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◇◇ 学校の管理下の障害の発生件数（令和2年度◇給付対象事例）

表- 4　場合別の発生件数

小学校 中学校 高等学校等・
高等専門学校

特別支援学校 幼稚園・幼連・
保育所等 総計小 中 高

各
教
科
等

体育（保健体育）

水泳 ２ 1 1 4
跳箱運動 ２ 1 3
マット運動 3 3
持久走・長距離走 ２ 5 7
障害走（ハードル） 1 1
走り高跳び 1 1 1 3
走り幅跳び 1 1
ドッジボール 1 1 ２
サッカー・フットサル 1 1
テニス部（含ソフトテニス） 1 1
ポートボール 1 1
ソフトボール 3 1 4
ハンドボール 1 1
バスケットボール ２ ２ 4
卓球 ２ ２
球技（その他） 1 1 ２
柔道 1 ２ 3
準備・整理運動 1 1
体操（組体操） 1 1 ２
その他 5 3 ２ 10

小　　　　　計 14 ２２ 19 0 0 1 0 56
図画工作（美術） 1 1
家庭（技術・家庭） ２ 1 3
工業 1 1
総合的な学習の時間 3 3
自立活動 1 1
その他の教科 5 ２ 1 1 9

各教科　　計 ２２ ２8 ２２ 0 0 ２ 0 74
保育中 11 11
（
除
学
校
行
事
）�

特
別
活
動

学級（ホームルーム）活動 3 3 6
給食指導 1 1
日常の清掃 ２ 1 3
児童（生徒・学生）会活動 1 1
その他 1 1

特別活動　　計 7 3 1 1 0 0 0 1２

学
校
行
事

文化的行事 1 ２ 3
大掃除 1 1
運動会・体育祭 ２ ２ 4
競技大会・球技大会 3 ２ 5
その他健康安全・体育的行事 1 ２ 3
遠足 1 1
その他集団宿泊的行事 ２ 1 3
勤労生産・奉仕的行事 0
その他 1 1

学校行事　　計 7 11 3 0 0 0 0 ２1

課
外
指
導

体育的部活動

水泳部 1 1
器械体操・新体操部 ２ ２
陸上競技部 3 ２ 5
サッカー・フットサル部 10 19 ２9
テニス部（含ソフトテニス） 3 5 8
ソフトボール部 ２ ２
野球部（含軟式） 19 47 66
ハンドボール部 1 4 5
バレーボール部 5 4 9
バスケットボール部 10 7 17
ラグビー部 1 1
バドミントン部 5 5
ホッケー部 1 1
柔道部 4 3 7
剣道部 1 1
相撲部 0
空手道部 1 1
弓道部 0
レスリング部 ２ ２
スケート部 1 1
自動車競技部 3 3
その他部活動 1 1

小　　　　　計 0 6２ 105 0 0 0 0 167
文化的部活動 1 3 4
水泳指導 1 1
その他 3 1 4

課外指導　　計 5 63 108 0 0 0 0 176

休
憩
時
間

休憩時間中 14 4 3 ２1
昼食時休憩時間中 14 15 3 3２
始業前の特定時間中 3 ２ 1 6
授業終了後の特定時間中 ２ 9 4 15

休憩時間　　計 33 30 11 0 0 0 0 74

通
学
中

登校（登園）中 1 7 8
下校（降園）中 ２ 3 11 16
通学（通園）に準ずるとき 1 1

通学中　　計 ２ 4 19 0 0 0 0 ２5
総　　　　　　　計 76 139 164 1 0 ２ 11 393

※幼連：幼保連携型認定こども園の略

Ⅱ 学校の管理下の障害の状況
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1　小学校における障害の事例

各教科等

◆◆体育（保健体育）
水泳
2020障- 1 歯牙障害 小4・女

体育の授業中、プールサイドで転倒し歯をケガした。歯に歯科補綴
てつ
を加えた。

2020障- 2 精神・神経障害 小4・女

体育の授業中、身体に水をかけてプールに入り、真ん中まで歩いて3回潜ってでんぐり返し

を1回した後、プールサイドに上がったとき、本児童が頭が痛いと言って泣いているのを他の

児童が見つけ、教員に知らせた。高次脳機能障害、身体性機能障害として片麻痺
ひ
、左眼の半盲

症、複視が残り、言語の機能が失われ、流動食以外は摂取できなくなった。

跳箱運動
2020障- 3 外貌・露出部分の醜状障害 小5・女

体育の授業中、体育館で跳箱をしていたところ、跳箱から体勢を崩して転落し、床に手をつ

いて、右肘関節を脱臼骨折した。手術により右肘部に線状痕が残った。

2020障- 4 せき柱障害 小6・男

体育館で体育の授業中、跳箱で着地に失敗し、背中と腰を痛めた。背部の疼痛、せき柱に変

形障害が残った。

障害走（ハードル）
2020障- 5 外貌・露出部分の醜状障害 小6・男

体育の授業中、運動場で障害走の練習をしていたところ、ハードルが足に引っ掛かって転倒

表- 5　障害別の発生件数

小学校 中学校 高等学校等・
高等専門学校

特別支援学校 幼稚園・幼連・
保育所等 総計小 中 高

歯牙障害 5 ２２ 44 1 7２
視力・眼球運動障害 16 39 30 85
手指切断・機能障害 1 4 16 1 ２２
上肢切断・機能障害 3 6 3 1 1 14
足指切断・機能障害 ２ 1 3
下肢切断・機能障害 ２ 6 1 1 1 11
精神・神経障害 11 31 ２5 1 68
胸腹部臓器障害 1 10 15 ２6
外貌・露出部分の醜状障害 33 15 ２3 6 77

聴力障害 3 1 ２ 6
せき柱障害 1 5 3 9

総　　　　　計 76 139 164 1 0 ２ 11 393

表- 6　男女別の発生件数

小学校 中学校 高等学校等・
高等専門学校

特別支援学校 幼稚園・幼連・
保育所等 総計小 中 高

男 40 107 137 ２ 6 ２9２
女 36 3２ ２7 1 5 101

総　　　計 76 139 164 1 0 ２ 11 393
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し、頭を地面にぶつけ、眼鏡で鼻部を負傷した。鼻部に線状痕が残った。

走り高跳び
2020障- 6 視力・眼球運動障害 小6・男

体育の授業中、体育館で走り高跳びの練習をしていた際、支柱にゴムをつけて取り組んでい

た。支柱を持っている他の児童の手が支柱から外れたため、ゴムの反動でもう片方の本児童の

左眼に支柱が当たり、眼球を負傷した。左眼を失明した。

ポートボール
2020障- 7 視力・眼球運動障害 小4・女

体育の授業中、体育館でポートボールをしていたところ、他の児童とぶつかり、他の児童の

手が本児童の左眼にぶつかった。複視が残った。

球技（その他）
2020障- 8 視力・眼球運動障害 小3・男

体育の授業中、運動場でラケットベースボールをしていたところ、他の児童が振ったラケッ

トが本児童の左眼に当たった。左眼に外傷性散瞳が残った。

体操（組体操）
2020障- 9 上肢切断・機能障害 小6・女

体育の授業中、体育館で組体操の練習をしていたところ、他の児童の太ももから肩に乗ろう

とした際にバランスを崩し、左肘から転倒した。手術により、左肘部に瘢
はん
痕が残り、左肘関節

の機能が低下した。

その他
2020障-10 視力・眼球運動障害 小1・男

体育の授業中、運動場で縄跳びをしっぽにしてしっぽとりゲームをしていたところ、逃げて

いる他の児童のしっぽを取ったときに、取った反動で縄跳びの持ち手と縄が本児童の左眼に当

たった。左眼の調節力が減じた。

2020障-11 視力・眼球運動障害 小6・男

体育の水泳指導終了後、教室に戻る際、廊下を小走りしたところ、廊下の水滴で足を滑らせ

て転倒し、床で左こめかみ部分を強打した。左眼を失明し、注視野の広さが減じた。

2020障-12 外貌・露出部分の醜状障害 小4・男

体育の授業中、プールを掃除していた際、バケツで水をまいていたところ滑って転倒し、腰

と大腿部を地面に強く打った。手術により、右大腿部に線状痕が残った。

2020障-13 外貌・露出部分の醜状障害 小1・女

運動場で体育の授業中、鉄棒をくぐり抜ける際、鉄棒に額をぶつけた。前額部に線状痕が

残った。

2020障-14 聴力障害 小6・女

体育の授業中、運動場で走り高跳びの片付けをしていたところ、高跳びで使用する棒が本人

の左側頭部から左耳に当たった。左耳の聴力が減退し、耳鳴りの障害が残った。
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◆◆図画工作（美術）
2020障-15 視力・眼球運動障害 小4・女

図画工作の授業中、木工作を行っていたとき、折れ曲がった釘
くぎ
を他の児童の協力を得て木か

ら抜こうとした。本児童が木を押さえ、他の児童が折れ曲がった釘の頭を起こそうとマイナス

ドライバーを使い、力を入れたところ手が滑り、その勢いでドライバーの先が本児童の左眼に

当たった。左眼の調節力が減じ、複視が残った。

◆◆家庭（技術・家庭）
2020障-16 外貌・露出部分の醜状障害 小5・女

家庭科の授業中、実習実験室で調理実習をしていた。ゆで終わった後の鍋のお湯を片付けよ

うと鍋を運んでいたところ、段々と持ち手が熱くなり、水道のシンクの縁に置いたところ鍋の

バランスが崩れ、お湯が本児童の方にこぼれ両太もも前の部分、両足首と足先にかかった。や

けどにより、左足関節に瘢痕が残った。

2020障-17 外貌・露出部分の醜状障害 小6・女

実験実習室で家庭科の調理実習中、ガスコンロの火がエプロンに引火し、炎がエプロン上部

付近まで燃え広がり、やけどを負った。非器質性精神障害、頚
けい
部、両上肢、胸部、腹部に瘢痕

が残った。

◆◆その他の教科
2020障-18 精神・神経障害 小1・男

算数の授業中、残り5分を自由時間としたため、教室側面のろくぼくを使って遊んでいたと

ころ、2mの高さから後ろ向きに落下し、肩から後頭部にかけて強打した。高次脳機能障害、

手術により頭部及び大腿部に線状痕が残った。

2020障-19 外貌・露出部分の醜状障害 小2・男

生活科の授業中、運動場でたこ揚げを行っていた。近くでたこを揚げていた他の児童のたこ

糸が、本児童の頚部に接触し線状の擦過傷を負った。頚部に線状痕が残った。

2020障-20 外貌・露出部分の醜状障害 小5・男

算数の授業中、実験実習室で、雨が降り込んでくることを心配した児童数名が急いで窓を閉

めに走って向かった際、窓の近くで他の児童が床で滑りバランスを崩し、その前の児童を押し

た。押された児童が前にいた本児童を押したため、本児童は転倒し、窓側にある手洗い場の角

で左頬を切った。左頬部に線状痕が残った。

2020障-21 外貌・露出部分の醜状障害 小1・男

生活科の授業中、校庭でたこ揚げをしていた際、他の児童のたこ糸が本児童の首に当たった。

左頚部に線状痕が残った。

2020障-22 外貌・露出部分の醜状障害 小1・女

特別支援学級の授業中、遊戯室でトランポリンをしていて窓側へ下りようとしたところ、勢
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い余ってガラス戸を腕で突き破った。本児童が慌てて腕を引いたときに、割れたガラスで左上

腕部を切った。左上腕に瘢
はん
痕が残った。

特別活動（除学校行事）

◆◆学級（ホームルーム）活動
2020障-23 歯牙障害 小6・女

学級活動中、体育館でしっぽとりゲームをしていたところ、後ろから走ってきた児童とぶつ

かり転倒して床に歯を強く打ち、右上1、左上1・2の前歯が抜けた。歯に歯科補綴
てつ
を加えた。

2020障-24 下肢切断・機能障害 小4・男

学級活動中、教室で遊んでいた際、転んだ他の児童が本児童の右足首をふざけてつかまれ、

本児童は他の児童を引きずるように1mほど移動した際、左足に痛みが生じた。左下肢の短縮

障害が残った。

2020障-25 精神・神経障害 小6・女

学級活動中、自分のいすにぞうきんを取り付けようとしてかがんでいたところ、隣の席の他

の児童が机の間に手をかけ、ぶらぶらと揺らしていた膝が本児童の臀部に当たった。臀部に疼

痛が残った。

◆◆給食指導
2020障-26 精神・神経障害 小6・女

給食指導中、廊下を出ようとしたとき、急に後ろに下がってきた他の児童の頭部と本児童の

右頬がぶつかり骨折した。右側頭部の疼痛、右顔部の感覚障害が残り、頭痛が発現するように

なった。

◆◆日常の清掃
2020障-27 視力・眼球運動障害 小5・女

昇降口で日常の清掃中、本児童が他の児童の脱いだ靴を取ってふざけていたのに腹を立てた

他の児童がほうきを投げ、投げたほうきの柄の部分が本児童の左眼に当たった。複視及び左眼

に外傷性散瞳が残った。

2020障-28 外貌・露出部分の醜状障害 小3・女

日常の清掃時間中、廊下で窓ガラスを拭いていたところ窓ガラスが割れ、その破片で右眉付

近を切った。右前額部に線状痕が残った。

◆◆児童（生徒・学生）会活動
2020障-29 外貌・露出部分の醜状障害 小5・女

児童会活動中、遊具の使い方を説明するビデオ撮影準備の中で雲ていにぶら下がっていた
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が、足を雲ていにかけたところ、足が外れる前に手を離してしまい、顔から地面に落下し、下

唇の貫通創、顔面と膝に擦り傷、前歯が欠けた。下口唇部、下顎部に線状痕が残った。

学校行事

◆◆文化的行事
2020障-30 精神・神経障害 小6・男

学校行事のため、体育館へ移動していたところ、廊下で他の児童がふざけて足をひっかけた

ため、右膝を捻って転倒した。右膝部に疼痛が残った。

◆◆運動会・体育祭
2020障-31 視力・眼球運動障害 小4・男

運動場で運動会中、応援団によるエール交換の際、他の児童が振ったのぼり旗の角が、本児

童の左眼に当たった。左眼の視力と調節力が減退し、外傷性散瞳、視野狭窄
さく
が残った。

2020障-32 胸腹部臓器障害 小6・男

運動場で運動会中、徒競走で110mを全力疾走し、ゴールした後、急に倒れた。教員が119番

通報し、心肺蘇生及びAEDによる除細動を行った。救急車で病院に搬送され、後日、除細動

器を植え込んだ。

◆◆その他健康安全・体育的行事
2020障-33 外貌・露出部分の醜状障害 小4・女

避難訓練の斜降式救助袋訓練において、本児童が降りた際、左足が救助袋内で引っ掛かり、

左足に無理のある体勢のまま滑り降りたため左膝に痛みがあり、立てない状態になった。手術

により、左下腿部に瘢痕が残った。

◆◆その他集団宿泊的行事
2020障-34 外貌・露出部分の醜状障害 小5・男

集団宿泊体験学習中、帰りのバスに乗る前に整列していた際トラブルになり、顔を爪で引っ

かかれた。頬部に線状痕が残った。

2020障-35 外貌・露出部分の醜状障害 小5・女

集団的宿泊的行事中、ベッドからベッドへ飛び移ろうとしたところ、ベッドの縁に顎を強打

した。下顎部に線状痕が残った。

◆◆その他
2020障-36 視力・眼球運動障害 小3・男

校外学習中、公園で他の児童がふざけて木の枝を投げ合ってたところ、その枝が本児童の左
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眼に当たった。左眼の視力及び調節力が減じ、視野狭窄
さく
、外傷性散瞳が残った。

課外指導

◆◆文化的部活動
2020障-37 外貌・露出部分の醜状障害 小4・男

合唱部の練習前、教室の机の上に置いてあった加湿器が倒れた際、近くにいた本児童に熱湯

がかかった。左足部に瘢
はん
痕が残った。

◆◆水泳指導
2020障-38 歯牙障害 小4・女

水泳指導中、プールサイドで足をすべらせて顔面を床に強打し、前歯2本を脱臼し下唇に裂

傷を負った。歯に歯科補綴
てつ
を加えた。

◆◆その他
2020障-39 上肢切断・機能障害 小6・男

体育館でバスケットボールの練習試合中、転がったボールを相手の他の児童と競り合いなが

ら取ろうとしたところ、相手選手の足に引っ掛かって前のめりに転倒し、右手を床についた。

手術により、右肘部の線状痕、右肘関節の機能が低下し、右前腕部が変形した。

2020障-40 外貌・露出部分の醜状障害 小6・男

実験実習室で、夏休みの自由研究として水溶液の炎色反応の実験を行っていた。教員が乳鉢

のアルコールを補充した際、アルコールに引火し、近くで見ていた本児童が炎をかぶり、顔、

首、両腕や両足、肢体の前面部にやけどを負った。全身に瘢痕が残った。

2020障-41 外貌・露出部分の醜状障害 小5・女

児童による大掃除中、教室で教員が床にまいた剥離剤を雑巾で拭いていた際、剥離剤の液で

転び、液がはねて四肢にかかったため、両腕前腕、左膝、右大腿、右下腿に化学火傷を負った。

右大腿部、左膝部、右下腿部に瘢痕が残った。

休憩時間

◆◆休憩時間中
2020障-42 歯牙障害 小5・男

休憩時間中、教室で柔道のまねごとをしていて転倒し、床で顔を打った。歯に歯科補綴を加

えた。

2020障-43 歯牙障害 小3・女

休憩時間中、体育館で自主的に鉄棒の前回りの技を練習していた際、両足を後方に弾みを付
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けた反動で手を放してしまい、上顎前歯部を鉄棒に強打し前歯3本が脱落し、歯肉の裂傷が起

きた。歯に歯科補綴を加えた。

2020障-44 視力・眼球運動障害 小2・男

休憩時間中、廊下を歩いていたところ、他の児童の頭と本児童の左眼がぶつかり負傷した。

複視及び左頬部に感覚障害が残った。

2020障-45 視力・眼球運動障害 小2・女

休憩時間中、水飲み場で、図工の授業の後片付けをしていた際、他の児童とトラブルになり、

他の児童のこぶしが本児童の右眼に当たった。右眼の視力が減退した。

2020障-46 視力・眼球運動障害 小1・女

休憩時間中、運動場のろくぼく付近で遊んでいたら、ろくぼくにぶら下がっていた他の児童

の足が右眼に当たった。右まぶたを欠損した。

2020障-47 下肢切断・機能障害 小4・男

休憩時間中、廊下を歩いていて、転倒し腰を打った。右股関節の疼痛、右下肢の短縮障害、

手術により右臀部に線状痕が残り、右股関節の機能が低下した。

2020障-48 精神・神経障害 小2・女

休憩時間中、体育館で鬼ごっこをしていたところ、走っているときに近くにいた他の児童と

ぶつかり床に頭を強打した。高次脳機能障害が残った。

2020障-49 外貌・露出部分の醜状障害 小1・男

休憩時間中、校庭で遊んでいた。他の児童Aを見つけ、近づく際に他の児童Bと接触し、転

倒した。左眼けん部に線状痕が残った。

2020障-50 外貌・露出部分の醜状障害 小4・男

休憩時間中、本児童は他の児童Aと廊下を歩いていた。その際、死角から飛び出してきた他

の児童Bが、本児童の隣にいた他の児童Aに接触し、児童Aの頭が本児童の右眼に当たった。

複視、右頬部の感覚障害及び線状痕が残った。

2020障-51 外貌・露出部分の醜状障害 小2・男

休憩時間中、運動場で鬼ごっこをしていた際、転倒し、すべり台の階段で左眼けんを強打し

た。左眼部に線状痕が残った。

2020障-52 外貌・露出部分の醜状障害 小2・男

休憩時間中、廊下の窓の手すりに足をかけて遊んでいたところ、手が滑って落下し溝の角で

左眉上を切った。左眉部に線状痕が残った。

2020障-53 外貌・露出部分の醜状障害 小2・女

休憩時間中、運動場で鬼ごっこをしていたところ、他の児童とぶつかり他の児童の歯が本児

童の頬に当たった。右頬部に線状痕が残った。

2020障-54 外貌・露出部分の醜状障害 小3・女

休憩時間中、運動場で持久走をしていた際、他の児童を避けようとしてサッカーゴールの近

くを通ったところ、ゴールポストに足を取られて転倒し、ネットをかけるフックに左足が引っ
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掛かり負傷した。左下腿部に線状痕が残った。

2020障-55 聴力障害 小4・男

休憩時間中、運動場のジャングルジムで遊んでいたところ、付属されているすべり台の上か

ら飛び下りようとした際に足がひっかかり頭から転落して、右耳のあたりを強打した。右耳の

聴力が減退した。

◆◆昼食時休憩時間中
2020障-56 視力・眼球運動障害 小4・男

昼食時休憩時間中、ぶらんこで遊ぶため順番を待っていた際、自分の番が来ず、その場でぐ

るぐると回っていた。目が回っている状態ですべり台に行き、登って滑ろうとしたところ、バ

ランスを崩してすべり台の上から転落し、地面で右眼を強打した。複視が残った。

2020障-57 視力・眼球運動障害 小1・女

昼食時休憩時間中、階段を上っていた際、滑り止めにつまずき転倒し、右眼眉の上を階段で

打った。複視が残った。

2020障-58 手指切断・機能障害 小5・男

昼食時休憩時間中、体育館で音楽会の壮行会後、教員と児童で、ひな壇をステージに運ぶ作

業を行っていた。ステージ下の重いひな壇をステージに上げたところ、ひな壇がコンセントの

金具に引っ掛かり、本児童が指摘しようとして指を出したところ、ひな壇が動き、本児童の左

第2指が下敷きになった。左第2指の指骨の一部を失った。

2020障-59 上肢切断・機能障害 小6・男

昼食時休憩時間中、ふだんから車いすを使用している本児童は運動場に出た。他の児童が車

いすを押した際、シートベルトをしていなかったため、はずみで本児童が車いすから落ち、右

腕が身体の下になり、右肩関節を負傷した。右肩関節の機能が低下した。

2020障-60 精神・神経障害 小2・男

昼食時休憩時間中、校庭で遊んでいたところ、後方にいた、背の低い他の児童の頭と本児童

の眼部がぶつかった。左頬部及び鼻部の感覚障害が残った。

2020障-61 精神・神経障害 小4・女

昼食時休憩時間中、運動場で他の児童数人と鉄棒の「こうもり」という技をしていた。本児

童と他の児童ひとりが残り、疲れてきたため鉄棒から下りたとき、腰を痛めた。両下肢の対麻

痺
ひ
が残った。

2020障-62 外貌・露出部分の醜状障害 小6・男

昼食時休憩時間中、運動場で自分の身長より高い鉄棒に足をかけ上体を起こそうとしたと

き、手が滑って落下し、地面に右肘をぶつけた。手術により、右肘部に線状痕が残った。

2020障-63 外貌・露出部分の醜状障害 小3・男

昼食時休憩時間中、校庭の倉庫前で走って遊んでいたところ、倉庫の陰から走ってきた他の

児童とぶつかり、左まぶたの上を切った。左眼けん部に線状痕が残った。
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2020障-64 外貌・露出部分の醜状障害 小1・男

昼食時休憩時間中、校庭の隅に置いてあった花壇用コンクリートの上で遊んでいたところ、

足を滑らせて転倒し、前額部をぶつけ、挫創を負った。前額部に線状痕が残った。

2020障-65 外貌・露出部分の醜状障害 小3・男

昼食時休憩時間中、運動場で鬼ごっこをしていた。勢いよく走っていたため、他の児童と正

面衝突し、右眼上に大きな傷ができた。前額部に線状痕が残った。

2020障-66 外貌・露出部分の醜状障害 小5・女

昼食時休憩時間中、集積所を囲っている鉄パイプに足をかけ、体の向きを変えようとしたと

ころ、体勢を崩し、囲いから落ちて地面に手をついて左腕を骨折し、左前腕に瘢
はん
痕が残った。

2020障-67 外貌・露出部分の醜状障害 小1・女

昼食時休憩時間中、運動場で鬼ごっこをしていて鬼を見つけたため、ぶらんこ方面に走って

ぶらんこのA字型の支柱の横棒の下をくぐろうとしたところ、左眼付近を支柱にぶつけて、眼

けんから出血した。左上眼けん部に線状痕が残った。

2020障-68 外貌・露出部分の醜状障害 小3・女

昼食時休憩時間中、他の児童と目をつぶりながら廊下を走っていたら柱にぶつかり、右前額

部を負傷した。右前額部に線状痕が残った。

2020障-69 聴力障害 小4・女

昼食時休憩時間中、体育館でボールを2個使用してドッジボールをしていたところ、ボール

が右耳に当たった。右耳の耳鳴りの障害が残った。

◆◆始業前の特定時間中
2020障-70 視力・眼球運動障害 小2・女

始業前の特定時間中、他の児童Aと廊下を歩いて教室に向かっていたところ、追いかけられ

て走ってきた他の児童Bの頭部と本児童の右顔面が当たった。複視が残った。

2020障-71 精神・神経障害 小5・男

始業前の特定時間中、体育館で他の児童と遊んでいたところ、他の児童の体が首元に当たっ

て首の痛みを感じた。右頚
けい
部から右上腕部に疼痛が残った。

2020障-72 外貌・露出部分の醜状障害 小2・男

始業前の特定時間中、教室で他の児童と遊んでいた際、右手でふざけて他の児童を殴ろうと

したところ、教室のドアのガラスに当たり、ガラスが割れ腕を引き抜こうとした際に、右腕を

数か所切った。右前腕に瘢痕が残った。

◆◆授業終了後の特定時間中
2020障-73 精神・神経障害 小6・男

授業終了後の特定時間中、玄関を出たところで他の児童とけんかになった。つかみ合いにな

り倒れた際、コンクリートで右肘を強打した。右肘部の疼痛が残った。
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2020障-74 精神・神経障害 小1・女

授業終了後の特定時間中、下校のため昇降口に向かっていたところ、階段でつまずいて右第

1趾をひねった。右足部に疼痛が残った。

通学中

◆◆下校（降園）中
徒歩
2020障-75 視力・眼球運動障害 小2・男

徒歩で下校中、他の児童が拾った弓矢を放ち、その矢が本児童の右眼に刺さった。右眼を失

明し、調節力、注視野の広さが減じ、視野狭窄
さく
、外傷性散瞳が残った。

2020障-76 外貌・露出部分の醜状障害 小1・女

徒歩で下校中、前方に他の児童を見つけ、追いつくために走ったところ、持っていた傘につ

まずき転倒し額から左頬にかけて、腫れと擦り傷を負った。左頬部に瘢
はん
痕が残った。
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2　中学校における障害の事例

各教科等

◆◆体育（保健体育）
マット運動
2020障-77 精神・神経障害 中1・男

体育の授業中、体育館でマット運動を行っていた。後転をした際、うまく手がつけず首を

捻った。右上肢に麻痺
ひ
が残った。

2020障-78 精神・神経障害 中1・女

武道場で体育の授業中、倒立前転を練習していた際、バランスを崩して倒れ、右肩を畳に

打った。右肩部に疼痛が残った。

2020障-79 外貌・露出部分の醜状障害 中1・男

体育の授業中、体育館で跳び前転の練習をしていたところ、着手の際にバランスを崩し、左

腕に自分の全体重がかかり負傷した。手術により、左前腕部に線状痕と左肘関節の機能が低下

した。

持久走・長距離走
2020障-80 歯牙障害 中1・男

体育の授業中、学校近くの公道で持久走の練習をしていたところ転倒し、頭部、胸部、口唇、

口くう内を負傷した。歯に歯科補綴
てつ
を加えた。

2020障-81 精神・神経障害 中3・男

体育の授業中、持久走をしていた。運動場を5周走り終えた後、他の生徒から受けとった上

着を地面に広げ、横たわった。教員が119番通報し、救急車で病院に搬送され、後日、除細動

器を植え込んだ。また、身体性機能障害として四肢麻痺が残った。

走り高跳び
2020障-82 歯牙障害 中3・男

体育の授業中、体育館で走り高跳びをしていたところ、着地に失敗し、口に左膝が当たり歯

牙と左膝を負傷した。歯に歯科補綴を加えた。

走り幅跳び
2020障-83 せき柱障害 中2・男

体育の授業中、走り幅跳びの測定の際、砂場への着地で尻を強打し、背中に激しく痛みを感

じた。せき柱に変形障害が残った。

ドッジボール
2020障-84 歯牙障害 中3・男

体育の授業中、体育館でドッジボールの試合をしていた際、他の生徒からのボールをお腹で

受け止め、お尻を後ろに引いた際に足が後ろに滑り、ボールを抱えたまま転倒し、顔面を床に



22

ぶつけ歯が1本抜け他の歯も損傷した。歯に歯科補綴
てつ
を加えた。

サッカー・フットサル
2020障-85 胸腹部臓器障害 中3・男

体育の授業中、運動場でサッカーの試合をしていたところ、突然倒れた。教員が119番通報

し、教員、生徒及び養護教諭が胸骨圧迫及びAEDによる除細動を行い救急車で病院に搬送さ

れた。後日、除細動器を植え込んだ。

テニス（含ソフトテニス）
2020障-86 上肢切断・機能障害 中2・男

体育の授業中、テニスコートでテニスをしていた際、他の生徒が打ったボールを打ち返そう

とボールを追ったところ、足が滑り転倒し、膝と左手を地面に強く打ちつけた。また、約1年

後、ハンドボール部の練習中、ボールを左手でキャッチしようとした際、左手首を捻った。左

手関節に疼痛が残り、機能が低下した。

ソフトボール
2020障-87 歯牙障害 中3・男

体育の授業中、運動場でソフトボールを行っていた際、他の生徒が振った金属バットが手か

らすり抜け、近くにいた本生徒の顔面に直撃し顔面、口くう内、頭部を負傷した。歯に歯科補

綴を加えた。

2020障-88 胸腹部臓器障害 中3・男

体育の授業中、運動場でソフトボールをしていた。キャッチボールをしていた際、投げよう

としたときに前のめりに倒れた。教頭が119番通報し、養護教諭が胸骨圧迫及びAEDによる除

細動を行った。救急車で病院に搬送され、後日、除細動器を植え込んだ。

2020障-89 外貌・露出部分の醜状障害 中1・男

体育の授業中、運動場でソフトボールのバッティング練習をしていた。本生徒はキャッ

チャーをしていて、他の生徒が投げたボールをキャッチできず、転がったボールを拾う際、隣

で他の生徒が振っていたバットが本生徒の頭部に直撃した。前額部に線状痕が残った。

ハンドボール
2020障-90 視力・眼球運動障害 中2・男

体育の授業中、運動場でハンドボールの試合をしていた際、シュートされたボールをカット

しようとして、手を挙げたところ、ボールが間をすり抜け、右眼に当たった。右眼の視力が減

退し、視野の中心に暗点が残った。

バスケットボール
2020障-91 歯牙障害 中3・男

体育の授業中、体育館でバスケットボールの二線速攻の練習をしていたところ、振り向いた

際に前進してきた他の生徒の額と本生徒の前歯が当たった。歯に歯科補綴を加えた。

2020障-92 手指切断・機能障害 中3・女

体育の授業中、体育館でバスケットボールをしていた際、ボールを捕り損ね、左第5指を強



21� 障　害　編

くついた。左第5指の機能を失った。

柔道
2020障-93 せき柱障害 中2・男

体育の授業中、武道館で柔道をしていた際、ふたりで横受け身を取るときに回転が不十分で

あったため、腰から畳に落下した。せき柱に変形障害が残った。

準備・整理運動
2020障-94 胸腹部臓器障害 中2・女

体育の授業中、体育館でウォーミングアップとしてランニングをしていたときに急に心臓に

痛みが走り、前のめりに転倒した。校長が119番通報し、養護教諭が心肺蘇生、AEDによる除

細動を行った。救急車で病院に搬送され、後日、除細動器を植え込んだ。

体操（組体操）
2020障-95 上肢切断・機能障害 中2・男

運動場で体育の授業中、組体操の練習の際に、技を決めた後バランスを崩し、高さ1mほど

の所から右手側より滑り落ち落下して右肘を負傷した。右肘関節の機能が低下した。

その他
2020障-96 歯牙障害 中2・男

体育の授業中、体育館で体育祭の種目の練習をしていたとき、足が棒に引っ掛かり前のめり

に転倒し床に前歯と肘をぶつけた。歯に歯科補綴を加えた。

2020障-97 歯牙障害 中1・男

体育館で体育の授業中、授業の終わりの挨拶で他の生徒Aが本生徒を追いかけようとしたの

で、本生徒が逃げた際、他の生徒Bの足に引っ掛かって顔面から転倒し、前歯を強打した。歯

に歯科補綴を加えた。

2020障-98 精神・神経障害 中3・男

体育の授業中、運動場で、団体種目の「背中渡り」の練習を行っていたところ、上を走って

いた他の生徒が、本生徒のところで2回落下し本生徒の頚
けい
部と右肘に当たった。頚部の疼痛及

び頚部と両上肢の感覚障害が残った。

◆◆家庭（技術・家庭）
2020障-99 視力・眼球運動障害 中2・男

技術の授業中、畑で除草作業をしていた際、使用していたカマカギの金属片と思われる異物

が右眼に入った。右眼を失明した。

◆◆総合的な学習の時間
2020障-100 視力・眼球運動障害 中3・男

総合的な学習の時間中、運動場でターゲットバードゴルフをしていた。斜め前にいた他の生

徒がボールを打ち、その生徒の振ったゴルフクラブが本生徒の左顔面に強く当たった。左眼の
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視力が減退し、視野の中心に暗点が残った。

2020障-101 手指切断・機能障害 中2・男

職場体験中、プレス機での作業中に物が落ちたと思って取ろうとしたところ、しゃがんだ際

に左足でプレス機のペダルを踏み、プレス機にかけていた左第2指が挟まれた。左第2指の指

骨の一部を失った。

2020障-102 外貌・露出部分の醜状障害 中2・女

総合的な学習の時間中、運動場で体育祭のリレーの練習をしていた際、バトンを渡そうとし

て足がもつれ転倒し左大腿部を負傷した。手術により、左大腿部に線状痕が残った。

◆◆その他の教科
2020障-103 上肢切断・機能障害 中3・男

特別支援教室での授業中、カッターナイフで紙を切っていたときに左第1指と左第2指の指

先を切った。左第1指に瘢
はん
痕が残り、指骨の一部を失った。

2020障-104 精神・神経障害 中2・女

社会の授業中、心が落ち着かず校舎の外にとび出た際転倒し、左足、両手を負傷した。左足

関節の疼痛が残った。

特別活動（除学校行事）

◆◆学級（ホームルーム）活動
2020障-105 精神・神経障害 中1・女

ホームルーム活動中、教室の自席に座っていた際、後方から他の生徒が走ってきて本生徒の

右首、右肩に衝突した。頚
けい
部、肩部に疼痛が残った。

2020障-106 外貌・露出部分の醜状障害 中2・女

入学式終了後、校門近くの桜の木を背景に、花壇のレンガに乗り、集合写真を撮っていたと

ころ、突然後ろの花壇のレンガ(高さ約70cm)が倒れ、右足の下腿部にレンガが当たり負傷し、

右下腿部に瘢痕が残った。

2020障-107 外貌・露出部分の醜状障害 中1・女

学級活動中、体育館で大縄跳びの縄を2本結び、それを使い体育祭へ向けて綱引きの練習を

していた。双方から引っ張り合っていたところ、その縄が切れ本生徒の顔面に当たり、右眼、

右頬を負傷した。右眼下、右頬部に線状痕が残った。
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学校行事

◆◆文化的行事
2020障-108 視力・眼球運動障害 中2・男

音楽鑑賞会の移動中、バスの中で他の生徒とふざけあっていたところ、他の生徒の肘が本生

徒の左眼の下部に当たった。複視が残った。

2020障-109 視力・眼球運動障害 中1・男

朝礼終了後、学園祭の準備のため整列して教室を出るとき、本生徒がふざけて出入口のドア

を閉めたため、後ろにいた生徒がドアにぶつかり、怒って本生徒の左眼を殴った。左眼の調節

力が減じた。

◆◆運動会・体育祭
2020障-110 下肢切断・機能障害 中1・男

体育祭の予行練習中、校庭で走っていたときに転倒し、右大腿部を地面に強打した。腰部の

疼痛、右下肢の短縮障害が残り、右股関節の機能が低下した。

2020障-111 精神・神経障害 中1・女

体育館で体育祭の前日準備中、ステージに立てかけてあった3卓の長机が倒れてきて本生徒

の頭部に当たり、近くのピアノと長机の間に挟まれ、首と肩を打撲し、頚椎捻挫を負った。両

上肢に感覚障害が残った。

◆◆競技大会・球技大会
持久走・長距離走

2020障-112 胸腹部臓器障害 中1・男

マラソン大会に向けた練習中、15分間で約２,500m走った後、フラフラと歩き出し、突然倒

れた。教頭が119番通報し、養護教諭が胸骨圧迫及びAEDによる除細動を行った。救急車で病

院に搬送され、後日、除細動器を植え込んだ。

サッカー・フットサル
2020障-113 視力・眼球運動障害 中2・男

球技大会中、運動場でサッカーをしていた際、他の生徒の蹴ったボールが左眼に当たった。

左眼に視野狭窄
さく
が残った。

バスケットボール
2020障-114 胸腹部臓器障害 中2・男

球技大会中、体育館でバスケットボールのゲームを行っていた際、対戦相手の生徒と激しく

ぶつかった。その後、しばらくして意識を失い倒れた。保健体育科教員が119番通報し、養護

教諭が胸骨圧迫及びAEDによる除細動を行った。救急車で病院に搬送され、後日、除細動器

を植え込んだ。
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◆◆その他健康安全・体育的行事
2020障-115 精神・神経障害 中1・男

集団宿泊的行事中、山の斜面を登っていて、かがんだところ、上から落石があり左側頭部に

落石が直撃した。その反動で右側に倒れ、斜面で右側頭部を打撲した。高次脳機能障害、身体

性機能障害として右片麻痺
ひ
、頭部の組織陥没が残った。

2020障-116 外貌・露出部分の醜状障害 中2・男

集団宿泊的行事でスキー学習をしていたところ、前方に転倒していたふたりを避けようとし

た際に、右足のスキー板が引っ掛かって外れ、転倒した。手術により、左下腿部に瘢
はん
痕が残った。

◆◆遠足
2020障-117 精神・神経障害 中2・男

校外学習中、公園のベンチに正座して弁当を食べていたところ、友人にふざけて背中を押さ

れベンチから落ち左腕を地面についた。左肘部及び左前腕部に疼痛、手術により左肘部に瘢痕

が残った。

◆◆その他集団宿泊的行事
2020障-118 下肢切断・機能障害 中1・男

学校外の宿泊施設で集団宿泊的行事中、集合場所の列に急いで並ぼうとした際、後ろに下

がってきた他の生徒と接触して転倒し右足を負傷した。右下肢の短縮障害が残った。

課外指導

◆◆体育的部活動
水泳部

2020障-119 精神・神経障害 中2・男

水泳部の部活動準備中、プールに飛び込んで、底に頭部を強く打った。両前腕に感覚障害が

残った。

陸上競技部
2020障-120 視力・眼球運動障害 中2・男

陸上部の練習中、後転倒立を行う練習をしていたところ、うまくできずに何度も頭部・頚
けい
部

を打ち、帰宅後も全身のだるさや頭や首の痛みがあった。翌日の授業中に頭部・頚部の痛みが

増強し、両眼とも右側部分の視野が欠損して、黒板の文字が見えなくなった。右眼の視力が減

退した。

2020障-121 精神・神経障害 中2・男

陸上競技部の朝練習中、校庭で100mを数本走った後、降雨のため、校舎内の廊下でリレー

を行った。約70mを2回走った後、床に座り込んだのち仰向けになり、動けなくなった。高次
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脳機能障害、身体性機能障害として右片麻痺が残った。

2020障-122 胸腹部臓器障害 中1・男

廊下で陸上競技部の朝練習中、床に腹ばいになり両手両足を伸ばして背筋を反らす運動を複

数回行った際、床と身体の間に睾
こう
丸が挟まり痛みが出た。左の睾丸を欠損した。

サッカー・フットサル部
2020障-123 歯牙障害 中2・男

運動場でサッカー部の練習中、他の生徒が蹴ったボールが本生徒の足元に来て跳ね返り、前

歯に当たった。歯に歯科補綴
てつ
を加えた。

2020障-124 視力・眼球運動障害 中2・男

運動場でサッカー部の練習中、ミニゲームをしていてパスを受けようとした際、ボールが左

眼に当たった。左眼の視力が減退した。

2020障-125 視力・眼球運動障害 中2・男

運動場でサッカー部の練習中、本生徒が勢いよく蹴ったボールが、他の生徒の足に当たって

跳ね返り、本生徒の左眼に当たった。左眼の視野の中心に暗点が残った。

2020障-126 視力・眼球運動障害 中2・男

運動場でサッカー部の練習中、他の生徒が蹴ったボールが至近距離で左眼に当たった。左眼

の視野の中心に暗点が残った。

2020障-127 視力・眼球運動障害 中2・男

他校の運動場でサッカー部の練習試合中、相手の他の生徒が蹴ったボールを、近距離で左眼

に受けた。左眼の視力が減退し、視野狭窄
さく
が残った。

2020障-128 視力・眼球運動障害 中2・男

運動場でサッカー部の試合中、相手チームの他の生徒が蹴り上げた足先が、本生徒の左眼の

下に当たった。複視が残った。

2020障-129 視力・眼球運動障害 中2・男

校外の運動場でサッカー部の練習試合中、他の生徒が蹴ったボールが近距離で右眼に当たっ

た。右眼の視野の中心に暗点が残った。

2020障-130 視力・眼球運動障害 中1・男

運動場でサッカー部の練習中、ゲーム形式の練習をしていた際、本生徒がシュートしたボー

ルを他の生徒が止めようとしたところボールが跳ね返り、至近距離で左眼を直撃した。左眼の

視力が減退した。

2020障-131 外貌・露出部分の醜状障害 中1・男

サッカー部の活動前、クラブハウスの出入り口付近でしゃがんで靴ひもを結んでいたとこ

ろ、他の生徒が蹴ったボールが近くに置いてあった本生徒の水筒に当たり、跳ね返った水筒が

本生徒の額に当たって右眼上が切れた。前額部に線状痕が残った。

2020障-132 聴力障害 中1・男

サッカー部の練習中、運動場で、サッカーゴールを立ち上げる作業を6人で行っていた際、
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他の生徒ひとりが重さに耐えきれず、手を離してしまい、ゴールポストが地面に落下した際の

衝撃音により、左耳の聴力が減退した。

テニス部（含ソフトテニス）
2020障-133 下肢切断・機能障害 中1・女

テニス部の練習後、更衣室に向かう途中に突然倒れた。119番通報し教員が心肺蘇生を行い、

救急車で病院に搬送された。頭部、両下肢、胸腹部の瘢
はん
痕が残り、右第1〜5趾及び右足関節、

左足関節の機能を失った。

2020障-134 精神・神経障害 中2・女

テニス部の練習中、ゲーム形式の練習をしていた際、腹痛を訴え、部活動終了まで休憩して

いた。部活動を終え、他の生徒と下校していた際、腹痛と息苦しさを訴え歩けなくなり、前の

めりに倒れ込んだ。救急車で病院に搬送されたが、高次脳機能障害及び身体性機能障害として

四肢麻痺
ひ
が残った。

2020障-135 胸腹部臓器障害 中3・男

ソフトテニス部の練習中、テニスコートでボールを取りに行こうと全速力で走ったところ、

ネットの露出したワイヤー部分に腹部を強打して転倒した。胆のうを失った。

野球部（含軟式）
2020障-136 歯牙障害 中2・男

野球部の練習中、運動場でバッティング練習をしていたところ、隣の生徒が振ったバットが

顔面に当たり歯が折れた。歯に歯科補綴
てつ
を加えた。

2020障-137 歯牙障害 中1・男

学校外の運動場で、野球部の試合前練習中、ノックをしていた部活動顧問の足元にボールが

転がっていたため、取ろうとしたところ、部活動顧問が振ったバットが口元を直撃し歯や唇等

を負傷した。歯に歯科補綴を加えた。

2020障-138 歯牙障害 中3・男

野球部の練習後、部室に戻る途中で、前を歩いていた他の生徒の歩きながら振ったバットが、

後ろを歩いていた本生徒の口に当たり、唇が切れ、歯を脱臼、破折した。歯に歯科補綴を加え

た。

2020障-139 視力・眼球運動障害 中3・男

学校外の運動場で野球部の試合中、打席でボールを打とうとしたところ、バットのグリップ

に当たった打球が右眼に直撃し、右眼の視力が減退した。

2020障-140 視力・眼球運動障害 中3・男

他校の運動場で野球部の練習試合中、相手チームのピッチャーが投げたボールを本生徒が

打ったところ、打ったボールが左眼を直撃した。左眼に外傷性散瞳が残った。

2020障-141 視力・眼球運動障害 中3・男

運動場で野球部の練習中、バッティング練習で自打球が左眼に当たった。左眼の視力が減退

した。
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2020障-142 視力・眼球運動障害 中1・男

他校の運動場で野球部の練習試合中、自打球が左眼に当たった。左眼の視力が減退し、外傷

性散瞳が残った。

2020障-143 視力・眼球運動障害 中1・男

学校外の運動場で野球部の練習試合中、自打球が左眼に当たった。左眼の視力が減退した。

2020障-144 視力・眼球運動障害 中1・男

運動場で野球部の練習中、三塁と本塁との間で挟殺プレーをしていた。キャッチャーをして

いた本生徒の左眼にサードからの送球が当たった。左眼に外傷性散瞳が残った。

2020障-145 視力・眼球運動障害 中1・男

運動場で野球部のロングティーバッティング練習で、打球を補球していた際、捕球した球を

籠に入れて、起き上がろうとしたところ、打球が右眼に当たった。右眼の視力が減退した。

2020障-146 視力・眼球運動障害 中2・男

野球部の練習中、運動場でトスバッティングのトスをする役割を担っていた際、他の生徒が

打ったボールが眼鏡をかけている本生徒の右眼を直撃した。右眼の調節力が減じた。

2020障-147 視力・眼球運動障害 中1・男

野球部の練習中、運動場で、狭殺のプレーの練習をしていたところ、相手が投げたボールが

走者と重なり見えなくなったため捕球できず、ボールが右眼に直撃した。右眼に外傷性散瞳が

残った。

2020障-148 視力・眼球運動障害 中2・男

運動場で野球部の練習中、打撃練習の際に打球がワンバウンドして右眼を直撃した。右眼の

視力が減退し、視野の中心に暗点が残った。

2020障-149 視力・眼球運動障害 中1・男

野球部の練習前、着替えをしていて、他の生徒が投げた松かさが右眼に当たった。右眼の視

力の減退、視野の中心に暗点、外傷性散瞳が残った。

2020障-150 下肢切断・機能障害 中2・男

学校外の運動場で野球部の試合中、守備についていた際、ホームベース上で滑り込んできた

他の生徒の足と本生徒の左足首がぶつかり負傷した。手術により、左足関節部に瘢痕が残り、

機能が低下した。

2020障-151 下肢切断・機能障害 中2・男

学校外の運動場で野球部の練習試合中、盗塁をしようとスライディングをした際、右足を引

きずり負傷した。右下肢の短縮障害が残った。

2020障-152 精神・神経障害 中1・男

夏季休業中の野球部の練習中、階段でトレーニングを行っていた際、突然よろけて階段を踏

み外して倒れ、左側頭部を打った。教員Aの指示により休憩していたところ、身体が冷たくな

り、けいれんを起こし、意識が遠のいていった。教員Bが119番通報し、駆けつけた教員Cと教

員Bが心肺蘇生及びAEDを装着した。AEDの解析結果は「ショック不要」であった。救急車
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で病院に搬送されたが、高次脳機能障害及び身体性機能障害として、左片麻痺
ひ
及び右下肢の単

麻痺が残った。

2020障-153 精神・神経障害 中3・男

野球部の試合中、学校外の運動場でキャッチャーをしていた際、ピッチャーから投球された

ボールを捕る手前でイレギュラーバウンドして右第3指に当たった。右第3指の疼痛が残っ

た。

2020障-154 胸腹部臓器障害 中2・男

他校の運動場で野球部の練習試合中、ヘッドスライディングをした際、股間を打撲した。左

の睾
こう
丸を欠損した。

ハンドボール部
2020障-155 外貌・露出部分の醜状障害 中1・女

ハンドボール部の遠征中、学校外の体育館で交流試合をしていた。ジャンプシュートをした

際、着地でバランスを崩して顔面を強打し、右眉上を切った。右前額部に線状痕が残った。

バレーボール部
2020障-156 歯牙障害 中2・女

バレーボール部の練習試合後、他校体育館の雑巾がけをしていたところバランスを崩し、前

方に転倒した。その際前歯を強打し、歯に歯科補綴
てつ
を加えた。

2020障-157 歯牙障害 中2・女

バレーボール部の練習中、体力づくりのため廊下で雑巾がけをしていた。その際、足を滑ら

せて顔から床に倒れた。歯に歯科補綴を加えた。

2020障-158 精神・神経障害 中1・女

バレーボール部の練習中、後片付けをしていたところ、急にふらふら歩き出し、体育館の床

に倒れた。119番通報し、救急車で病院に搬送されたが、高次脳機能障害、身体性機能障害と

して片麻痺が残った。

2020障-159 せき柱障害 中2・女

バレーボール部の練習中、体育館の2階に上がったボールを取りに行き、はしごを使って下

りていたところ、手が滑ってはしごから転落した。その際、左手、臀部を床に強く打ち付けた。

せき柱に変形障害が残った。

2020障-160 せき柱障害 中2・女

バレーボール部の練習中、体育館で準備運動の一環として逆立ちをしていたところ、バラン

スを崩して転倒し、背骨を床に強打した。せき柱に変形障害が残った。

バスケットボール部
2020障-161 歯牙障害 中2・男

バスケットボール部の練習中、校舎間の広いスペースでダッシュをしていたところ、渡り廊

下に敷いてあるマット固定板につまづき壁に激突し両前歯を強打した。歯に歯科補綴を加え

た。
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2020障-162 視力・眼球運動障害 中3・女

体育館でバスケットボール部の練習中、複数の部員が一度にシュート練習を行っていたとこ

ろ、リングに当たったボールの一つが左眼に直撃した。複視が残った。

2020障-163 視力・眼球運動障害 中3・女

体育館でバスケットボール部の練習試合中、相手の他の生徒が至近距離で投げたボールが左

眼に当たった。左眼の視力及び調節力が減退し、複視及び左眼に視野狭窄
さく
が残った。

2020障-164 上肢切断・機能障害 中2・女

他校の体育館でバスケットボール部の練習試合中、走っていて足がもつれ転倒し、右肘を強

打した。右肘関節の機能が低下した。

2020障-165 精神・神経障害 中2・男

体育館でバスケットボールの試合中、パスカットをしようとした際に左第3指を突いた。左

第3指に疼痛が残った。

2020障-166 精神・神経障害 中2・男

バスケットボール部の練習中、体育館のコート内でダッシュ練習の途中で、よろけるように

転倒し、すぐに起き上がって走ろうとして再び倒れた。教頭が119番通報し、校長と養護教諭

が心肺蘇生、AEDの装着を行った。AEDの解析結果は「ショック不要」であった。救急車で

病院に搬送されたが、高次脳機能障害が残った。

2020障-167 精神・神経障害 中2・女

夏季休業中のバスケットボール部の練習中、本生徒は体育館内を所定の時間走り、そこへ顧

問が「大丈夫か？」と声を掛けたところ、「だいじょばないです。」と答え、その言葉とふてく

されたような様子に、顧問は体育館に響き渡るような声で強く叱責し、本生徒は泣き出した。

顧問から強く叱責されたことから不登校となり、非器質性精神障害が残った。

2020障-168 胸腹部臓器障害 中1・男

バスケットボール部の練習中、体育館でウォーミングアップとして3分間走をしていたとこ

ろ、突然倒れた。教員が119番通報し、心肺蘇生及びAEDによる除細動を行った。救急車で病

院に搬送され、後日、除細動器を植え込んだ。

2020障-169 外貌・露出部分の醜状障害 中2・男

バスケットボール部の練習中、校舎内を走っていた際に、階段でつまずいて転倒し、前額部

及び右下腿部を負傷した。左前額部に線状痕が残った。

2020障-170 外貌・露出部分の醜状障害 中1・女

体育館でバスケットボール部の練習中、パスされたボールをキャッチできず、コートの外に

出たボールを取りにいったとき、コートの外を走って戻ってきた他の生徒と接触し、相手の歯

が本生徒の右眼の上に当たり、切り傷を負った。右眼けん部に瘢
はん
痕が残った。

バドミントン部
2020障-171 歯牙障害 中1・男

バドミントン部の練習中、昇降口前のロータリーで背走をしていた。前からバックしてきた
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他の生徒と接触し、半回転しながら転倒した際にアスファルト面に顎をぶつけて、前歯2本が

抜けた。歯に歯科補綴
てつ
を加えた。

2020障-172 視力・眼球運動障害 中1・男

バドミントン部の練習中、体育館でスマッシュのノック練習をしていたところ、斜め前の他

の生徒が打ったシャトルが飛んできて左眼に当たった。左眼に外傷性散瞳が残った。

2020障-173 視力・眼球運動障害 中1・男

体育館でバドミントン部の練習中、ネットを挟んでブッシングの練習をしていた。本生徒が

投げたシャトルを他の生徒が打ち返した際、右眼にシャトルが当たった。右眼の調節力が減

じ、外傷性散瞳が残った。

2020障-174 精神・神経障害 中2・男

学校外の体育館でバドミントン部の大会中、1試合目に腰に痛みを感じた。その後、経過観

察しながら、残りの試合にも出場したが、最後の5試合目終了後は痛みがひどくなった。腰部

の疼痛が残った。

2020障-175 精神・神経障害 中1・女

バドミントン部の練習中、校舎と運動場の間の道でランニングをしていた。1周目は他の生

徒と一緒に走り、2周目から各自のペースで走っていたところ、2周目のゴール手前で倒れた。

119番通報し、救急車で病院に搬送されたが、両眼を失明し、流動食以外は摂取できなくなり、

高次脳機能障害、身体性機能障害として四肢麻痺
ひ
が残った。

柔道部
2020障-176 歯牙障害 中3・女

柔道部の練習前、武道場へ向かうため屋外通路を歩いて移動していたところ、ソフトボール

部の生徒が素振りをしていたバットが口元に当たり負傷した。歯に歯科補綴を加えた。

2020障-177 手指切断・機能障害 中2・男

柔道部の活動中、学校外の武道場で大会の準備をしていたところ、パイプいすを台車に乗せ

運んでいた際に台車と壁の間に左第1指を挟んだ。左第1指の機能を失った。

2020障-178 精神・神経障害 中2・男

学校外の体育館で柔道部の大会中、団体戦の試合に出場した後、座って次の試合の応援をし

ていた。試合が終わったときに、監督が後ろを振り返ると、本生徒が倒れており、意識が低下

し、四肢麻痺や反応、言動の異常が見られた。すぐに119番通報し、ドクターヘリで病院に搬

送された。高次脳機能障害及び身体性機能障害として左片麻痺が残った。

2020障-179 精神・神経障害 中3・男

柔道部の練習中、武道場で投げ込み練習をした。大内刈りから大外刈りの連絡技で投げられ

た際、頭を打った。高次脳機能障害、身体性機能障害として片麻痺が残った。

剣道部
2020障-180 精神・神経障害 中2・男

剣道部で他校との合同合宿において、午前の練習中に、体調不良を訴え、病院に移送したと
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ころ、熱中症と診断された。2日目、3日目は前日の熱中症がまだ改善していないため10分か

ら15分の素振りを行った後ストレッチをしながら見学をした。合宿を境に、不眠、悪夢、呼吸

障害、不安障害、起床困難、聴覚過敏、フラッシュバックによる多汗症などの不定愁訴を訴え

るようになり、非器質性精神障害が残った。

◆◆その他
2020障-181 精神・神経障害 中3・女

教室で英語技能検定の補習を行った。休憩中の教員との雑談の中で、SNSアカウントの交換

を求められたり、性的な質問を受けたりした。また、教員が会話の内容について内緒にするよ

う本生徒に要求した。精神的な負担による非器質性精神障害が残った。

休憩時間

◆◆休憩時間中
2020障-182 視力・眼球運動障害 中1・男

休憩時間中、廊下で先生に注意された他の生徒をからかったところ、他の生徒が自身のベル

トを外して本生徒をベルトで叩いた際、右眼に当たった。右眼の視力が減退し、視野の中心に

暗点が残った。

2020障-183 上肢切断・機能障害 中2・男

休憩時間中、隣の学級の生徒に会いに行こうとした際、入口に他の生徒がいたため、どいて

もらおうとしたところ、他の生徒が怒ったためその場から逃げた。追いかけてきた他の生徒に

押され、両手を壁にぶつけた。骨折により、左前腕が変形した。

2020障-184 精神・神経障害 中3・男

休憩時間中、3階の水飲み場の窓から転落し、頭部を含め全身を打撲した。両下肢の対麻痺

が残った。

2020障-185 精神・神経障害 中1・女

休憩時間中、体育館の鉄の扉を開け中へ入ろうとしたところ、扉と床の間に足が入り込んで

右第2趾を負傷した。右第2趾に疼痛が残った。

◆◆昼食時休憩時間中
2020障-186 歯牙障害 中2・男

昼食時休憩時間中に教室前の廊下で、野球バットを額に当て、軸にしてぐるぐる回ったとこ

ろ、目が回りすぎて歩けず前のめりに転倒し、木の床に口と歯を打ち付けた。歯に歯科補綴を

加えた。

2020障-187 歯牙障害 中2・女

昼食時休憩時間中、廊下で他の生徒とどれだけ足が上がるか試していたところ、勢い余って
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転倒し、顔面を床にぶつけ、上前歯を痛めた。歯に歯科補綴
てつ
を加えた。

2020障-188 視力・眼球運動障害 中2・男

昼食時休憩時間中、運動場でサッカーをしていたところ他の生徒とトラブルとなり、右眼を

殴られた。右眼に外傷性散瞳が残った。

2020障-189 視力・眼球運動障害 中3・男

昼食時休憩時間中、体育館でバドミントンをしていたところ、他の生徒が打ったシャトルが

本生徒の右眼に当たった。右眼に外傷性散瞳が残った。

2020障-190 視力・眼球運動障害 中3・男

昼食時休憩時間中、他の生徒が蹴ったボールを片付けたところ、他の生徒が怒り、昇降口で

左眼や顎付近を殴られ、うずくまったところ後頭部を踏まれた。複視が残った。

2020障-191 手指切断・機能障害 中2・男

昼食時休憩時間中、鬼ごっこをしていたところ、トイレに逃げ込み自身でドアを勢いよく閉

めた際、右第4指を挟んだ。右第4指の機能を失った。

2020障-192 上肢切断・機能障害 中3・男

昼食時休憩時間中、運動場でサッカーをしていたところ、他の生徒がボールを取るためスラ

イディングをしてきた。それを避けようとジャンプし着地した際、バランスを崩し地面に両手

をついた。右手関節の機能が低下した。

2020障-193 下肢切断・機能障害 中2・男

昼食時休憩時間中、校舎内の階段を下りていたところ転倒して頭部を打撲し左足が動かなく

なった。左膝関節部に偽関節が残った。

2020障-194 精神・神経障害 中2・男

昼食時休憩時間中、廊下で他の生徒とプロレスごっこをしているときに転倒し、頭部と腰部

を強打した。頭痛及びめまいが発現するようになり、全身の疼痛が残った。

2020障-195 精神・神経障害 中3・男

昼食時休憩時間中、本生徒がドリブルをしていたところ、他の生徒が後方から可動式バス

ケットゴールを本生徒の方向へ動かしたため、左足が下敷きになった。左足部に疼痛が残っ

た。

2020障-196 精神・神経障害 中2・女

昼食時休憩時間中、体育館でソフトバレーボールをしていた際、トスを上げてから顔を上げ

た状態で前方に移動したところ、ボールを見上げていた他の生徒の顎と本生徒の右眼部が接触

した。右顔面部に感覚障害が残った。

2020障-197 精神・神経障害 中1・女

昼食時休憩時間中、運動場でドッジボールをしていたところ、近くでサッカーをしていた他

の生徒が至近距離で蹴ったボールが左側頭部に当たり、頭痛が発現するようになった。

2020障-198 外貌・露出部分の醜状障害 中1・男

昼食時休憩時間中、他の生徒に追いかけられ、トイレに逃げ込もうと勢いよくトイレのドア
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を押したときに、ドアのガラスが割れ、額と上腕部を切り負傷した。前額部に線状痕が残った。

2020障-199 外貌・露出部分の醜状障害 中1・男

昼食時休憩時間中、校庭横の花壇から飛び下りる遊びをしていたところ、落ちた際にバラン

スを崩し、左足脛部を花壇に強く打ち付けて転倒した。左下腿部の疼痛及び瘢
はん
痕が残り、左足

関節の機能が低下した。

2020障-200 外貌・露出部分の醜状障害 中2・女

昼食時休憩時間中、他の生徒とふざけていて押されて転倒し、手洗い場のコンクリートの角

にぶつかり、右耳が切れた。右耳部に瘢痕が残った。

◆◆始業前の特定時間中
2020障-201 視力・眼球運動障害 中1・男

始業前の特定時間中、教室でクラスの他の生徒とトラブルになり、相手の生徒が出したパン

チが本生徒の右眼に当たった。右眼の視力が減退した。

2020障-202 精神・神経障害 中3・女

登校後、校門付近を歩いていたときに、砂で滑って転び、左足首を捻った。左足関節に疼痛

が残った。

◆◆授業終了後の特定時間中
2020障-203 歯牙障害 中2・男

授業終了後の特定時間中、廊下で他の生徒とふざけて遊んでいた際、他の生徒に両足をつか

まれ振り回されていたところ、両足をつかんでいた手が滑り、ベンチに左頭部を強打し、地面

に顔面も叩きつけられ前歯3本が破折した。歯に歯科補綴を加えた。

2020障-204 歯牙障害 中1・女

授業終了後の特定時間中、自転車置き場へ行こうとしたとき、角から飛び出してきた他の生

徒のヘルメットと本生徒の前歯がぶつかり、前歯が2本折れた。歯に歯科補綴を加えた。

2020障-205 視力・眼球運動障害 中1・男

部活動終了後、玄関前で他の生徒とふざけ合っていて押された際、玄関前にあるモニュメン

トに額部をぶつけた。複視が残った。

2020障-206 視力・眼球運動障害 中3・男

授業終了後の特定時間中、校庭で、プラスチックの安全バーを使い、野球ボールを打つ遊び

をしていた。本生徒がボールを投げ、他の生徒が安全バーで力一杯ボールを打ったところバー

が折れ、折れたバーが本生徒の右眼に当たり、まぶたが深く切れた。右眼の視力が減退した。

2020障-207 視力・眼球運動障害 中1・男

授業終了後の特定時間中、廊下で他の生徒3人がキーホルダーをボールに、タオルをバットに

見立てて野球のような遊びをしていた。投げたキーホルダーをタオルで打った際、キーホルダー

がタオルに巻き込まれ、本生徒の方へ飛んできて、左眼を直撃した。左眼の調節力が減じた。



12

2020障-208 胸腹部臓器障害 中1・男

授業終了後の特定時間中、昇降口で他の生徒を待っていたところ、他の生徒のひとりに股間

を蹴られた。左の睾
こう
丸を欠損した。

2020障-209 外貌・露出部分の醜状障害 中1・男

授業終了後の特定時間中、広場を歩いていたところ、後ろから他の生徒に押され転倒した。

顔面を地面に強打し、前歯が折れ、顔に擦り傷を負った。口部と前額部に線状痕が残った。

2020障-210 外貌・露出部分の醜状障害 中2・男

授業終了後の特定時間中、昇降口で靴を履こうとしていたところ、他の生徒が下駄箱にぶつ

かり、下駄箱が倒れて右下腿後部に当たった。手術により右下腿部に線状痕が残った。

2020障-211 せき柱障害 中1・男

授業終了後の特定時間中、教室で他の生徒にタブレットを奪われそうになったため逃げたと

ころ、後ろから持ち上げられて腰から地面に落ちた。脊椎損傷により、せき柱に変形障害が

残った。

通学中

◆◆登校（登園）中
徒歩

2020障-212 歯牙障害 中3・男

徒歩で登校中、自宅アパートの前に倒れていたところを近所の人に発見された。意識はあ

り、声掛けにも反応した。母親が119番通報し、救急車で病院に搬送された。アパートの踊り

場に本生徒のかばんが置いてあったため、そこから転落したと思われる。歯に歯科補綴
てつ
を加え

た。

◆◆下校（降園）中
徒歩

2020障-213 歯牙障害 中2・男

徒歩で下校中、砂利の上を歩いていて、滑って転倒して前歯を打った。歯に歯科補綴を加え

た。

2020障-214 視力・眼球運動障害 中3・男

徒歩で下校中、傘を開いた後に傘を閉じて手を離した際に、強風のため傘が開いて左眼に当

たった。左眼の調節力が減じ、外傷性散瞳が残った。

自転車
2020障-215 視力・眼球運動障害 中1・男

自転車で下校中、前籠にあった体操服が落下し、前輪がロックしたことにより転倒し左顔面

を路面に強打した。左眼の視力が減退した。
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3　高等学校等・高等専門学校における障害の事例

各教科等

◆◆体育（保健体育）
水泳

2020障-216 精神・神経障害 高3・男

体育の授業中、プールで飛び込みをした際、プール底に頭部及び頚
けい
部を強打した。四肢麻痺

ひ

が残った。

跳箱運動
2020障-217 せき柱障害 高2・男

体育館で体育の授業中、跳箱についた手がぐらつきバランスを崩し、勢いがついたまま落下

し背中を強打した。せき柱に変形障害が残った。

持久走・長距離走
2020障-218 胸腹部臓器障害 高1・男

体育の授業中、運動場で２0分間走を行っていた。15分ほど走ったときにゆっくりと前のめり

に倒れた。119番通報、心肺蘇生及びAEDによる除細動を行い、救急車で病院に搬送された。

後日、除細動を植え込み、手術により両下肢の瘢
はん
痕が残り、右足関節及び右第1趾の機能が低

下した。

2020障-219 胸腹部臓器障害 高2・男

体育の授業中、学校前の道路をランニングで約1km走ったところで意識を失い倒れた。教

員が119番通報し、心肺蘇生及びAEDの除細動を行った。救急車で病院に搬送され、後日、除

細動器を植え込んだ。

2020障-220 胸腹部臓器障害 高3・男

体育の授業中、校庭外周を約1,２00m走ったところで本生徒が座り込んでいた。他の生徒が

声をかけたが返事がなく、立ち上がろうとして中腰の状態で数歩ほど歩いた後倒れた。事務職

員が119番通報し、体育科教員と養護教諭で心肺蘇生及びAEDによる除細動を行った。救急車

で病院に搬送され、歯に歯科補綴を加え、後日、除細動器を植え込んだ。

2020障-221 胸腹部臓器障害 高2・男

体育の授業中、学校近くの公園内で1周1kmのコースを走っていた。3周目の残り300m地

点で突然倒れ、意識を失った。教員Aが119番通報、教員Bが胸部圧迫を行い、通りがかりのラ

ンナーがAEDによる除細動を行った。救急車で病院に搬送され、後日、除細動器を植え込ん

だ。

2020障-222 胸腹部臓器障害 高3・男

体育の授業中、運動場で持久走をしていた際、1500mを走り終えた後にトラック内で倒れた。

教員Aが119番通報、教員Bと教員Cが心肺蘇生、教員Dと養護教諭がAEDを装着した。AEDの
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解析結果は「ショック不要」であった。救急車で病院に搬送され、後日、除細動器を植え込ん

だ。

走り高跳び
2020障-223 上肢切断・機能障害 高1・男

運動場で体育の授業中、走り高跳びの着地の際、マットに手をつき、肘部に体重がかかった。

右肘関節の機能が低下した。

ドッジボール
2020障-224 歯牙障害 高3・男

体育の授業中、体育館でドッジボールの試合を行った。ボールをかわそうとして、前かがみ

になったところ、足が滑り、顔面を床に強く打ち付けてしまい、前歯が抜けた。歯に歯科補綴
てつ

を加えた。

ソフトボール
2020障-225 視力・眼球運動障害 高1・男

体育の授業中、運動場でソフトボールをしていた際、打者のバットが手から離れてしまい、

5〜6m後方で打席待ちをしていた本生徒の左眼に当たった。左眼が失明し、調節力が減じ

た。

バスケットボール
2020障-226 手指切断・機能障害 高3・男

体育館で体育の授業中、バスケットボールをしていた際に指にボールが当たった。左第2指

の指骨の一部を失い、左第2指の機能を失った。

2020障-227 手指切断・機能障害 高1・男

体育館で体育の授業中、バスケットボールをしていて、ボールを取ろうとしたところ、他の

生徒と足がもつれ同時に倒れた。その際、本生徒の左第2指が下敷きになった。左第2指の機

能を失った。

卓球
2020障-228 手指切断・機能障害 高2・女

体育の授業中、体育館で卓球をしていた。レシーブをした際、卓球台の角に左第5指を強く

打ちつけた。左第5指の機能を失った。

2020障-229 胸腹部臓器障害 高3・男

体育の授業中、屋内運動場で卓球をしていた。2試合行った後、審判をしていた際、意識を

失い倒れた。119番通報し、心肺蘇生及びAEDによる除細動を行った。救急車で病院に搬送さ

れ、後日、除細動器を植え込んだ。

球技（その他）
2020障-230 外貌・露出部分の醜状障害 高3・女

体育の授業中、運動場でターゲットバードゴルフをしていた。本生徒が打った後にしゃがん

でいたところ、他の生徒が振ったゴルフクラブが左唇の下、左頬、左眼の外側に強く当たった。
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左眼けん部に線状痕が残った。

柔道
2020障-231 精神・神経障害 高1・男

体育の授業中、格技場で柔道の試合をしていたところ、投げ技から押さえ込みに入ろうとし

た際に、他の生徒の膝が本生徒の右頬にぶつかった。右頬部に疼痛が残った。

2020障-232 精神・神経障害 高1・男

体育の授業中、屋内運動場で柔道の受け身の練習をしていた際、相手の足が左眼部に当たっ

た。左頬部の感覚障害が残った。

その他
2020障-233 歯牙障害 高2・男

体育の水泳授業の終わりにシャワーを浴びてシャワーブースから出るとき、他の生徒とぶつ

かり前方に転倒した。その際、床に前歯部を強く打ち、前歯が折れて、歯に歯科補綴を加えた。

2020障-234 外貌・露出部分の醜状障害 高1・男

体育館で体育の授業中、授業終了の号令の際、興奮した他の生徒に身体を持ち上げられ、投

げ飛ばされた。体育館の床に左肩を強打し、手術により、左肩に線状痕が残った。

◆◆工業
2020障-235 手指切断・機能障害 高3・男

工業の授業中、実験実習室で横フライス盤を用い切削加工をしていた際、刃についた切りく

ずを小ぼうきで払おうとしたところ、誤って小ぼうきと一緒に左第2指を巻き込んだ。左第2

指の機能を失った。

◆◆自立活動
2020障-236 外貌・露出部分の醜状障害 高3・男

自立活動の授業中、教室でストレッチをしていたところ、援助していた教員が力を加えて本

生徒の体を伸ばした際に、右大腿部を負傷した。手術により、臀部及び右大腿部に線状痕が

残った。

◆◆その他の教科
2020障-237 手指切断・機能障害 高3・男

環境創造科の専攻の授業中、作品を製作していた際、手押しカンナ盤で作業していたところ、

誤って刃に右第3指の指先が触れ、先端を欠損した。右第3指の機能を失った。
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特別活動（除学校行事）

◆◆日常の清掃
2020障-238 外貌・露出部分の醜状障害 高2・男

日常の清掃中、トイレに入ろうとしたところ、先に入った他の生徒が閉めた、トイレ入口の

ドアのガラス部分にぶつかった。ガラスが割れ、右半身がドア内側に入る形となり、慌てて引

き抜いたところ、右膝下と右ふくらはぎ、右第3指に切り傷を負った。右下腿に瘢
はん
痕が残った。

学校行事

◆◆大掃除
2020障-239 歯牙障害 高1・男

大掃除中、教室の廊下をほうきで掃いていた。廊下で遊んでいた数名の他の生徒が突然押し

合いをしたため、押された他の生徒が勢い余り本生徒にぶつかり本生徒は押された勢いで顔面

を上に向いたまま、壁の角に顔面をぶつけ、前歯を破折した。歯に歯科補綴
てつ
を加えた。

◆◆競技大会・球技大会
2020障-240 歯牙障害 高3・男

球技大会のクラスマッチにおいて、体育館でバレーボールをしていたところ、ボールを取ろ

うとしたときに他の生徒と衝突して、下顎と歯を負傷した。歯に歯科補綴を加えた。

2020障-241 精神・神経障害 高専5・男

運動場で球技大会中、サッカーをしていてコーナーキックを受けようと、ボールの動きを見

たとき、他の生徒の膝が右眼球に当たり、右眼窩
か
底を骨折した。右頬部及び口部に感覚障害が

残った。

課外指導

◆◆体育的部活動
器械体操・新体操部

2020障-242 せき柱障害 高2・女

体育館で体操部の練習中、宙返りをしていたが回り切れず、技の途中で頭から落下し、首を

負傷した。せき柱に変形障害が残った。

2020障-243 せき柱障害 高3・女

体育館で器械体操部の練習中、段違い平行棒をしていたところ、手が滑り、落下した際に腰

を地面に打ち付けた。両下肢の麻痺
ひ
、せき柱に変形障害が残った。
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陸上競技部
2020障-244 外貌・露出部分の醜状障害 高2・女

陸上競技部の練習中、競技場でやり投げの練習をしていた際、他の生徒が投げたやりが、地

面に落下後、芝生を滑走して、本生徒の右足甲にやりの先端が当たった。傷口は小さかったが、

腫れと痛みがあり、手術が行われて右足関節の疼痛と瘢痕が残った。

2020障-245 外貌・露出部分の醜状障害 高1・女

陸上競技部の練習中、運動場のネットが無いところでハンマー投げの選手の動画を本生徒が

撮っていた際、ハンマーが飛んできて頭を強く打ち、額から大量の血が出た。左前額部に線状

痕が残った。

サッカー・フットサル部
2020障-246 歯牙障害 高1・男

運動場でサッカー部の練習中、パス練習のボールがみぞおちに当たり、気を失って転倒した。

その際、頭部と顔面を地面に強く打ち、前歯を強打し、内側に向く形となった。歯に歯科補綴

を加えた。

2020障-247 歯牙障害 高1・男

サッカー部の練習中、運動場で紅白戦を行っていた際、ボールをヘディングしてクリアしよ

うとしたところ、シュートしようとした他の生徒の足が顔面に当たった。歯に歯科補綴を加え

た。

2020障-248 歯牙障害 高2・男

他校の運動場でサッカー部の練習試合中、ボールをヘディングしようとしたところ、競って

きた相手チームの他の生徒の頭部と本生徒の口がぶつかり前歯2本が折れ、下の前歯が脱臼、

欠けたため歯に歯科補綴を加えた。

2020障-249 歯牙障害 高1・男

学校外の運動場でサッカー部の練習試合中、相手の他の生徒と競り合い、ヘディングしたと

ころ、相手の頭部が本生徒の顔面にぶつかって転倒した。歯に歯科補綴を加えた。

2020障-250 歯牙障害 高2・男

運動場でサッカー部の練習中、他の生徒と競り合った時、バランスを崩して転倒し、地面で

前歯を強打した。歯に歯科補綴を加えた。

2020障-251 歯牙障害 高2・男

運動場でサッカー部の練習中、ボールを相手の生徒と奪い合った際、前のめりになり相手選

手の靴のかかとが口に当たった。歯に歯科補綴を加えた。

2020障-252 歯牙障害 高1・男

サッカー部の遠征中、宿泊先にある浴室内のサウナから出たところ、頭がくらくらしてきた

ので露天風呂に出て涼もうとドアノブをつかもうとしたところ、風呂の床で足が滑り、顔面か

ら床に倒れた。前歯が抜け落ち、歯に歯科補綴を加えた。
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2020障-253 視力・眼球運動障害 高2・男

運動場でサッカー部の練習中、相手が蹴ったボールが左眼に当たった。左眼の視力が減退

し、視野の中心に暗点が残った。

2020障-254 視力・眼球運動障害 高1・男

運動場でサッカー部の練習中、相手のパスしたボールが他の生徒の足に当たって跳ね返り、

本生徒の右眼にぶつかった。右眼の視力が減退し、右眼の視野の中心に暗点が残った。

2020障-255 視力・眼球運動障害 高2・男

運動場でサッカー部の試合中、相手の蹴ったボールが左眼に当たった。左眼の視野の中心に

暗点が残った。

2020障-256 視力・眼球運動障害 高2・男

サッカー部の練習中、運動場で試合形式の練習をしていたとき、チームメイトの他の生徒が

シュートしようとして蹴ったボールが本生徒の左眼に当たった。左眼の視力が減退した。

2020障-257 視力・眼球運動障害 高2・男

運動場でサッカー部の練習試合中、本生徒が蹴った球が他の生徒に当たって跳ね返り、左眼

に当たった。左眼の視力が減退した。

2020障-258 手指切断・機能障害 高1・男

サッカー部の練習前、部室を出て、靴箱からスパイクを取ろうとドアのちょうつがいの内側

に右手をかけていたところ、ドアが閉まって右第4指を切断した。右第4指の指骨の一部を

失った。

2020障-259 手指切断・機能障害 高1・男

サッカー部の練習中、運動場で、他の生徒と接触し倒れた際に、他の生徒に左第4指をスパ

イクで踏まれ、骨折した。左第4指の指骨の一部を失い、機能が低下した。

2020障-260 精神・神経障害 高3・男

学校外の運動場でサッカー部の対外試合中、相手チームの生徒がヘディングをしようとした

際、頭が本生徒の顔面に当たり転倒した。右頬部、鼻部、口部に感覚障害が残った。

2020障-261 胸腹部臓器障害 高2・男

運動場でサッカー部の練習試合中、相手チームの攻撃を防ごうとしたときに、相手チームの

他の生徒のキックが右陰嚢に直撃した。右の睾
こう
丸を欠損した。

2020障-262 胸腹部臓器障害 高2・男

学校外の競技場でサッカー部の試合中、ボールを奪うため前に出た際、相手の生徒の足が本

生徒の股間に強く当たった。右の睾丸を欠損した。

2020障-263 胸腹部臓器障害 高2・男

運動場でサッカー部の練習中、他の生徒がロングボールを蹴ろうとしているところを阻止し

ようとした際、他の生徒とぶつかり股間を負傷した。右の睾丸を欠損した。

2020障-264 外貌・露出部分の醜状障害 高1・男

運動場でサッカー部の練習中、攻撃側と守備側で分かれて練習していたところ、攻撃側の本
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生徒が守備側の他の生徒に接触して転倒し、ネットの支柱下の金具部分に顔面右のこめかみ辺

りを強打した。複視及び右眼周辺部に線状痕が残った。

テニス部（含ソフトテニス）
2020障-265 歯牙障害 高1・男

テニス部の大会中、試合前のウォーミングアップでボール拾いをしていた際、乱打をしてい

た他の生徒のラケットが本生徒の前歯に当たり、歯牙の外傷性脱臼、歯槽骨骨折を負った。歯

に歯科補綴
てつ
を加えた。

2020障-266 歯牙障害 高1・女

テニスコートでテニス部のマネージャー活動中、隣接している野球部の運動場から、フェン

スを越えて打球が飛んできて、口部に当たり負傷した。歯に歯科補綴を加えた。

2020障-267 視力・眼球運動障害 高1・男

テニス部の練習中、テニスコートでクロスラリーをしていたところ、相手が打ったボールが

右眼に直撃した。右眼の視力が減退した。

2020障-268 視力・眼球運動障害 高1・男

テニス部の練習中、テニスコートで打ち合いの練習をしていたところ、隣でスマッシュを

打った他の生徒のボールが右眼球に当たった。右眼の視力が減退し、外傷性散瞳が残った。

2020障-269 視力・眼球運動障害 高3・女

ソフトテニス部の練習中、テニスコートでボレーの練習をしていた際、他の生徒の打球が本

生徒の右眼に当たった。右眼に半盲症が残った。

ソフトボール部
2020障-270 視力・眼球運動障害 高1・女

運動場でソフトボール部の練習中、ゴムバンドをカラビナに通して、ハンドボールゴールの

ネット掛けにはめてトレーニングしていた。その際、カラビナが外れて、弾みで飛んできたカ

ラビナが左眼に当たった。左眼を失明し、頭痛が発現するようになり、左顔面部に疼痛が残っ

た。

2020障-271 精神・神経障害 高1・女

ソフトボール部の練習中、マネージャーである本生徒は運動場でノックの球出しを行ってい

た。顧問がボールを打った後、バットが手から抜けて、左後方約2mの場所にいた本生徒の鼻

にバットが直撃した。鼻部に疼痛が残った。

野球部（含軟式）
2020障-272 歯牙障害 高2・男

運動場で野球部の練習試合中、セカンドの守備でピッチャーからのけん制球を受けようとし

たところ、ボールが顔面を直撃し、歯に歯科補綴を加えた。

2020障-273 歯牙障害 高2・男

運動場で野球部の練習中、ピッチングマシンにボールを入れていたところ、打ち返された打

球が上顎に当たった。歯に歯科補綴を加えた。
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2020障-274 歯牙障害 高2・男

運動場で野球部の練習中、打球を捕球しようとしたところ、同じボールを追いかけていた他

の生徒と激しくぶつかり、口部が他の生徒の肩と接触し転倒した。歯に歯科補綴
てつ
を加えた。

2020障-275 歯牙障害 高1・男

運動場で野球部の練習中、ノックを受けていて打球が口に当たり、前歯が折れた。歯に歯科

補綴を加えた。

2020障-276 歯牙障害 高3・男

運動場で野球部の練習中、レフトを守っていた際、指導者がノックした打球を捕球できずグ

ローブの先端をかすめ、そのまま口に当たった。歯に歯科補綴を加えた。

2020障-277 歯牙障害 高1・男

野球部の練習中、運動場でキャッチボールをしていた際、投げられたボールを見失い、振り

向いたところ、ボールが口部を直撃し前歯が折れた。歯に歯科補綴を加えた。

2020障-278 歯牙障害 高1・男

運動場で野球部の練習中、セカンドで守備をしていた際、打球がイレギュラーバウンドして

口に当たった。歯に歯科補綴を加えた。

2020障-279 歯牙障害 高3・男

学校外の運動場で野球部の試合中、セカンドを守っており、ファースト後方のファウルフラ

イを捕ろうとしたところ、同じくフライを捕ろうとしたファーストを守っていた他の生徒と衝

突した。本生徒の歯とファーストの頭頂部が当たり、歯が抜け落ち口から出血した。歯に歯科

補綴を加えた。

2020障-280 歯牙障害 高1・男

運動場で野球部の練習中、ランナーの練習をしていたとき、振り返り際にキャッチャーの投

げたボールが口に当たった。歯に歯科補綴を加えた。

2020障-281 歯牙障害 高1・男

運動場で野球部の練習中、ボールを拾っていた際に、飛んできたボールが口に当たった。歯

に歯科補綴を加えた。

2020障-282 歯牙障害 高1・男

野球部の練習試合中、運動場で、自打球が口に当たり、歯に歯科補綴を加えた。

2020障-283 歯牙障害 高1・男

運動場で野球部の練習試合中、フライを捕ろうとボールを追いかけて走っていたところ、同

じくボールを捕ろうと走ってきた他の生徒と衝突し顔面と前歯を強く打ちつけた。歯に歯科補

綴を加えた。

2020障-284 歯牙障害 高2・男

運動場で野球部の練習中、バッティングピッチャーをしていた際、防球ネットの縁に当たっ

た打球が顔面に当たり、口元、歯を負傷した。歯に歯科補綴を加えた。
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2020障-285 歯牙障害 高1・男

運動場で野球部の練習中、他の生徒が打ったティーバッティングの打球が本生徒の顔面に当

たった。歯に歯科補綴を加えた。

2020障-286 歯牙障害 高1・男

運動場で野球部の練習中、送球を捕ろうとしたところ、送球がショートバウンドして歯に当

たり前歯2本が抜けてしまった。歯に歯科補綴を加えた。

2020障-287 視力・眼球運動障害 高3・男

運動場で野球部の練習中、バッティング練習で自打球が顔面に当たり右上眼けんを切り出血

した。右眼の視力が減退した。

2020障-288 視力・眼球運動障害 高2・男

運動場で野球部の練習中、二人一組でキャッチボールをしていた際、本生徒の近くを鳥が

通ったため、そちらに視線を向けたときにボールが飛んできて右眼に当たった。右眼の視力が

減退し、外傷性散瞳が残った。

2020障-289 視力・眼球運動障害 高1・男

運動場で野球部の練習中、ティーバッティングの練習で本生徒がボールをトスしていたとこ

ろ、他の生徒が打ったボールが本生徒の右眼に当たった。右眼の視力が減退し、外傷性散瞳が

残った。

2020障-290 視力・眼球運動障害 高2・男

野球部の試合中、学校外の運動場で、自打球が左眼を直撃した。左眼の視力が減退した。

2020障-291 視力・眼球運動障害 高2・男

運動場で野球部の練習中、ノックをしていたところ、高く上がったボールを捕りに行こうと

した際、同時に捕りに来ていた他の生徒と誤って接触し、他の生徒の顔面に本生徒の左眼部が

強く当たった。左眼の視力、調節力が減退し、視野狭窄
さく
が残った。

2020障-292 視力・眼球運動障害 高2・男

学校外の運動場で野球部の練習中、バッティング練習をしていた際、自打球が右眼に当たっ

た。右眼の視力が減退した。

2020障-293 視力・眼球運動障害 高1・男

運動場で野球部の練習中、指導者が打った打球が、本生徒の左眼にライナーで直撃した。左

眼に視野変状が残った。

2020障-294 視力・眼球運動障害 高1・男

学校外の運動場で野球部の練習試合中、ピッチャーの投球が逸れて、バッターであった本生

徒の左眼を直撃した。左眼の視力、調節力が減退し、視野狭窄が残った。

2020障-295 視力・眼球運動障害 高1・男

運動場で野球部の練習中、外野で打撃練習の守備をしていた。他の練習メニューも行ってお

り、その練習にも注意をしていたが、飛んできた打撃練習のボールが右眼に直撃した。右眼に

外傷性散瞳が残った。
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2020障-296 視力・眼球運動障害 高2・男

運動場で野球部の練習中、ピッチャーをしていた際、バッターの打ったボールが、ピッ

チャーの前に置いてあるL字の防球ネットのポールに当たり、跳ね返ったボールが左眼に当

たった。左眼の視力が減退した。

2020障-297 視力・眼球運動障害 高1・男

野球部の練習中、運動場でバントの練習をしていた際、飛んできたボールが顔面に当たった。

右眼の視力が減退した。

2020障-298 視力・眼球運動障害 高2・男

野球部の活動中、紅白戦をしていた際、自打球が右頬付近に当たった。右眼の視力が減退し

た。

2020障-299 視力・眼球運動障害 高1・男

野球部の練習中、学校外の運動場でトスバッティングの練習をしていた。本生徒がボールを

投げていた際、打者の打球が右眼、右頬付近に直接当たった。右眼の視力が減退した。

2020障-300 視力・眼球運動障害 高2・男

他校の運動場で野球部の練習試合中、バッターをしていて、自打球が右眼に強く当たった。

右眼の視力が減退した。

2020障-301 視力・眼球運動障害 高2・男

運動場で野球部の練習中、サードを守っていた際、他の生徒の打ったボールを受け損ね、右

眼に強く当たった。右眼の視力及び調節力が減退し、視野狭窄
さく
及び外傷性散瞳が残った。

2020障-302 視力・眼球運動障害 高2・男

運動場で野球部の練習中、ファーストを守っていた際、二塁からの送球に気付かず、右眼に

ボールが当たった。右眼の視力が減退し、外傷性散瞳が残った。

2020障-303 視力・眼球運動障害 高2・男

学校外の野球場で野球部の大会中、自打球が右眼付近に当たった。複視及び右眼に外傷性散

瞳が残った。

2020障-304 手指切断・機能障害 高1・男

学校外の運動場で野球部の練習中、バント練習をしていた際、マシンから出てきたボールと

バットの間に左第2指が挟まり切断した。左第2指の指骨の一部を失った。

2020障-305 手指切断・機能障害 高3・男

運動場で野球部の練習中、部活動顧問と本生徒が大型のコンテナ倉庫を移動させていた際、

コンテナが倒れ、左第3指がコンテナの下敷きになった。左第3指の機能を失った。

2020障-306 上肢切断・機能障害 高1・男

野球部の練習中、屋内運動場の屋根に上がって球拾いをしていた。はしごを使い、屋根から

下りた際、誤って転落し左手を地面に突いた。手術により、左肘部及び左手関節の線状痕、左

肘部から左手関節部に疼痛が残り、左前腕骨が変形した。



29� 障　害　編

2020障-307 精神・神経障害 高3・男

野球部の練習試合前、学校外の運動場でウォーミングアップとしてダッシュをした際に、腰

を強く捻った。腰部の疼痛が残った。

2020障-308 精神・神経障害 高2・男

運動場で野球部の練習中、1塁側ブルペンで他の生徒の投球練習の際にバッターボックスに

立っていたところ、投球が顎に直撃した。顎部に感覚障害が残った。

2020障-309 精神・神経障害 高1・男

運動場で野球部の練習中、挟殺プレーの練習で、本生徒が自分の出番を待っていた際、自分

の前にいた他の生徒への投球が大きく逸れ、本生徒の右側頭部に強く当たった。高次脳機能障

害、身体性機能障害として四肢麻痺
ひ
が残った。

2020障-310 精神・神経障害 高1・男

野球部の練習試合中、運動場のブルペンでキャッチボールをしていた際、ボールを取り損ね

て右眼の下に当たった。右頬部、鼻部及び口部に感覚障害が残った。

2020障-311 精神・神経障害 高2・男

野球部の練習中、セカンドを守っていた際、フライを取りにボールを追いかけたところ、外

野を守っていた他の生徒と交錯して転倒し頭部を打った。高次脳機能障害、複視が残った。

2020障-312 精神・神経障害 高1・男

運動場で野球部の練習中、ピッチャーをしていた際、他の生徒が打ったボールが顎に直撃し

た。右下顎部に疼痛が残った。

2020障-313 精神・神経障害 高2・男

野球部の練習中、運動場で、バッティング練習を行っていた。籠の中のボールを取りに行こ

うとした際、他のバッティング練習の場所からバッターが打ったボールが後頭部に当たった。

外傷性てんかんの症状が残った。

2020障-314 胸腹部臓器障害 高1・男

学校外の運動場で野球部の練習中、バッターの打ったボールを取りにショートの守備位置か

ら後ろ向きに走っていたところ、ボールを取ろうと全力疾走で走ってきたセンターの選手と激

突し、腹部を強打した。じん臓の機能が低下した。

2020障-315 外貌・露出部分の醜状障害 高1・男

野球部の練習中、室内運動場でピッチングマシンにボールを入れていた。バッターが打ち返

したボールが、ピッチングマシンの前に設置していたネットの隙間を通ってマシンに当たり、

跳ね返ったボールが本生徒の右眼に当たった。右眼けん部に線状痕が残った。

2020障-316 外貌・露出部分の醜状障害 高1・男

運動場で野球部の練習中、ピッチングマシンを4台並べ、前に防球ネットを設置し、生徒が

マシンにボールを入れていたところ、隣のマシンから出たボールを打ち返した打球がネットの

隙間を通り抜け顔面を直撃した。嗅覚を脱失し、めまいが発現するようになり、複視、両下眼

けん部と眉間部に線状痕が残った。
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2020障-317 外貌・露出部分の醜状障害 高1・男

運動場で野球部の練習中、二塁の守備をしていたところ、バントをした相手チームの他の生

徒と一塁ベース上で衝突し左肘を負傷した。手術により、左肘部に瘢
はん
痕が残った。

2020障-318 聴力障害 高2・男

運動場で野球部の練習中、打撃投手をしていた際、打者が打ったボールが右側頭部に当たっ

た。右耳の聴力が減退した。

ハンドボール部
2020障-319 精神・神経障害 高2・男

体育館でハンドボール部の練習中、味方のゴールキーパーが投げたボールが後頭部に当たっ

た。高次脳機能障害が残り、頭痛が発現するようになった。

2020障-320 精神・神経障害 高2・男

ハンドボール部の練習後、体育館のマットの上でバック転をしていたところ、失敗して首か

ら落下した。四肢麻痺
ひ
が残った。

2020障-321 精神・神経障害 高1・男

運動場でハンドボール部の練習中、ランニングを終えた際、突然倒れた。部活動顧問と他の

生徒が本生徒を保健室に運び、アイシングや経口補水液を飲ませたところ回復したため、自力

で歩いて保護者と帰宅したが、翌日、家族が左片麻痺に気付き、救急病院を受診した。高次脳

機能障害、身体性機能障害として左半身の麻痺が残った。

2020障-322 胸腹部臓器障害 高3・男

学校外の体育館でハンドボール部の試合中、タイムアウトでベンチに戻ってきた際、顔色が

青くふらふらしていたので顧問が支えたところ、そのまま膝から倒れた。他校教員が119番通

報、心肺蘇生及びAEDによる除細動を行った。救急車で病院に搬送され、後日、除細動器を

植え込んだ。

バレーボール部
2020障-323 手指切断・機能障害 高2・男

体育館でバレーボール部の練習中、集団ブロックをした際、本生徒の右第1指が隣の他の生

徒の肘に当たり、強い痛みが走った。右第1指の機能を失った。

2020障-324 手指切断・機能障害 高1・女

バレーボール部の練習中、体育館でサーブ練習をしていた際、他の生徒の打ったサーブが右

第5指に当たった。右第5指の機能を失った。

2020障-325 足指切断・機能障害 高2・女

バレーボール部の合宿後、道具を片付けるために学校の体育館倉庫の引き扉を開けようとし

たところ、倉庫内に立て掛けていたバレーボール用のポールが倒れ、本生徒の左足に当たった。

左第4、5趾の機能を失った。

2020障-326 聴力障害 高1・男

体育館でバレーボール部の練習中、スパイクの練習をしていたところ、ブロックされたボー
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ルが後頭部に当たった。右耳の聴力が減退し、耳鳴りの障害が残った。

バスケットボール部
2020障-327 歯牙障害 高2・男

体育館でバスケットボール部の練習中、相手チームの生徒の肘が口部に当たった。歯に歯科

補綴
てつ
を加えた。

2020障-328 視力・眼球運動障害 高2・男

体育館でバスケットボール部の練習中、ドリブルをしていた際、相手選手の肩が本生徒の眼

のあたりにぶつかった。複視が残った。

2020障-329 手指切断・機能障害 高2・女

体育館でバスケットボール部の練習中、試合形式の練習でシュートを打った後、リバウンド

を捕ろうとした際、他の生徒と本生徒の手が当たった。右第5指の機能を失った。

2020障-330 胸腹部臓器障害 高1・男

体育館でバスケットボール部の練習中、ランニングシュートの練習をしていたところ、突然

意識を失って倒れた。教頭が119番通報し、教員や養護教諭数名で心肺蘇生及びAEDによる除

細動を行った。救急車で病院に搬送され、後日、除細動器を植え込んだ。

2020障-331 胸腹部臓器障害 高1・男

体育館でバスケットボールの練習中、他の生徒の左肘が、本生徒の左脇腹部分に強く押し込

まれたまま、バランスを崩し転倒した。脾
ひ
臓破裂による摘出で脾臓を失った。

2020障-332 外貌・露出部分の醜状障害 高1・男

バスケットボール部の練習中、階段の上り下りのトレーニングをしていた際、湿度が高く階

段に湿気があり足を滑らせ転倒し、階段の一段目に顔をぶつけた。鼻部に線状痕が残った。

2020障-333 外貌・露出部分の醜状障害 高2・女

バスケットボール部の練習試合中、学校外の体育館で、ボールを取りに行った際に他の生徒

と接触してまぶたを切った。右眼部に線状痕が残った。

ラグビー部
2020障-334 手指切断・機能障害 高3・男

運動場でラグビー部の練習中、ボールで左第5指を強打した。左第5指の機能を失った。

ホッケー部
2020障-335 視力・眼球運動障害 高2・男

ホッケー部の練習試合前のウォーミングアップ中、学校外の運動場で2対1で攻撃と守備の

練習を行っていたところ、シュートを打とうして振り抜いた他の生徒のスティックが、守備側

の本生徒の左眼に当たった。左眼を失明した。

柔道部
2020障-336 視力・眼球運動障害 高1・男

柔道部の合宿中、他校の柔道場で乱取りを行っていたところ、相手の生徒の頭が左眼に当た

り打撲した。複視が残った。
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2020障-337 精神・神経障害 高2・男

柔道部の練習中、寝技の乱取り稽古で本生徒が下になり、上になった他の生徒が上体を起こ

しにかかったが体が起きそうにないので、そのまま腕を決めにいった際、本生徒の腕に力が

入っていないことに気付き、技を中止した。四肢麻痺
ひ
が残った。

2020障-338 精神・神経障害 高1・男

柔道部の練習後、柔道場に座っていたところ、他の生徒に肩固めの技を掛けられ首と肘を絞

められた。技を解こうと抵抗しているうちに過呼吸のような症状を起こした。相手が技を解き

休んでいると手足のしびれ、けいれんを起こした。頚
けい
部圧迫による頭痛が発現するようにな

り、頚部に疼痛、両上肢に感覚障害が残った。

空手道部
2020障-339 胸腹部臓器障害 高1・男

体育館で空手道部の練習中、組み手中に他の生徒の回し蹴りが左腹部に当たった。脾
ひ
臓を

失った。

レスリング部
2020障-340 精神・神経障害 高2・男

学校外の格技場でレスリング部の試合中、相手選手の左足にタックルをして攻撃したとこ

ろ、相手が防御のために本生徒の頭を押さえつけた。その際、本生徒がバランスを崩してマッ

トに頭頂部から転倒し、頚部を強く捻った。四肢麻痺が残った。

2020障-341 精神・神経障害 高3・女

屋内運動場でレスリング部の練習中、2人組でタックルの練習をしていた際、足元が滑って

右膝を捻った。右膝部に疼痛が残った。

スケート部
2020障-342 足指切断・機能障害 高1・女

スケート部で他校との合同練習中、スケートリンクで隊列を組んで滑走していたところ、

コーナーで他の生徒が転倒し本生徒もそれに巻き込まれる形で転倒した。転倒した他の生徒の

ブレードが本生徒の左膝下に当たったままコーナーマットに衝突した。左下腿部に感覚障害、

瘢
はん
痕が残り、左足関節の機能が低下し、左第1〜5趾の機能を失った。

自転車競技部
2020障-343 手指切断・機能障害 高2・男

学校外の競技場で自転車競技部の練習中、自転車をこぎながらタイヤの整備をしようとした

ところ、手袋がチェーンに挟まり、右第3指を切断した。右第3指の機能を失った。

2020障-344 精神・神経障害 高2・男

学校外の競技場で自転車競技部の試合中、前を走行していた他の生徒の自転車に本生徒の自

転車の前輪が接触して転倒した。その際、後続車にひかれ、頭部を強打した。外傷性てんかん

の症状が残った。
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2020障-345 外貌・露出部分の醜状障害 高2・女

自転車競技部の合宿中、競輪場のトラックを集団で走行していたところ、先頭車が急激な減

速をしたため後続車が対応できず、後方を走っていた本生徒は落車し頭と顎を強打し切った。

顎部に線状痕が残った。

その他部活動
2020障-346 精神・神経障害 高3・男

アメリカンフットボールの練習試合中、本生徒はオフェンス、ディフェンスともに出場して

いた。しばらくして交代後、サイドラインに戻った直後に倒れた。119番通報し、救急車で病

院に搬送されたが、左眼の半盲症及び高次脳機能障害が残った。

◆◆文化的部活動
2020障-347 手指切断・機能障害 高1・男

メカトロニクス部の活動中、機械加工実習室でロボットアメリカンフットボールの機体に使

用する部品を、機械を使用して研磨していた際、誤って左第1指が機械に巻き込まれた。左第

1指の指骨の一部を失った。

2020障-348 手指切断・機能障害 高2・男

文化的部活動中、実験実習室で文化祭で使用する升のあられ部分を、升つくり用ルーターを

使用し加工作業していた。ふたりでペアになって向かい合い、本生徒が木材を台に押さえつ

け、他の生徒が固定をする作業を行っていた際、本生徒が手を滑らせて左手がルーターの中に

巻き込まれた。左第2、3指の機能を失った。

2020障-349 精神・神経障害 高3・男

吹奏楽部の練習中、楽器のフレームに左足を乗せ、右足で片足立ちの姿勢で楽器を叩いてい

た。右手を大きく強く振り、楽器を叩いた瞬間に腰に強い痛みが走った。約3週間後、部活動

の練習へ向かう通学途中で足に力が入らなくなり転倒した。両下肢に対麻痺が残った。

休憩時間

◆◆休憩時間中
2020障-350 歯牙障害 高1・女

体育終了後の休憩時間中、走って階段を上ろうとした際、階段下の泥に滑って転倒し、階段

に歯をぶつけた。歯に歯科補綴
てつ
を加えた。

2020障-351 精神・神経障害 高3・男

休憩時間中、廊下の扉が風で閉まりかけていたため、手で押さえようとしたところ、扉のガ

ラス部分を左腕が突き抜けてガラスが割れ、左上腕にガラス片が刺さった。左手部から左第

4、5指に感覚障害、左肘に瘢痕が残った。
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2020障-352 外貌・露出部分の醜状障害 高2・女

休憩時間中、教室で自席に着席するため腰を下ろした際、臀部の右側がいすにかすってバラ

ンスを崩し倒れた際に、左膝を捻った。手術により、左膝部に線状痕が残った。

◆◆昼食時休憩時間中
2020障-353 歯牙障害 高2・男

昼食時休憩時間中、教室で走っていたところ、机に足が引っ掛かり転倒し、顔面を教室の扉

にぶつけた。歯に歯科補綴
てつ
を加えた。

2020障-354 胸腹部臓器障害 高3・男

昼食時休憩時間中、体育館でバスケットボールをしていて、ジャンプし着地しようとしたと

きに他の生徒と接触し、他の生徒の臀部が本生徒の下腹部に当たった。左の睾
こう
丸を欠損した。

2020障-355 外貌・露出部分の醜状障害 高2・男

昼食時休憩時間中、教室で携帯電話を操作していたところ、他の生徒に携帯電話を取られた。

追いかけているときに教室のドアが閉まり、勢い余ってドアのガラス部分に手をつき、ガラス

が割れて右手首を切った。右手関節に瘢
はん
痕が残った。

◆◆始業前の特定時間中
2020障-356 歯牙障害 高2・男

始業前の特定時間中、階段を上っていたところ、階段につまずき転倒して顔を床にぶつけ前

歯を負傷した。歯に歯科補綴を加えた。

◆◆授業終了後の特定時間中
2020障-357 歯牙障害 高1・女

授業終了後の特定時間中、校門につながる校内の下り坂を自転車で走っていたところ、側溝

に車輪がはまり壁に顔面を強打した。歯に歯科補綴を加えた。

2020障-358 精神・神経障害 高1・男

学校の管理下の出来事に関わる災害による障害

2020障-359 外貌・露出部分の醜状障害 高2・男

授業終了後の特定時間中、教室のドアのガラスに手をついたところ、ガラスが割れ、左前腕

を深く切った。左前腕部に瘢痕が残った。

2020障-360 外貌・露出部分の醜状障害 高1・女

授業終了後の特定時間中、ハンドボール部の見学に行くために校舎の渡り廊下を横切った

際、敷いてある厚さ約1cmのマットにつまずき転倒し、左大腿部を骨折した。手術による左

下腿及び臀部の瘢痕、左下肢の短縮障害が残った。
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通学中

◆◆登校（登園）中
自転車

2020障-361 歯牙障害 高1・男

自転車で登校中、道路の段差で転倒し、顔、頭部、歯、両腕、手を負傷した。歯に歯科補綴

を加えた。

2020障-362 歯牙障害 高3・女

自転車で登校中、竹刀袋が車輪に絡まり転倒し、顎を地面に強打した。歯に歯科補綴を加え

た。

2020障-363 歯牙障害 高3・女

自転車で登校中、歩道の境界ブロックに自転車のタイヤが接触して、バランスを崩して転倒

し、前歯2本を破折し、前歯1本の歯肉出血があった。歯に歯科補綴を加えた。

2020障-364 上肢切断・機能障害 高3・女

自転車で登校中、左足の靴ひもが自転車のペダルに絡まりバランスを崩して転倒した際に、

左肘を地面に強打した。左肘部の線状痕、左前腕部から左手指部に感覚障害が残り、左肘関節

の機能が低下した。

2020障-365 外貌・露出部分の醜状障害 高1・男

自転車で登校中、リュックサックを背負い直そうとした際にバランスを崩して転倒し、顔、

肩、腕、膝を地面にぶつけ負傷した。鼻部及び口部に線状痕が残った。

2020障-366 外貌・露出部分の醜状障害 高2・女

自転車で登校中、同じく自転車で側道から飛び出してきた中学生を避けようとしてハンドル

操作を誤り転倒し、右膝を地面にぶつけた。手術により、右膝部に瘢痕が残った。

2020障-367 歯牙障害 高1・男

自転車で登校中、雨が降りぬれている路面を走っていたところ、前輪が滑り顔面から転倒し

た。歯に歯科補綴を加えた。

◆◆下校（降園）中
鉄道

2020障-368 外貌・露出部分の醜状障害 高2・女

下校中、鉄道のホームへ登るエスカレーターに乗っていたときに前方からエスカレーターを

逆走して駆け降りる男性にぶつかり、男性の下敷きとなる形でエスカレーターの段差を18段ほ

ど転落し、首と腰を強打した。右下腿部に瘢痕が残った。

自転車
2020障-369 歯牙障害 高1・男

自転車で下校中、スピードを出しており、車道から歩道へ上がる段差でバランスを崩して転
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倒し、下口唇、上口唇、前歯を負傷した。歯に歯科補綴
てつ
を加えた。

2020障-370 歯牙障害 高1・男

自転車で下校中、降雪でぬれていた鉄板の上でタイヤが滑り転倒した。前歯をハンドルで強

打し、歯に歯科補綴を加えた。

2020障-371 歯牙障害 高2・男

自転車で下校中、下り坂を走行していた際、足がペダルから外れて前輪に入り、自転車ごと

前方に飛ばされ、頭と前歯部分を路面に強く打ちつけた。歯に歯科補綴を加えた。

2020障-372 歯牙障害 高2・男

自転車で下校中、左カーブの急な下り坂で、スピードが出ていたことと路面がぬれていたこ

とからタイヤがスリップして転倒し、地面に左膝、左下腿、顔面を打ちつけた。歯に歯科補綴

を加えた。

2020障-373 歯牙障害 高1・男

自転車で下校中、よそ見をしていたところ、側溝に自転車ごと落ち、顔を負傷した。歯に歯

科補綴を加えた。

2020障-374 歯牙障害 高1・男

自転車で下校中、傘が自転車の前輪に絡まり、前に転倒し口元を強打した。前歯部分の歯が

大きく欠けた。歯に歯科補綴を加えた。

2020障-375 歯牙障害 高2・女

自転車で下校中、前方から来た別の自転車を避けたところ、避けた先にいた歩行者にぶつか

り転倒し、地面で口を打った。歯に歯科補綴を加えた。

2020障-376 外貌・露出部分の醜状障害 高3・男

自転車で下校中、正面から来た自転車とすれ違う際に、自転車同士が接触し、左顔面を地面

に打ち付けた。左頬部に瘢
はん
痕が残った。

2020障-377 外貌・露出部分の醜状障害 高2・男

自転車で下校中、手に持っていた傘が前輪に入り込み、バランスを崩し顔面から落下し、左

肘、右手掌、口くう内、口唇を負傷した。口部に線状痕が残った。

原動機付自転車
2020障-378 下肢切断・機能障害 高2・男

原動機付自転車で下校中、川沿いの道路に大量発生していたカニに驚いて急ブレーキをかけ

たところ、スリップして土手の斜面に落ち右足を負傷した。手術により、右大腿に瘢痕が残り、

右下肢を膝関節以上で失った。

◆◆通学（通園）に準ずるとき
自転車

2020障-379 外貌・露出部分の醜状障害 高1・男

部活動の試合から帰宅する途中、坂道を自転車で下っていたとき、周りが暗かったため、ス
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ピードが出たまま縁石に乗り上げ、アスファルトの地面に、腹部と顔面を強くぶつけて負傷し

た。鼻部に線状痕が残った。
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4　特別支援学校における障害の事例

各教科等

◆◆体育（保健体育）
水泳

2020障-380 精神・神経障害 特高2・男

体育の授業中、教員ひとりが体を抱え、もうひとりの教員が膝を抱えた状態で、顔が水に浸

からないようにプールに入水していた。入水から5分後、急に体を硬直させ、呼吸困難を訴え

たため、すぐに教員が気道確保を行った。119番通報し、胸骨圧迫、酸素投与及びAEDを装着

した。AEDの解析結果は「ショック不要」であった。救急車で病院に搬送されたが、高次脳

機能障害、身体性機能障害として四肢麻痺
ひ
が残った。

◆◆その他の教科
2020障-381 上肢切断・機能障害 特高2・男

生活単元学習の授業中、教室で風船バレーをしていた際、左腕を痛めた。左肩関節の機能を

失い、左肘関節、左手関節及び左前腕の機能が低下した。

特別活動（除学校行事）

◆◆その他
2020障-382 下肢切断・機能障害 特小3・女

係活動中、担任が保健室のドアを開けた際、本児童に気付かず、入り口の途中にいた本児童

の左足にぶつかった。左下肢の機能を失った。
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5　幼稚園・幼保連携型認定こども園・保育所等における障害の事例

保育中

2020障-383 歯牙障害 幼5・男

園庭の鉄棒で遊んでいる他の園児の近くにいたところ、他の園児が足を振り下ろした靴が、

本園児の口に当たり、歯を負傷した。3か月後、母親に本園児を引き渡す際、本園児が昇降口

の段差につまずき、近くにあった木製のテーブルに口をぶつけた。その約3年後、社会科見学

を行っていた際、持っていたバインダーが口元に当たり、前歯を打った。歯に歯科補綴
てつ
を加え

た。

2020障-384 手指切断・機能障害 保6・女

園外活動中、小型船舶に乗船し、高いところへ登ろうとしてパイプにつかまったところ、パ

イプがスライドし、左第1指を挟み、開放骨折となった。左第1指の指骨の一部を失った。

2020障-385 上肢切断・機能障害 保2・男

園庭で戸外遊び中、複合遊具から泣きながら走ってきたので、見ると左肘がひどく腫れてい

た。手術により、左肘部の変形、線状痕が残り、左肘関節の機能が低下した。

2020障-386 足指切断・機能障害 保2・女

保育中、保育室で食器を片付けているとき、手を滑らせてコップを落とした。コップが机に

当たり割れて床に落ち、割れたコップの破片を踏み右第1趾付け根を切った。右第1趾の機能

を失った。

2020障-387 下肢切断・機能障害 幼3・男

公園で鬼ごっこをしていた際、タッチされて転んだ。左下肢の短縮障害が残った。

2020障-388 外貌・露出部分の醜状障害 保1・男

戸外遊び前、保育士が園児に排泄を促し、声を掛けていたときに、保育室のかばん掛けの

フックが右頬を貫通した。口部に線状痕が残った。

2020障-389 外貌・露出部分の醜状障害 保3・男

保育中、保育室で他の園児と遊んでいたところ、おもちゃの取り合いになり左頬を爪で引っ

かかれた。左頬に線状痕が残った。

2020障-390 外貌・露出部分の醜状障害 保4・男

保育室で遊んでいた際、他の園児と接触し、その勢いでロッカーの仕切り部分に衝突し、前

額部を強打して裂傷を負った。前額部に線状痕が残った。

2020障-391 外貌・露出部分の醜状障害 保5・女

保育中、園庭の鉄棒に上がって座るため足を鉄棒に引っかけたところ、バランスを崩し、肘

から落下した。手術により、右前腕から右上腕に線状痕が残った。

2020障-392 外貌・露出部分の醜状障害 幼5・女

遊戯室で運動遊びをしているとき、巧技台から落下し右肘をぶつけた。手術により、右肘部
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に線状痕が残った。

2020障-393 外貌・露出部分の醜状障害 幼連1・女

園舎に入る前の玄関先で他の園児の保護者と接触して転倒し床で後頭部を打ち、他の園児の

保護者の靴のかかとが前額部に当たった。前額部に線状痕が残った。


