
23障-194 中３年・男 上肢切断・機能障害

修学旅行から帰校し、本生徒はふざけて校舎の出入口のひさしに飛びつき、両手でぶら下が

ろうとした。そのひさしにはしのび返しがついていたため、両手の指に多数の切傷を負った。
23障-195 中３年・男 視力・眼球運動障害

教室で友人と話をしていた。友人をからかっていたところ、相手がカッとなり、本生徒の右

眼部分を殴ってしまった。
23障-196 中３年・男 外貌・露出部分の醜状障害

ふざけて外に投げたシューズを取りに昇降口から出る際、走っている勢いのまま、ドアを開

けたので、ガラスに手をついたまま押したため割れ右手、右頬を切ってしまった。
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〔Ⅵ〕通学中
（１）下校中
❶徒　歩

23障-197 中３年・男 歯牙障害

下校中、坂道を下っている途中に、後ろから来た自転車に乗っている人にわき腹を蹴られ、

その拍子にガードレールで前歯を強打し、脱落した。

❷自転車
23障-198 中１年・男 歯牙障害

通行人をよけようとし、急ブレーキをかけた時にバランスを崩し転倒した。その際に、前額

部、鼻部を打ち、上下の前歯３本を折る。
23障-199 中２年・男 歯牙障害

暗い道で友達とふざけて肝試しのような遊びをした。本生徒が自転車に乗りながら逃げよう

としたところ、自転車がスリップして転倒し、地面に顔面（前歯と顎）を強打した。
23障-200 中３年・女 歯牙障害

歩道を３列で並列していた。隣の友達の自転車がふらついて、それを避けようとして右側に

ハンドルを切った時、バランスを崩し、道路に顔から落ちた。

（２）通学に準ずるとき
❶自転車

23障-201 中１年・男 歯牙障害

本生徒は卓球部に所属し大会に参加した。上級生２人と一緒に自転車で会場に行く途中、バ

イパスを下った側道の坂道でハンドル操作を誤り転倒し、頭部・顔面・手足等を強打し負傷し

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〕各教科等
（１）体育（保健体育）

● 水　泳

23障-202 高１年・男 精神・神経障害

準備運動を行いシャワーを浴びた。その後入水。飛び込みはなく、自由な泳法で25ｍ泳いだ。

スタート及びゴールにはそれぞれ教諭がおり、全員がゴールした後、次のグループがスタート

するようにした。25ｍ泳ぎ切りゴールした地点で、仰向けになり水面から10㎝ほどの深さのと

ころで、浮いている本生徒を教諭が発見。引き上げた時点で呼吸・意識・脈拍は確認できない

状態だった。
23障-203 高３年・男 歯牙障害

体育の授業中、プールで飛び込みをしたところ、プールの底に前歯をぶつけ、前歯を負傷し

た。
23障-204 高３年・男 精神・神経障害

本生徒は、水泳の授業での試験が終了し、、生徒数名で休憩・飛び込み等をしていた。本生

徒が飛び込み台から飛び込みをした時、頭部をプールの底に強打した。（頭部を強打した様子は、

水中であるため誰も気付かなかった。）異変に気付た生徒が近寄り体をプールサイドに上げて

たところ、本生徒が異常を訴えたため、救急車の要請を依頼した。
● マット運動

23障-205 高１年・男 視力・眼球運動障害

体育の時間、マット運動で手をつかず前転したとき、自分の膝で左眼を打ち、負傷した。
● 短距離走

23障-206 高１年・男 胸腹部臓器障害

スポーツテストで50ｍ走２本を行った後、５分程度の水飲み休憩をはさみ、次の種目の説明

を行っていたところ、突然意識を失い倒れた。
● 持久走・長距離走

23障-207 高１年・女 胸腹部臓器障害

体育の授業中、マラソン大会にむけて

校舎外周を走り、ゴールインしたとき、

気分が悪いとうずくまりそのまま頭から

前のめりに倒れた。顔面を舗装された中

央道に強打し出血した。意識無し、顔面

蒼白、苦渋の形相、脈無し。AEDを用

いて除細動を実施した。
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23障-208 高２年・男 胸腹部臓器障害

1500ｍ走（体力テスト）実施中、1300ｍあたりで四つんばいになるようにして倒れ込んだ。
● サッカー・フットサル

23障-209 高２年・男 視力・眼球運動障害

体育でのサッカー試合中、自分で蹴ったボールが至近距離の生徒に当たり、そのボールが跳

ね返って本生徒の右眼に当たり、負傷した。
23障-210 高３年・男 歯牙障害

体育の授業中でサッカーをしている時、ボールを拾おうとして前から飛び出してきた生徒の

膝に当たり歯を折った。
23障-211 高３年・男 視力・眼球運動障害

サッカーの試合をしていた時、他の生徒の肘が右目に当たった拍子に常用していたコンタク

トレンズが外れて落ちた。痛みがあまりなかったので、コンタクトレンズを探した。すぐに見

つかったので洗浄して装着した。特に異常がなかったので授業を続けた。体育授業中、直後も

本人の異常の申し出がなく経過した。数日後「目がゴロゴロした感じがある。」と話したので、

眼科受診を指導した。
● ソフトボール

23障-212 高１年・男 歯牙障害

体育の授業中に、ソフトボールのゲ―ムをしていた。本生徒はマスクとヘルメットをして

キャッチャーをしていたが、しばらくしてマスクを外してしまった。その際にバッターが振り

終わって手から放してしまったバットが、本生徒の口元に直撃した。上下の前歯を折ってしまっ

た。
23障-213 高１年・女 視力・眼球運動障害

ソフトボールのピッチングマシンを利用したバッティング練習中に、ピッチングマシンから

飛んできたボールが左眼周辺に当たった。
23障-214 高３年・男 歯牙障害

体育の授業でソフトボールの試合が行われており、本生徒は打者の斜め後方で応援をしてい

た。打者が打った際に振ったバットが手から抜けて、顔面を直撃した。
23障-215 高３年・女 歯牙障害

体育の授業中に、運動場でソフトボールのゲームで、ピッチャーをしていて、打球が顔面に

当たり負傷した。
● バレーボール

23障-216 高３年・女 歯牙障害

体育の授業中、体育館でバレーボールをしていたところ、ボールをレシーブする際、ダイビ

ングレシーブをし、勢い余って、そのまま床に歯を強く打ちつけた。



56

● バスケットボール

23障-217 高３年・男 精神・神経障害

準備体操後、バスケットボールの試合を行っていた。開始の５分後、ゴール下付近で２ｍ程

の距離から投げられたパスを受け取れず、本生徒の左腕に当たり、ボールが落ちた。その直後、

左斜めに手を着くように倒れ込んだ。意識はあり、教師の声かけには答えるが、顔色が悪く、

足先に力が入らない状態であった。
23障-218 高３年・男 歯牙障害

体育の時間にバスケットボールの試合をしていて、ボールを奪い合いになった時、相手チー

ムの頭が本生徒の口に当たり前歯を負傷した。
23障-219 高定３年・男 胸腹部臓器障害

準備体操、ストレッチ、自分のペースでのランニングサーキットを行った。その後15分間休

憩し、４チームに分かれて１ゴール勝ち残りの試合で、本生徒のチームは２分程度で敗退した。

約４分後動かないので声をかけたところ、呼吸がなく心臓も停止状態で顔面蒼白であった。
23障-220 高３年・男 足指切断・機能障害

バスケットボールの練習中、相手のディフェンスの中に入り、囲まれて急に誰かにぶつかり

右足指を痛めた。
● バドミントン

23障-221 高定１年・男 視力・眼球運動障害

バドミントンの練習ゲームを行っていて、前衛のポジションをしていた所、相手の前衛の打っ

たシャトルが至近距離で右眼球を直撃する。
23障-222 高２年・男 視力・眼球運動障害

バドミントンでダブルスの試合をしていた際に、味方の後衛がシャトルを打ったときに、前

衛にいた本生徒が後ろを振り返った。その時に右眼に強く当たり眼球を負傷する。
23障-223 高３年・男 視力・眼球運動障害

体育の授業中に、体育館でバドミントンの打ち合いをしていたところ、相手のスマッシュが

直接右眼に当たった。
23障-224 高３年・男 視力・眼球運動障害

体育の授業中にバドミントンの試合を行っていた。バドミントン経験者の相手がスマッシュ

したシャトルをよけられず右眼に直撃した。
● スキー

23障-225 高３年・男 精神・神経障害

スキー場で体育授業を実施していた。生徒は斜面を滑走中にアイスバーンに足を取られた際、

強風にあおられバランスを崩し走路が乱れ、転倒しゲレンデ脇の切り株に激突し頭部を強打し

た。
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● その他

23障-226 高１年・女 下肢切断・機能障害

体育の授業のあと、くつを履き替える時に友達がぶつかってきてバランスを崩して転倒。右

足の膝が何かおかしく感じた。その後、保健室にてベットで安静にしていたが、痛みに波があ

り、時折、けいれん発作をくり返した。
23障-227 高２年・男 視力・眼球運動障害

体育の授業中であった。本生徒は眼の治療中のため運動を制限されており見学をしていた。

室内サッカーを行う予定であった。わきでボールを蹴って練習している生徒が思いっきりボー

ルを蹴った時ににズックが脱げ、本生徒の頭頂部を直撃し当たった。痛みは大したことがなかっ

たが右眼が悪化した。

（２）理　科
23障-228 高３年・男 聴力障害

物理の授業で、演示実験（断熱圧縮に伴う発火

実験）により爆発音が発生した。本生徒は、実験

の近くにおり、爆発音後、左耳に異常を感じた。

（３）その他の教科
23障-229 高１年・男 下肢切断・機能障害

木の伐採・造材の実習のためクラス全員で演習

林がある山へ行った。本生徒は伐採木が倒れ始め

た際、木が倒れる方向の下方に避難したため、着

用していたヘルメット頭部に木の梢端部が当たり事故が発生した。

〔Ⅱ〕特別活動（除学校行事）
（１）学級（ホームルーム）活動

● バスケットボール

23障-230 高１年・男 歯牙障害

ＨＲにバスケットボールをしていたところ、ジャンプボール後、二人でボールを取り合い、

相手の足にひっかかり、ボールを持っていたため手をつけず、顔面で着地したため前歯を負傷

した。
● 空　手

23障-231 高１年・男 視力・眼球運動障害

体育祭で演技する空手演舞の練習をする。準備運動で手押し車の指示があり、本生徒は級友

に両足を持ってもらい、両手だけで前に進んでいった。しかし、タイミングが合わず（級友が

押すのが速かった）、左手が崩れ、顔面から床に落ち、左眼の下部分を打ち負傷した。
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〔Ⅲ〕学校行事
（１）文化的行事
23障-232 高３年・男 視力・眼球運動障害

文化祭中、入り口の付近に友人が居ることに気づき、ふざけて上履きサンダルを蹴り上げた

ところ、相手生徒の眼鏡に当たってしまった。その生徒の所へ行き謝ったところ、その生徒に

右顔面を殴られ、右眼付近を痛めてしまった。

（２）運動会・体育祭
● その他

23障-233 高３年・女 視力・眼球運動障害

競技種目の前に、放送を入れて散水を実施した。本生徒を含む多数の生徒が散水先に集まっ

てきた時に、散水の水が右眼に当たり右眼を負傷した。

（３）競技大会・球技大会
● サッカー・フットサル

23障-234 高１年・男 歯牙障害

サッカーのゲーム中、相手選手がクリアしようとした

ボールが至近距離で打たれ、顔面に当たった。ゲーム終

了時、口の中に出血があり下の歯がぐらついていた。
23障-235 高３年・男 視力・眼球運動障害

体育大会日、相手選手の蹴ったボールが顔面に当たり、

両眼を打撲した。その際出血等はなかったが、両眼の充

血がみられた。右眼は視力低下が著しくほとんど見えな

い状態に陥った。
23障-236 高専４年・男 下肢切断・機能障害

校内大会のサッカーの試合中に、シュートを決めようとしたところ、ゴールキーパーと勢い

よくぶつかり、転倒して、右下腿に傷を負った。
● ハンドボール

23障-237 高２年・女 手指切断・機能障害

球技大会のハンドボールの試合中、キーパーをしていてシュートを防ごうとした時にボール

が左小指に当たった。その後、試合を最後まで続行したが、痛みが増したため、病院へ行き骨

折との診断を受けた。
● バスケットボール

23障-238 高３年・男 手指切断・機能障害

球技大会でバスケットボールをしていたところ、ボールを奪おうとして移動したときに相手

選手の身体と左手薬指が接触し、負傷した。
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（４）修学旅行
23障-239 高２年・男 外貌・露出部分の醜状障害

修学旅行中、マウンテンバイクで乗って30分経過して、坂道を降りる際にスピードが上がり

過ぎて、ブレーキをかけたが間に合わずに前輪から転倒して顔面を強打した。
23障-240 高２年・男 精神・神経障害

自由散策している時、本生徒は単独行動で、目撃者の話によれば、城壁を見ていて、バラン

スを崩して５ｍ下に転落したということであった。落下当時は痙攣をおこし、意識がなかった。

２分位で意識がもどったが、呼びかけに対する返事は、混乱したり返答がなかったりした。首

を打って動けない状態であった。

（５）その他集団宿泊的行事
23障-241 高１年・女 精神・神経障害

林間学校参加時に、級友とのトラブルから病気になりその後、治療を続けている。

〔Ⅳ〕課外指導
（１）体育的部活動

● 水　泳

23障-242 高１年・男 精神・神経障害

スタートダッシュ練習で４コース飛び込み台から飛び込んだ際、プールの底に頭頂部を打ち

付けた。
23障-243 高１年・女 下肢切断・機能障害

スタート台に上がろうとした際にバランスを崩しプールに落ちた。その時、コースロープの

ターンバックルに足が当たり、左足首から甲部にかけて、裂傷を負った。
23障-244 高２年・男 歯牙障害

プールの５ｍフラッグをつなぐ棒を肩に担いで片付けているときに、他の生徒が本生徒が後

方にいるのに気が付かず振り向いた際、肩に担いでいた棒が口に直撃して唇と歯を負傷した。
23障-245 高２年・男 精神・神経障害

準備運動・ストレッチ・ビート板を両足に挟んで泳ぐ1000ｍ・ビート板を両手に持って泳ぐ

600ｍ・普通に泳ぐ1200ｍ・ホースで泳者の腰を縛り対岸にいる人に引っ張らせて泳ぐスピー

ド練習125ｍ・ゆっくり泳ぐクールダウンなど２時間程度行った後に、「左足と腰に痛みがある」

と申し出があった。
● 鉄棒運動

23障-246 高１年・女 精神・神経障害

段違い平行棒の練習で、車輪の３～４回目の回転で急に失速し、手が棒から離れた。回転の

スピードが遅くなっていたので、棒のほぼ真下に垂直に体が腰で２つに折れ曲がった状態で落

下したため、背中を強打した。少し体を動かしただけでも強い痛みがあるので、その場に仰向
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けに寝かせたまま、救急車を要請した。現在はリハビリテーションを受けている。
● 体操（その他）

23障-247 高２年・男 下肢切断・機能障害

新体操練習中に、マット運動の側転から後方宙返り、すぐに前方宙返りの連続技途中で左足

首を捻った。
23障-248 高２年・女 精神・神経障害

飛び込み前転の練習をしていたところ、頭からマット上に飛び込んでしまい首を痛めた。
23障-249 高３年・男 精神・神経障害

トランポリン部活動中、体育館でトランポリンの高難度の技の練習をしていた時に回転不足

となり、前方に突っ込む姿勢で右顔面よりトランポリンベッドに落下した。
● 投てき

23障-250 高２年・男 精神・神経障害

ハンマー投げの練習中、他の部員の投げたハンマーが本生徒の頭部を直撃した。
● サッカー・フットサル

23障-251 高１年・男 視力・眼球運動障害

ゲームをしていて、ボールが跳ね返り目に当たった。すぐに、目を洗い、ゲームに出場し続

けた。
23障-252 高１年・男 視力・眼球運動障害

練習試合でキーパーをしていて、相手選手の蹴ったボールが目に当たった。
23障-253 高１年・男 歯牙障害

一方がボールを手で投げて片方が足で蹴り返すトレーニングをしていた。本生徒が、ふざけ

て蹴ったボールが他の生徒の股間に当たった。その時

本生徒がニヤッとしたのでその生徒が本生徒の顔を

殴り前歯が２本抜けた。
23障-254 高１年・男 精神・神経障害

試合中、相手選手と激しく接触し、頸部を痛めグラ

ンドに倒れ込み動けなくなった。
23障-255 高２年・男 視力・眼球運動障害

試合形式でしていたところ、本生徒がシュートし

ゴールキーパーがはじき返したボールが左眼に当

たった。
23障-256 高定２年・男 下肢切断・機能障害

他生徒と同時にボールを蹴り上げようとしたとこ

ろ、他の生徒の足が本生徒の足にぶつかり負傷した。
23障-257 高２年・男 歯牙障害

大会試合中、ゴールキーパーをしていた時に、自分に向かってきたボールを取ろうとした際、
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相手チームの選手と衝突し、膝が本生徒の顔面に当たってしまい、前歯欠損等の負傷を負った。
23障-258 高３年・男 聴力障害

練習試合中、ボールをゴール前でヘディングシュートしようとして相手選手の頭で後頭部を

激突され、一瞬気を失い頭から落下した。自力で起き上ることができず、コートの外へ運び出

され、直後から右耳の音が聞こえず耳鳴りが止まなかった。
● テニス（含ソフトテニス）

23障-259 高１年・女 胸腹部臓器障害

ソフトテニス部活動中、校庭でジョギングをしていたところ突然崩れるように倒れる。意識

なし、呼吸なし、脈拍なし。
● ソフトボール

23障-260 高１年・男 視力・眼球運動障害

トスバッティングの練習で、本生徒がトスをあげていたところ、打ったボールが本生徒の左

眼球に直撃した。
23障-261 高１年・女 手指切断・機能障害

フライを捕ろうとしたがグローブでボールを弾いてしまい、そのボールが右手の中指に当

たった。
23障-262 高１年・女 手指切断・機能障害

ノックを受けていて、取り損ねたボールが右指に当たった。
23障-263 高２年・女 歯牙障害

ノックの打球がイレギュラーし、本生徒の口元を直撃した。
● 野球（含軟式）

23障-264 高１年・男 視力・眼球運動障害

練習試合前のノックの時に、三塁手によるバント処理のプレーに移行し、三塁手からセカン

ドベースに入った遊撃手にボールが転送させた。そのボールを捕球した遊撃手はファースト

ベースに転送したが、一塁手であった本生徒は、そのボールの動きを見ておらず右眼に送球を

受けてしまった。
23障-265 高１年・男 視力・眼球運動障害

バッティング練習をしていて、自打球が右眼に当たり負傷した。
23障-266 高１年・男 歯牙障害

他の部員の振ったバットが、鼻、口にあたり、鼻骨折、上前歯３本損傷した。
23障-267 高専１年・男 歯牙障害

試合中、打席で、投げた球を避けることが出来ず口に当たった。
23障-268 高１年・男 外貌・露出部分の醜状障害

スクイズの練習中、身体を前かがみに構えていたが、投球されたボールをよけきれず顔面に

直撃。眉間部を負傷した。
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23障-269 高１年・男 胸腹部臓器障害

試合で投手として出場、相手打者の打球が股間にあたり負傷した。
23障-270 高１年・男 精神・神経障害

打撃練習を終えて、守備に就こうとグラウンドを歩いて横切っていたとき、同級生の打った

球が左耳に直撃した。
23障-271 高１年・男 視力・眼球運動障害

ノックの練習中に、ボール拾いをしていたとき、２塁手から送球がそれて、１塁手の後方に

いた本生徒の右目にあたった。
23障-272 高１年・男 歯牙障害

ノックを受けていた時、イレギュラーしたボールが顔面に当たり、唇が切れ、前歯を打撲し

た。
23障-273 高１年・男 視力・眼球運動障害

本生徒はバッティングマシーンにボールを入れていたが、バッターが打ち返したボールがマ

シーンを囲っていたネットのゲージに当たり跳ね返り、左眼にぶつかってしまった。
23障-274 高１年・男 視力・眼球運動障害

フライボールを捕る練習をしていた際、ノックされたボールを見失い、右眼に直接あたり上

眼瞼が切れ、右眼から出血した。
23障-275 高１年・女 視力・眼球運動障害

二か所で打撃練習をしていた際に、打者の打った打球が反対側のピッチングマシンの防球

ネットのを通り抜け、後ろにいたマネージャーをしていた本生徒の顔面に直撃した。
23障-276 高２年・男 胸腹部臓器障害

バントの実践練習のためキャッチャーをしていたとき、バントのファウルチップしたボール

が左下腹部に直撃し負傷した。
23障-277 高２年・男 外貌・露出部分の醜状障害

部活動の自主練習中、ノッカーのバットが振り抜けて後ろにいた、本生徒の顔に当たった。
23障-278 高２年・男 歯牙障害

１塁側に飛んだファウルボールを追い、同じく追ってきた捕手と正面衝突した。捕手ヘルメッ

トのおでこと口が当たり、前歯を破損した。
23障-279 高２年・男 歯牙障害

ノックの練習をしていた際、キャッチしようとしたボールが跳ねキャッチし損ね、口部、歯

に当たり歯が抜けた。
23障-280 高２年・男 歯牙障害

守備練習中に内野手として守備をしていた時、ノッカーの打球がイレギュラーして顔面に当

たり負傷する。
23障-281 高２年・男 歯牙障害

部活動で準備運動のためのランニングをしていた。下を向いて走っていたため、他の部員が
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倒立していたことに気付かなかった。倒立を終えて立とうと足を振り下ろしたときの膝が前歯

にあたり負傷した。
23障-282 高２年・男 歯牙障害

練習試合が終わり、屋内練習場へ荷物を片付けに行った際、素振りをしていた生徒のバット

が本生徒の顔面（口部）に当たり前歯が折れた。
23障-283 高２年・男 胸腹部臓器障害

練習試合を行っていた。本生徒が打席に入った際に、自打球が自分の股間に直撃し、強い痛

みを感じた。
23障-284 高２年・男 視力・眼球運動障害

センターフライを打ち上げ外野手が３塁ランナーの生還を阻止すべく本塁へ送球し、その間

に１塁ランナーは２塁に進塁する練習であった。本生徒は、１塁ランナーで走塁中、遊選手が

２塁へ送球し、そのボールが本生徒の右眼に直撃した。
23障-285 高２年・男 胸腹部臓器障害

他校野球部との合同練習会を行っていた。ノック練習でダイビングキャッチした際に、地面

に左下腹部を強打し負傷した。
23障-286 高２年・男 歯牙障害

大会に出場し、守備をしていたところ打球が本生徒の顔面に当たった。
23障-287 高２年・男 歯牙障害

手投げのバッティングピッチャー練習をしていたところ、他の部員が打った打球が顔面に当

たった。
23障-288 高２年・男 歯牙障害

練習試合中、打った後のバットを取りに行こうとした時、次のバッターが素振りをしていた

のに気付かず、振ったバットが本生徒の口に直撃し、負傷した。
23障-289 高２年・男 歯牙障害

練習試合中にバッターとしてプレイしていたところ、相手の投手のボールが手首をかすめた

後口にあたり、唇を切り、歯が抜け落ちた。
23障-290 高２年・男 手指切断・機能障害

本生徒が打撃練習でピッチングマシンの硬式ボールを転がそうと思ったが、バットを握って

いた右中指の先端に直撃し、バットとボールに指が挟まれた状態になった。グローブをはずし

てみると、中指の先端の肉片がつぶれた状態だった。
23障-291 高２年・男 歯牙障害

バッティングピッチャーをしていたところ、打球が前歯に直撃した。
23障-292 高２年・男 視力・眼球運動障害

バッティング練習中、近くにいた生徒が打った打球がコンクリートの支柱に当たり跳ね返っ

た際、本生徒の右眼に直撃した。
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23障-293 高２年・男 精神・神経障害

練習試合の前ファーストとしてノックを受けた後、別のファースト選手と守備を交代しよう

とした際に、ライトへの外野ノックのボールが飛んできていることに気づかずに、ボールが右

後頭部へあたって負傷した。
23障-294 高３年・男 手指切断・機能障害

大会に参加中、キャッチャーとして守備についていた際、ホームにスライディングしてきた

ランナーとクロスプレーになり、グローブをはめていない右手の人差指にランナーのスパイク

がかすめて受傷した。
23障-295 高３年・男 視力・眼球運動障害

試合中でサードの守備中に、ボールが飛んでき

て、イレギュラーし顔面に強打してしまった。
23障-296 高３年・男 外貌・露出部分の醜状障害

練習試合中にピッチャーをしていてライナーが

右目に直撃した。腫れと目瞼出血があり、すぐに

救急搬送された。
23障-297 高３年・男 歯牙障害

ノックを行っているとき、飛んできたボールが

前歯に当たり負傷した。
23障-298 高３年・男 視力・眼球運動障害

練習試合に出場していた。自打球のボールが右

眼部に当たった。
23障-299 高３年・男 歯牙障害

ノックで打った打球がイレギュラーバウンドを

し、本生徒の口にボールが当たって歯が欠けた。
23障-300 高３年・男 精神・神経障害

アップのため運動場をランニングしていた。一周目を走り終わった時に急に胸が苦しくなっ

た。
23障-301 高３年・男 歯牙障害

野球部の活動中に、ノックを受けていたところ、打球がイレギュラーして、口に当たった。
● ハンドボール

23障-302 高１年・男 手指切断・機能障害

パスキャッチをしている時、壁に立てかけてあった鏡に当たり倒れてきた鏡を押さえようと

して鏡の角で手を切った。
23障-303 高１年・女 視力・眼球運動障害

遠征中に、練習ゲームを行っていた。ゲーム中にシュートを狙おうとして振り返った瞬間に、

相手選手の顎が右眼に直撃し負傷した。
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23障-304 高２年・男 歯牙障害

体育館の半面を使い６人で同方向スタートの往復ダッシュを行っていたが、走っている間に

徐々に差がつき、隣の生徒と対面するかたちになり正面衝突した。その際、本生徒の顔面（口

周辺）と相手生徒の頭頂部が接触し上下の前歯が数本抜け、右膝と相手の左大腿部が接触し痛

みを訴えた。
● バレーボール

23障-305 中後１年・女 歯牙障害

レシーブ練習をしていた際、前方のボールをレシーブしようとして勢いがつき、床に顔をぶ

つけ、前歯が２本折れた。
● バスケットボール

23障-306 高１年・男 外貌・露出部分の醜状障害

バスケットボールで練習をしていて、ボールをカットしようとして、ボールに近づいたとこ

ろ、相手のおでこが、本生徒の左眼に当たり、まぶたが裂け出血した。
23障-307 高１年・男 歯牙障害

練習中に相手の拳が口元に当たり、上下の前歯を傷め、頸椎を捻挫した。
23障-308 高２年・男 歯牙障害

相手の額が口にぶつかり前歯が折れた。
23障-309 高２年・男 手指切断・機能障害

試合形式の練習をしていた。リバウンドを取りに行ったところ、右手小指にボールが激突し、

動かすことができなくなった。
23障-310 高３年・男 外貌・露出部分の醜状障害

練習試合をしていた時、ディフェンスをしていたら、相手の選手の肘が瞼に当たった。
23障-311 高３年・女 歯牙障害

公式戦の試合中に、ボールの競り合いとなり、相手の頭部に顔面を強打した。
● ラグビー

23障-312 高２年・男 視力・眼球運動障害

練習試合をしていて、タックルを受けに入ったところ、相手の頭部が左頬に強くあたり負傷

した。
23障-313 高２年・男 視力・眼球運動障害

ボールを持って突っ込んで来た選手にタックルに入ったところ、同時に別の方向から味方選

手がタックルに入ったため、味方の右側頭部と本生徒の顔面が衝突し、両眼部を打撲する。調

子が悪くなかったため放置していたところ、左目の調子が悪くなってきたので受診した。
23障-314 高２年・男 視力・眼球運動障害

合同練習に参加していた。味方からパスを受けて、そのボールをキックしようとした際、相

手チームの選手がチャージして体に当たったボールが跳ね返って、本生徒の右目を直撃した。
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23障-315 高２年・男 手指切断・機能障害

地区大会出場中、タックルした際に相手のジャー

ジに左薬指が引っかかり強く引っ張られた。
23障-316 高３年・男 歯牙障害

タッチフットの練習をしていた際相手の肘が顔に

当たり、唇、歯を負傷した。
23障-317 高３年・男 精神・神経障害

強化合宿に参加中、スクラムからの攻撃でボール

を持ってアウトサイドステップで抜きかけようとし

た時、相手ディフェンダーに倒れた。地面と他の選

手たちの体重も重なり頸部を損傷した。
23障-318 高３年・男 歯牙障害

チーム練習でキックオフの練習中にボールを取りに行った本生徒が、ジャンプをして着地を

する時、相手の頭と顔をぶつけた。その時に、前歯が折れた。
● バドミントン

23障-319 高１年・男 視力・眼球運動障害

相手が打ったスマッシュのシャトルが左目に直接当たり負傷した。
23障-320 高２年・女 歯牙障害

体育教官室で立って当日の練習について打ち合わせをしていたところ突然、前のめりに転倒

したため、顎と歯を床で強打し、顎と歯を負傷した。
● ホッケー

23障-321 高１年・男 歯牙障害

ホッケー部の練習中に、相手が打ったあとスティックが口唇部に当たり、歯牙を脱臼・歯折、

顎を骨折した。
23障-322 高１年・男 歯牙障害

ホッケー部の部活動中に、他の部員が素振りをしていたスティックが、口元に強く当たった。
23障-323 高２年・男 歯牙障害

遠征での試合中にボールの取り合いになり、相手選手のスティックが前歯に当たり、上の歯

が２本折れた。
● 球技（その他）

23障-324 高３年・男 上肢切断・機能障害

アイスホッケー部活動中、３対３の練習で体当たりされバランスを崩し、右手人さし指を強

く氷上に当て転倒した。
● 柔　道

23障-325 高３年・男 精神・神経障害

部活動の柔道部の試合中、膝をついて肩車を掛けた時、身体が前屈し、頭部から畳に落ち首
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を左に捻るように倒れ、相手の体重が首にかかるように倒れて頸椎を負傷した。
23障-326 高３年・女 精神・神経障害

個人戦に出場していた。横倒しになり寝技へと移行していった際に、頸部に荷重がかかり痛

めた。
● 弓　道

23障-327 高１年・女 視力・眼球運動障害

約３ｍ前方の巻き藁の的に矢を射る練習をしていた時、弦に矢の端の部品が残り、筒棒の部

分が約５ｍ前方の弓道部室の鉄枠に当たって跳ね返り、本生徒の右眼部に当たって落下し、右

眼を負傷した。
● 登　山

23障-328 高３年・男 歯牙障害

本格的な活動に入る前に、部員４名がピンポン玉を使用して野球を行っていた。バットの代

わりに傘を使用。打った瞬間に手から傘が外れて飛び、傍に立っていた本生徒の口を直撃した。

出血があり口唇裂傷及び前歯破折した。
● ヨット

23障-329 高１年・男 精神・神経障害

強風のため、競技を一時中断して待機中のところ、現場付近で数名の生徒が泳いでいるとこ

ろ見た本生徒が、岸壁より海へ飛び込み、海中のテトラポットで頭を打ち頚部に障害を負って

しまった。

〔Ⅴ〕休憩時間
（１）休憩時間中
23障-330 高１年・男 歯牙障害

休憩時間中、結露した廊下で滑って転倒し前歯４本を骨折した。
23障-331 高３年・男 手指切断・機能障害

折りたたみ式の卓球台をセッティングしようとした際に、安全装置を解除しないまま引っ

張ってしまい、車輪がついた卓球台が勢いよく倒れてきたため、右手中指先端を天板に挟まれ、

指尖部を切断した。
23障-332 高３年・女 上肢切断・機能障害

前にいた友だちを追い越そうと走ったところ、廊下、出入口のガラスドアに、勢いあまりぶ

つかり負傷した。

（２）昼食時休憩時間中
23障-333 高１年・男 精神・神経障害

アーチェリー部員が部室で前日の試合の片付けていたとき、部の生徒が弓具を調整点検中に

誤って弓が発射した。その矢が右眉の上の額にささった。
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23障-334 高３年・男 歯牙障害

バスケットを６人でしている時、転がったボールを２人でとりに行った際、相手の頭部に前

歯が当たった。

（３）始業前の特定時間中
23障-335 高１年・男 視力・眼球運動障害

教室内で野球のまねごとをしていた際に、生徒の振り回したプラスティックの棒が目に当

たった。
23障-336 高１年・女 下肢切断・機能障害

学校に登校し、昇降口で靴を履き替えようとした時、左足に体の重みをもたせたかけたとこ

ろ、左足に過度の重みがかかったため、左膝関節がはずれた。
23障-337 高２年・女 下肢切断・機能障害

教科の課題提出及び部活動参加のために登校した。課題提出の時間まで、校舎外階段踊り場

（５階）に行き音楽を聴いていた。課題提出の時間を思い出し、あわてて立ち上がったところ、

強いめまいを感じよろけ、そのまま階段より落下し骨折した。

（４）授業終了後の特定時間中
23障-338 高１年・男 外貌・露出部分の醜状障害

放課後、教室で走っている時に転倒して、額から右眉上部を机にぶつけて切った。
23障-339 高２年・男 精神・神経障害

教室で談笑中、数メートル先にいた友人が傘を野球のバットに見立てて、振っていた際、傘

の柄が抜け、本生徒の左眼に刺さった。

〔Ⅵ〕寄宿舎にあるとき
23障-340 高２年・男 歯牙障害

寄宿舎で入浴中、浴室内で前のめりにすべり、前にいた友達の体に顔面をぶつけ、そのはず

みで前歯が２本抜けた。

〔Ⅶ〕通学中
（１）登校中
❶自転車

23障-341 高１年・男 歯牙障害

下り坂のカーブを曲がろうとした際、下から登って

来た自転車と正面衝突した。
23障-342 高１年・男 歯牙障害

本生徒が下り坂を走行中、歩道と車道の段差でタイ
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ヤがスリップして転倒し、前方から地面へ突っ込むように倒れ込んだ。その際、口周辺を負傷

した。
23障-343 高１年・男 歯牙障害

駅まで登校中、自転車のペダルから靴が滑り転倒した。その際、スピードも出ていたため、

顔面（口の中・歯含む）を道路に強打した。
23障-344 高１年・女 外貌・露出部分の醜状障害

下り坂で交差点を渡ったところで、ガードレールのポールに衝突した。前のめりに宙に浮い

て顎から地面に落ちた。
23障-345 高１年・女 歯牙障害

道路の段差でバランスを崩し転倒し、顔面を強打した。
23障-346 高１年・女 視力・眼球運動障害

車道の左側の白線付近を自転車で走行中の下り坂で、道路横断中の女性を発見し、そのまま

進むと衝突すると判断したため、センターライン方向（右側）へ進路を変更したところ、反対

車線より車が来たため、慌ててハンドルを左へきったところ、その女性と衝突した。
23障-347 高２年・男 歯牙障害

下り坂にある氷の上を走り、バランスを崩して顔から転倒し、前歯をアスファルトに打ち付

けて損傷した。
23障-348 高２年・男 手指切断・機能障害

縁石にぶつかり転倒した。その際、右手の指を２本負傷した。
23障-349 高２年・女 歯牙障害

交差点で前から来た自転車を避けようとした際、すべって、縁石に前の車輪がとられて転倒

し、縁石に顔面口部を強く打ちつけ、前歯３本破折となった。
23障-350 高専３年・男 歯牙障害

手に持っていたバックの紐が自転車の前輪に絡まり、バランスを崩し前方に投げ出され顔面・

歯を損傷した。
23障-351 高３年・女 歯牙障害

車の通行できる道幅の道路（下り坂）に出て、左折しようとしたとき、前方から上がってく

る軽トラックが見えたため、道路脇の草地に止まろうとしたが、止まりきれず３ｍ下の用水路

に自転車ごと転落した。運転していた人が本生徒を引き上げ、救急車で病院に搬送された。

❷原動機付自転車
23障-352 高３年・男 精神・神経障害

国道から細い道路に左折しようとしたときバランスを崩し転倒した。ヘルメットをかぶって

いたが頸部をガードレール（ポール部分）に打ち付け負傷した。
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（２）下校中
❶徒　歩

23障-353 高１年・男 胸腹部臓器障害

通学路にある書店に友達が図書を購入すると言うので、他の友達と売り場の外で待っていた。

その時、その他の友達が空手の形を仕掛けてきて、本生徒の腹部にあたった。非常に痛く、動

けなくなった。
23障-354 高１年・男 上肢切断・機能障害

凍結した雪道に足をとられ転倒した。その際に、右腕を強打し骨折してしまった。

❷バ　ス
23障-355 高３年・女 下肢切断・機能障害

バスから下車しようとしたときに、ステップを踏み外してしまい、そのまま落下してバス停

下のコンクリートに右膝を強打し、切ってしまった。

❸自転車
23障-356 高１年・男 胸腹部臓器障害

強い横風が吹いてきて、自転車のハンドルがふらつき２人の自転車が接触した。その折バラ

ンスを崩した相手生徒の左足が本生徒の前輪に挟まった。そのため自転車は急ブレーキがか

かった状態となり、ハンドルで腹部を強打し、さらに転倒した。
23障-357 高１年・女 外貌・露出部分の醜状障害

コンクリートの道の脇の段差に前輪を取られ転倒。額をコンクリートに打ちつけた。
23障-358 高２年・男 歯牙障害

寒さで手が悴み自転車のハンドル操作を誤って道から外れた。道の横が高い段差のある畑で、

そこに自転車共々転落し、段差のコンクリートの壁で、顔面を強く打って怪我をした。
23障-359 高専２年・男 歯牙障害

自転車のスピードを出しすぎて転倒し、地面に顔をぶつけた。
23障-360 高２年・男 歯牙障害

下り坂をスピードを出して走行していたため、ハンドル操作を誤って、自転車ごと転倒した。

その際、顔面・頭部を強打し負傷した。
23障-361 高２年・女 歯牙障害

下り坂で前を走っている生徒を避けようとした時、バランスを崩し、転倒。顔面を強く打ち

つけてしまい、歯が折れてしまった。
23障-362 高３年・男 視力・眼球運動障害

反対方向から来た通行人とトラブルになり、近くの駐車場で呼び出され、本生徒が下を向い

ているときに、下から上に向かって顔面をなぐられた。そのまま、その場に倒れた。
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４　特別支援学校における障害の事例

〔Ⅰ〕各教科等
（１）体育（保健体育）

● 剣　道

23障-363 特高２年・女 聴力障害

男子生徒の竹刀への打突を受けた時、反動で本生徒の竹刀が右耳に当たった。

（２）その他の教科
23障-364 特小３年・男 外貌・露出部分の醜状障害

体力づくりの授業中、情緒不安定になっていた他の児童に突然顔を掴まれ受傷した。
23障-365 特中２年・男 上肢切断・機能障害

教室の大掃除をしていた時、壁の落書きおとしのためスポンジに石鹸をつけてこすっていた。

熱心に活動しているうちにクレンザーを使用し教師が気づくのが遅れて多量に使用したため、

両手・両肘・両膝・両足の裏に付着した。
23障-366 特中２年・女 下肢切断・機能障害

トランポリン（４ｍ×２ｍ）で教諭と両手をつなぎながら跳んでいる時、着地タイミングが

ずれ左膝に力が入らなくなり、座り込む。左膝が少し打撲様内出血みられ、自分で立てず痛み

を訴えた。
23障-367 特高１年・女 下肢切断・機能障害

お湯を張った鍋の上に置き、湯煎で溶かしたチョコレートにバウムクーヘンをつけてコー

ティングするという調理実習を教室で行っていた。本生徒も担任の介助によりコーティングを

済ませ、できあがった物を担任がトレイに置く数秒の間、目を離した際、本生徒が身を乗り出

してボールに右手を伸ばし、手前に引いてしまったため、湯煎をしていた鍋が傾き、鍋に入っ

ていたお湯（約80℃）が本生徒の両足大腿部にかかった。

〔Ⅱ〕学校行事
（１）競技大会・球技大会

● 持久走・長距離走

23障-368 特高２年・男 胸腹部臓器障害

2500メートルを完走し、待機場所へ歩いている途中で倒れた。
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〔Ⅲ〕課外指導
（１）体育的部活動

● バスケットボール

23障-369 特高１年・男 歯牙障害

相手の生徒の肩に前歯がぶつかり、歯を破折した。

〔Ⅳ〕休憩時間
（１）休憩時間中
23障-370 特中２年・男 上肢切断・機能障害

廊下に出たときに窓ガラスに手をつき、割れたガラスで左手首を切った。
23障-371 特高１年・女 視力・眼球運動障害

本生徒（身長141㎝、体重37.4㎏）が廊下を歩いていたところ、興奮していた他の生徒（身

長152.6㎝、体重76.3㎏）とすれ違った。その際、手が本生徒の左顔面を打ち、掛けていた眼鏡

が飛ぶほどの衝撃を受けた。

〔Ⅴ〕寄宿舎にあるとき
23障-372 特中１年・男 手指切断・機能障害

自室で週末の帰宅先の行動確認をしていた際、イライラした態度を示し、急に近くにあった

扇風機を投げた。その直後、自室の窓ガラスに両手を前に突き出しながら突進し、ガラスを割っ

たため両手を負傷した。その後、学校で咬みながら活動していた。こだわりが強く、止めるこ

とができず、出血するまで左人さし指と左中指を咬み続け負傷した。
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５　幼稚園・保育所における障害の事例

〔Ⅰ〕保育中
23障-373 保１年・女 外貌・露出部分の醜状障害

室内あそびのあと、片付けに入り、本児が見ていた絵本を片付けようとしたところ、他児も

片付けたくて、取り合いになり、他児が本児の頬をひっかいた。
23障-374 保２年・男 外貌・露出部分の醜状障害

隣の組へ移動するため片付けを始める。その際、本児が戸の側で泣き始めた。指をつめたと

思い急いで本児の方へ行く。手を出して本児の様子を見てみようとしたところ、保育者の手が

本児の顔へ、その時ちょうど本児も振り向き爪が顔に当たった。
23障-375 保３年・男 視力・眼球運動障害

水道付近にいる折、鉄製のカバン掛けにぶつかり、カバン掛けが倒れ左目を打つ。
23障-376 保４年・男 足指切断・機能障害

園庭に出た後、非常階段スロープの最下部、降り口に向って右側の支柱付け根に腐食による

穴が内側にあり、滑ってきた本児の左足指がその穴に入った。
23障-377 保４年・男 上肢切断・機能障害

散歩をしていたとき、走り出した本児の前に他児が立ち止まったため、接触し転倒してしま

い、道路に右腕を打ちつけた。
23障-378 保４年・女 外貌・露出部分の醜状障害

ブランコに乗って遊んでいた時、手を離し、お尻から落ちて、乗っていたブランコで顎を打

つ。
23障-379 幼５年・男 視力・眼球運動障害

セミ取りをしていた。部屋に入る時間になり、公園から園庭へ向け走って帰ろうとしていた

ところ、門扉にぶつかり、目を強打してしまう。
23障-380 保５年・女 外貌・露出部分の醜状障害

公園に着き、友達と一緒に遊ぶ、固定遊具に向って走っていた時、地面がぬかるんでいた為

滑り、前方に転ぶ段差のあるコンクリートの角に右眼のこめかみ部分を打撲し裂傷となる。
23障-381 幼６年・女 視力・眼球運動障害

預かり保育の時間に、園庭の栗の木からイガ栗を落としていたところ、近くにいた本児の顔

面を直撃し、左眼球に怪我を負った。顔面にも栗のイガがささった。
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