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　◇ �学校の管理下における障害見舞金の発生件数（令和3年度　給付対象
事例）

表- 4　場合別の発生件数

場合 競技種目 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 合計小 中 高

各
教
科
等

体育（保健体育）

水泳 1 1
跳箱運動 1 2 1 4
マット運動 1 4 5
短距離走 1 1
持久走・長距離走 1 2 3 6
走り高跳び 1 1 2
走り幅跳び 1 1 2
ドッジボール 1 2 3
サッカー・フットサル 1 6 7
ソフトボール 4 3 1 8
ハンドボール 1 1
バレーボール 3 3
バスケットボール 1 2 3
バドミントン 1 1 2
球技（その他） 2 2
柔道 1 1
剣道 1 1
準備・整理運動 1 1
スキー 1 1
縄跳び 2 2
筋力トレーニング 1 1
その他 2 1 3
運動なし 1 1

小　　　　　計 15 20 25 0 0 1 0 61
図画工作（美術） 0
理科 1 1 2
家庭（技術・家庭） 3 3
農業（高・高専） 1 1
総合的な学習の時間 1 2 3
自立活動 1 2 3
その他の教科 1 1 1 1 4
その他 3 3

各教科　　計 9 3 2 1 1 3 0 19
保育中 17 17

（
除
学
校
行
事
） 

特
別
活
動

学級（ホームルーム）活動 3 2 1 6
給食指導 1 1
日常の清掃 3 1 4
体育的クラブ活動 1 1
文化的クラブ活動 1 1
その他 1 1 2

特別活動　　計 8 4 2 0 0 1 0 15

学
校
行
事

運動会・体育祭 5 1 6
競技大会・球技大会 1 1
遠足 1 1
修学旅行（集団宿泊的行事） 1 1
その他集団宿泊的行事 1 1

学校行事　　計 2 5 3 0 0 0 0 10

課
外
指
導

体育的部活動

水泳部 3 3
器械体操・新体操部 1 1 2
陸上競技部 1 4 3 8
サッカー・フットサル部 5 3 8
テニス部（含ソフトテニス） 3 3
ソフトボール部 1 2 3
野球部（含軟式） 2 38 40
ハンドボール部 1 3 4
バレーボール部 2 3 5
バスケットボール部 9 5 14
ラグビー部 5 5
卓球部 1 1
バドミントン部 2 3 5
ホッケー部 2 2
柔道部 3 3 6
剣道部 1 1
その他部活動 2 2

小　　　　　計 2 34 76 0 0 0 0 112
文化的部活動 1 1 2
その他 2 1 3

課外指導　　計 4 35 78 0 0 0 0 117

休
憩
時
間

休憩時間中 11 8 1 20
昼食時休憩時間中 16 7 23
始業前の特定時間中 4 1 5
授業終了後の特定時間中 8 2 1 11

休憩時間　　計 39 18 2 0 0 0 0 59
寄宿舎にあるとき 0

通
学
中

登校（登園）中 1 3 9 13
下校（降園）中 6 3 9
通学（通園）に準ずるとき 1 1

通学中　　計 7 3 13 0 0 0 0 23
合　　　　　　　計 84 88 125 1 1 5 17 321

※幼連：幼保連携型認定こども園の略

Ⅱ 学校の管理下における障害見舞金の状況
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1　小学校における障害見舞金の事例

各教科等

	◆体育（保健体育）
跳箱運動
2021障- 1 せき柱障害 小6・男

体育の授業中、体育館で跳箱の転回跳びの練習をしていたところ、着地をしようとした際に

バランスを崩し、マットに腰を強打して負傷した。救急車で病院に搬送され、入院して治療を

受けたが、せき柱に変形障害が残った。

マット運動
2021障- 2 せき柱障害 小6・女

体育の授業中、体育館でマット運動をしていた。ステージ上で前転してステージ下に着地を

する練習の際、前転をしたときに斜めに傾き、着地して倒れ込みそのまま動けなくなった。せ

き髄損傷による左上肢の麻痺
ひ

、手術による瘢
はん

痕、及びせき柱に運動障害が残った。

短距離走
2021障- 3 聴力障害 小3・男

体育の授業中、リレーの練習をしていた際、他の児童が本児童の耳にバトンを当てて

「キャー」と叫んだため、左耳に耳鳴りの障害が残った。

持久走・長距離走
2021障- 4 外貌・露出部分の醜状障害 小1・女

体育の授業終了後、運動場から走って教室に戻ろうとした際に運動場の端でつまずき転倒し

た。運動場と駐車場の間にある溝にかぶせてあるグレーチングに顎をぶつけ、線状痕が残った。

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 合計小 中 高

歯牙障害 4 11 28 43
視力・眼球運動障害 14 13 35 1 1 64
手指切断・機能障害 7 8 12 2 29
上肢切断・機能障害 4 2 3 9
下肢切断・機能障害 3 2 2 7
精神・神経障害 8 30 17 1 1 57
胸腹部臓器障害 2 2 11 15
外貌・露出部分の醜状障害 38 17 12 3 12 82
聴力障害 2 1 2 5
そしゃく機能障害 1 1 2
せき柱障害 5 2 1 8

合　　　　　計 84 88 125 1 1 5 17 321

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 合計小 中 高

男 50 65 100 1 5 7 228
女 34 23 25 1 10 93

合　　　　　計 84 88 125 1 1 5 17 321
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走り高跳び
2021障- 5 上肢切断・機能障害 小4・女

体育の授業中、体育館で走り高跳びをしていた。着地に失敗して右前腕を骨折し、疼痛が残

り、右手関節の機能が低下した。

走り幅跳び
2021障- 6 精神・神経障害 小5・男

体育の授業中、運動場で走り幅跳びをしていた際、両足でうまく着地できず尻もちをつき、

尾骨を骨折し、臀部に疼痛が残った。

ドッジボール
2021障- 7 聴力障害 小2・女

体育の授業中、体育館でドッジボールをしていて、ボールを拾おうとしたときに他の児童と

ぶつかって転倒した。受傷後、数日～2週間程度の間に嘔吐の症状があったため、受診し治療

を受けたが、右耳の聴力が減退した。

球技（その他）
2021障- 8 歯牙障害 小5・女

体育の授業中、運動場でテニスラケットを使ったラケットベースボールの試合を行っていた

際、他の児童が振ったラケットが手から抜けて飛び、本児童の前歯に当たり、歯科補綴
てつ

を加え

た。

2021障- 9 手指切断・機能障害 小3・女

体育の授業中、ボールを扱う授業が始まったばかりで、他の児童が投げたボールをうまく捕

ることできず、右手指をボールに当てて骨折し、右第5指の機能を失った。

スキー
2021障-10 外貌・露出部分の醜状障害 小2・女

体育でスキーの授業中、玄関でスキー靴を履き、スキー板を持って外に出た。運動場へ向か

おうとした際、足を滑らせて転び、持っていたスキー板のエッジで左こめかみを負傷し、顔に

瘢
はん

痕が残った。

縄跳び
2021障-11 胸腹部臓器障害 小6・男

体育の授業中に運動場で縄跳びをしていた際、突然倒れてけいれんを起こし心肺停止となっ

た。教員が救急車を要請するとともに気道確保、胸骨圧迫、及びAEDによる除細動を行った。

呼吸が回復したところで救急車が到着し、病院に搬送され、後日除細動器を植え込んだ。

筋力トレーニング
2021障-12 視力・眼球運動障害 小6・男

体育の授業中、体力作りで馬跳びをしていた。本児童が他の児童の背中に手をついた際、他

の児童の手が滑り、馬が崩れ本児童も転落した。左眼を床にぶつけ負傷し、視力が減退し、視

野狭窄
さく

及び外傷性散瞳が残った。
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2021障-13 上肢切断・機能障害 小3・男

体育の授業中、運動場でトレーニングをしていてタイヤを跳んだ際、バランスを崩して上半

身から地面に落ち右肘を強打した。右手指に機能障害が残った。

その他
2021障-14 視力・眼球運動障害 小2・男

体育の授業中、運動場で縄跳びの縄を使い綱引きをしていたところ、相手の手が滑り、縄跳

びの木製の持ち手が本児童の右眼に当たり、右眼球が破裂し、失明した。

2021障-15 視力・眼球運動障害 小2・男

体育の授業終了後、教室でゴムひもが片方切れた赤白帽子を被り、そのゴムひもに布製の筆

箱を結んだ。おじぎをした姿勢から気をつけの姿勢に戻ったところ、筆箱が眼に当たり、筆箱

の中身が左眼に当たり負傷し、左眼の調節力を失った。

	◆理科
2021障-16 視力・眼球運動障害 小6・男

理科の授業中、竹とんぼ作りを行っていた。出来上がった竹とんぼを廊下で飛ばしたとこ

ろ、自分の方に飛んできて右眼に入り負傷し、視力が減退した。

	◆家庭（技術・家庭）
2021障-17 外貌・露出部分の醜状障害 小6・男

家庭科の授業中、実験実習室で調理実習をしていた際、後ろにあったガスコンロの火が本児

童の服に引火した。熱傷を負い、背中に瘢痕が残った。

2021障-18 外貌・露出部分の醜状障害 小5・男

家庭科の授業中、実習実験室で白玉だんごを作っていた。白玉をお湯にくぐらせる役割と、

白玉を入れるどんぶりを手に持ちつつ火の様子をみる役割を2人1組で作業していた。本児童

の班は作業が遅れていたので、本児童が1人で2つの作業をしていたところ、白玉をすくって

鍋の向こう側にあるどんぶりに入れようとした際、ガスコンロの火がエプロンに引火して熱傷

を負い、下顎部、頚
けい

部、右上肢に瘢痕が残った。

2021障-19 外貌・露出部分の醜状障害 小6・女

家庭科の調理実習中、実習実験室で食器洗いをしていた。後ろにいた友人の身体が鍋にぶつ

かって床に落下し、鍋の中の熱湯がこぼれて本児童の右足にかかり、右膝及び右下腿部にやけ

どによる瘢痕が残った。

	◆総合的な学習の時間
2021障-20 手指切断・機能障害 小5・女

総合的な学習の時間に水田で作業中、脱穀機に右第2指を巻き込まれ、負傷した。救急車で

病院に搬送され、入院して手術を受けたが、右第2指を欠損した。
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	◆その他の教科
2021障-21 外貌・露出部分の醜状障害 小5・男

社会の授業中、他の児童をからかっていたところ、他の児童が持っていたはさみを振り回し、

本児童の顔に当たって負傷した。救急車で病院に搬送され治療を受けたが、顔に線状痕が残っ

た。

	◆その他
2021障-22 視力・眼球運動障害 小4・男

授業中、教室で他の児童がふざけて本児童の席に座ったりノートに落書きをしたりしたこと

に本児童が怒ってトラブルになった。他の児童が、本児童の首に右腕を回しながら体重をかけ

て転ばせたため、床に顔面を打ち付けて負傷した。救急車で病院に搬送され、入院して治療を

受けたが複視が残った。

2021障-23 外貌・露出部分の醜状障害 小2・女

生活科の授業中、廊下でボウリングをしていた際、 レーンの仕切りとして廊下に並べていた

木の台の上を歩いていてバランスを崩し、窓ガラスを手で突き破って両腕を負傷した。救急車

で病院に搬送され手術を受けたが、両腕に瘢
はん

痕が残った。

2021障-24 外貌・露出部分の醜状障害 小1・女

生活科の授業中、運動場でたこ揚げをしていた。他の児童が揚げたたこと糸が絡まり、2人

で解こうとしていたところ、強風が吹いてたこが飛び、強く張った糸が本児童の頚
けい

部に接触し

て負傷し、頚部に線状痕が残った。

特別活動（除学校行事）

	◆学級（ホームルーム）活動
2021障-25 視力・眼球運動障害 小6・女

学級（ホームルーム）活動中、ティーボールをしていて、ボールを取ろうとしゃがんだ際に、

走ってきた他の児童の膝が左眼に当たり、複視が残った。

2021障-26 外貌・露出部分の醜状障害 小2・女

学級（ホームルーム）活動中、体育館で鬼ごっこをしていた際、前方から逃げてきた他の児

童とぶつかって右頬を負傷し、線状痕が残った。

2021障-27 せき柱障害 小6・女

特別活動中、運動場でドッジボールをしていた際、顔にボールが当たって首を負傷し、せき

柱に運動障害と後頚部に手術による線状痕が残った。
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	◆日常の清掃
2021障-28 歯牙障害 小4・男

日常の清掃中に、廊下で他の児童が本児童の後ろにまわって押さえていた。押さえられた手

をほどこうとした際、2人ともバランスを崩して床に倒れ、本児童は顔から倒れて前歯を負傷

し、歯科補綴
てつ

を加えた。

2021障-29 手指切断・機能障害 小1・男

日常の清掃時間中、教室で机を運んでいたところ、バランスを崩し机ごと前方に倒れた。そ

の際に机と床の間に左手を挟んで負傷し、左第3指の指骨の一部を失った。

2021障-30 外貌・露出部分の醜状障害 小5・男

日常の清掃時間中、掃除を始めようと講堂に行ったが、入口近くにモップを置いたまま他の

児童3人と舞台まで走って競争をした。折り返して講堂の入口まで走り、入口のガラス扉に顔

からぶつかった。ガラスが割れて負傷し、鼻から口にかけて瘢痕が残った。

	◆体育的クラブ活動
2021障-31 精神・神経障害 小6・男

運動場でサッカークラブの試合中、頭痛を訴えて倒れ、救急車で病院に搬送され入院し手術

を受けたが、高次脳機能障害、身体性機能障害により右片麻痺
ひ

が残った。

	◆文化的クラブ活動
2021障-32 外貌・露出部分の醜状障害 小4・男

自然科学クラブの活動中、理科室で溶かした蝋を紙コップに入れて運んでいた際、手を滑ら

せ紙コップを落とした。その際、大腿部と指に蝋がかかり熱傷となり、右大腿部に瘢痕が残っ

た。

学校行事

	◆遠足
2021障-33 外貌・露出部分の醜状障害 小4・男

遠足中、公園に向かって移動している際に、歩道を後ろ向きに歩いていた。振り返った際に

フェンスの角に顔をぶつけ左頬を切り、瘢痕が残った。

	◆その他集団宿泊的行事
2021障-34 外貌・露出部分の醜状障害 小5・女

集団宿泊的行事中、炊飯学習でカレーを作っていた際、他の児童が熱湯をお玉ですくったと

ころ、熱くてお玉を手から離してしまった。その際に、本児童の両足と腕に熱湯がかかり熱傷

を負い、両大腿部に瘢痕が残った。
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課外指導

	◆体育的部活動
陸上競技部
2021障-35 外貌・露出部分の醜状障害 小6・男

体育館で陸上競技会の練習をしていた。ハードルにみたてた台で練習をしていたところ、着

地に失敗し右足をひねるように倒れ、右大腿部を骨折し手術したため、右膝、右大腿部に瘢
はん

痕

が残った。

ソフトボール部
2021障-36 視力・眼球運動障害 小5・男

ソフトボール部の活動中、運動場でノックの練習をしていたところ、他の児童が打ったボー

ルが右眼に当たり、右眼に外傷性散瞳が残った。

	◆その他
2021障-37 外貌・露出部分の醜状障害 小5・男

課外指導の宿泊研修中、炊飯活動の際、お茶の入ったやかんを置いたところひっくり返り、

お茶が大腿部にかかり、やけどを負った。すぐに救急車で病院に搬送され治療を受けたが、両

下肢に瘢痕が残った。

2021障-38 外貌・露出部分の醜状障害 小5・女

運動場で野外活動「火の舞」のリハーサルを行っていた際、本児童が回したトーチ棒の火が

左足のズボン裾付近に燃え移った。左下腿部に熱傷を負い、瘢痕が残った。

休憩時間

	◆休憩時間中
2021障-39 歯牙障害 小4・女

休憩時間中に運動場で遊んでいた際、友人の足にひっかかって転倒して負傷し、歯に歯科補

綴
てつ

を加えた。

2021障-40 視力・眼球運動障害 小3・男

休憩時間中、昇降口で他の児童の言い争いの仲裁に入った際、他の児童の手が本児童の右手

に当たり、弾みで本児童の右手が右眼に触れて負傷し、右眼に半盲症が残った。

2021障-41 手指切断・機能障害 小1・男

休憩時間中、教室で追いかけっこをして遊んでいた際、本児童が机の上に座っていたところ、

他の児童が背後から脇腹をくすぐったため、机とともに床に崩れ落ちた。その際、倒れてきた

机と床の間に指が挟まり、右第4指の一部を失った。
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2021障-42 精神・神経障害 小3・男

休憩時間中、教室で友人と言い合いになり、本児童が友人の指をつかみ上げたため、友人は

本児童の首に腕を回し、足をかけて転倒させた。その際、本児童は床に右こめかみを打った。

翌朝、意識がない本児童を保護者が発見し救急車で病院に搬送され手術を受けたが、高次脳機

能障害、外傷性てんかんの発作が残った。

2021障-43 精神・神経障害 小2・女

休憩時間中に、運動場で一輪車をしていた際、バランスを崩し前のめりに転倒した。右手首

を強くついて負傷し、右手関節に疼痛が残った。

2021障-44 胸腹部臓器障害 小4・女

休憩時間中、次の体育の授業に出るため昇降口から運動場へ向かって歩いていた際、すれ

違った他の児童と足が当たって転倒した。その際、本児童の左手が地面と腹部の間に入り、腹

部を強打した。救急車で病院へ搬送され治療を受けたが、脾
ひ

臓を失った。

2021障-45 外貌・露出部分の醜状障害 小1・男

休憩時間中、トイレに入ろうとしたところ、出てきた友人とぶつかった。その際、友人の額

と本児童の額がぶつかり、額の中央が切れ前額部に瘢痕が残った。

2021障-46 外貌・露出部分の醜状障害 小2・男

休憩時間中、教室で友人と遊んでいて、友人の爪が顔に当たり右頬に線状痕が残った。

2021障-47 外貌・露出部分の醜状障害 小4・男

休憩時間中、教室で後ろの扉の鍵が閉まっていたため教室に入れない他の児童が、中に入れ

てもらうため扉を叩いていた。教室の中にいた本児童が扉に近寄ったとき、扉の上部について

いるすりガラスが割れ、破片が本児童の顔に刺さり負傷した。入院し、手術を受けたが右頬に

線状痕が残った。

2021障-48 外貌・露出部分の醜状障害 小4・男

休憩時間中、他の児童たちとドッジボールをしていたところ、その中のひとりとけんかにな

り、右頬をひっかかれ、瘢痕が残った。

2021障-49 外貌・露出部分の醜状障害 小5・男

休憩時間中、教室で他の児童と言い争いとなった。他の児童に右頬を掴まれた際に、爪が

引っ掛かり負傷し、右頬に瘢痕が残った。

	◆昼食時休憩時間中
2021障-50 視力・眼球運動障害 小4・男

昼食時休憩時間中、運動場でサッカーをしていた。他の児童が、1メートルくらい離れた場

所から蹴ったボールが右眼に直撃し、右眼の視力が減退し、視野の中心に暗点が残った。

2021障-51 視力・眼球運動障害 小6・男

昼食時休憩時間中、運動場で段ボールを的にして、サッカーボールを蹴って得点を競うゲー

ムをしていた。本児童は園芸用の支柱を持って、重ねた段ボールが動かないように固定するタ
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イミングを待っていた。そこに他の児童が蹴ったサッカーボールが飛んできたので両手で避け

ようとしたところ、手に持っていた支柱が左眼に当たり、左眼の視力が減退した。

2021障-52 視力・眼球運動障害 小6・男

昼食時休憩時間中、図書室で他の児童と取っ組み合いのけんかになった。本児童の左眼に手

が当たって負傷し、左眼の視力、調節力が減退し、複視が残った。

2021障-53 視力・眼球運動障害 小6・男

昼食時休憩時間中、廊下で鬼ごっこをしていた際、近くを走っていた他の児童とぶつかって

左眼を負傷し、複視が残った。

2021障-54 視力・眼球運動障害 小2・男

昼食時休憩時間中、他の児童と鬼ごっこをしていた。体育館と倉庫の間の狭い通路の曲がり

角で上級生とぶつかり、左眼を強打し、複視が残った。

2021障-55 手指切断・機能障害 小2・女

昼食時休憩時間中、他の児童が遊んでいる様子を、運動場の遊動円木の支柱を持って見てい

た際、支柱と遊動円木の座面に左第5指が挟まれた。左第5指の指骨の一部を失い、機能が低

下した。

2021障-56 精神・神経障害 小6・男

昼食時休憩時間中、廊下で他の児童と追いかけっこをしていた。教室から廊下に向かって走

り出ようとした際、他の児童の足に引っかかり転倒して右手を負傷し、疼痛が残った。

2021障-57 精神・神経障害 小3・男

昼食時休憩時間中、運動場で鬼ごっこをしていた際、つまずいて転びそうになったので、頭

を打たないよう首を反らせたことにより負傷した。頭痛が発現するようになり、疼痛が残っ

た。

2021障-58 精神・神経障害 小6・女

昼食時休憩時間中、運動場で鬼ごっこをしていた際、右側頭部に痛みが現れた。しばらく

座っていたが再び鬼ごっこを始めると、急に右側頭部が激しく痛み、立っていられず倒れた。

救急車で病院に搬送され治療を受けたが、脳梗塞により、左上下肢の麻痺
ひ

が残った。

2021障-59 外貌・露出部分の醜状障害 小1・男

昼食時休憩時間中、運動場で鬼ごっこをしていた。逃げていた際に、鬼をしている他の児童

の方を向いて走っていたところ、目の前の散水機に前額部をぶつけた。救急車で搬送され治療

を受けたが、前額部に瘢
はん

痕が残った。

2021障-60 外貌・露出部分の醜状障害 小4・男

昼食時休憩時間中、運動場でかくれんぼをしていた際、ボールの的あて板の後ろに隠れてい

た。そこから出ようとしたときに、突き出ていた金具で左足を深く切り、左下腿部に瘢痕が

残った。

2021障-61 外貌・露出部分の醜状障害 小1・男

昼食時休憩時間中、廊下から教室に戻ろうとした際、曲がり角で走ってきた他の児童と衝突
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して負傷し、前額部に線状痕が残った。

2021障-62 外貌・露出部分の醜状障害 小5・男

昼食時休憩時間中、教室内のロッカーに楽器を取りに行った際、他の児童が振り下ろした

カッターナイフで顔面を負傷し、左眼上から頬にかけて線状痕が残った。

2021障-63 外貌・露出部分の醜状障害 小2・女

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、コートの外に転がったボールを

拾って顔を上げた際、バスケットコートの横で鬼ごっこをしていた他の児童と衝突した。他の

児童の額が本児童の顔に当たり、左頬を切り出血し、線状痕が残った。

2021障-64 外貌・露出部分の醜状障害 小3・女

昼食時休憩時間中、トイレに入ろうと廊下の角を曲がった際、トイレから走ってでてきた他

の児童とぶつかった。その際、他の児童の歯が左頬に当たり、左頬に瘢痕が残った。

2021障-65 せき柱障害 小5・男

昼食時休憩時間中、運動場の高鉄棒で遊んでいた際、手を離してしまい地面に落下して背中

を負傷し、せき柱に変形障害が残った。

	◆始業前の特定時間中
2021障-66 手指切断・機能障害 小3・男

始業前の特定時間中、職員駐車場横の草むらで遊んでいた際、ヘビを見つけ、捕まえようと

尻尾を掴んだときに右第2指と第3指を咬まれた。右第2指の指骨の一部を失った。

2021障-67 外貌・露出部分の醜状障害 小1・男

始業前の特定時間中、教室からベランダに出る扉の前で腕を振り下ろした際、扉に衝突して

ガラスが割れ、左腕を負傷した。ガーゼで止血し、救急車で病院に搬送され手術を受けたため、

左上肢に線状痕が残った。

2021障-68 外貌・露出部分の醜状障害 小6・男

始業前の特定時間中、廊下で他の児童と走って競争をしていた。教室から走って飛び出し、

突き当たりの教室のガラスを左手で強く叩いたため、ガラスが割れて左腕を切り、負傷した。

多量の出血がみられたため止血処置をしながら救急車で病院に搬送され、手術をしたため左手

関節に瘢痕が残った。

2021障-69 外貌・露出部分の醜状障害 小1・女

始業前の特定時間中、靴箱付近で足を滑らせ転倒し、近くの段差の角に額をぶつけて負傷し、

前額部に線状痕が残った。

	◆授業終了後の特定時間中
2021障-70 歯牙障害 小2・男

授業終了後の特定時間中、校舎の階段を歩いて下りていた。階段の下から4段目付近で右足

をすべらせ身体ごと前方に倒れ、階段下2段目の角に下あごを強打して負傷し、歯に歯科補綴
てつ
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を加えた。

2021障-71 手指切断・機能障害 小2・女

授業終了後の特定時間中、昇降口の内側で鉄扉に手をかけて友人を待っていた際、強風にあ

おられた扉が閉まり手を挟まれ負傷し、左第4指の指骨の一部を失った。

2021障-72 上肢切断・機能障害 小5・女

授業終了後の特定時間中、校門付近を歩いていた際に、他の児童に後ろから傘の柄で足首を

引っかけられて転倒した。右肘を地面について負傷し、右肘に疼痛と瘢
はん

痕が残り、右上肢の機

能が低下した。

2021障-73 上肢切断・機能障害 小5・女

下校中、走って帰ろうとした際に、校門を開閉するためのレールの一部がもり上がっていた

所につまずき、左腕をひねり身体の下敷きになった形で転倒した。左肘に手術による瘢痕が残

るとともに、左肘関節の機能が低下した。

2021障-74 外貌・露出部分の醜状障害 小4・男

授業終了後の特定時間中、階段を下りていたところ足を踏み外して階段の中ほどから転がり

落ちた。頭部を強打して大きな傷が出来ていたため、救急車で病院に搬送して治療を受けた

が、前額部に線状痕が残った。

2021障-75 外貌・露出部分の醜状障害 小3・女

授業終了後の特定時間中、廊下を歩いていた際、他の児童Aのランドセル脇にバネ状のスト

ラップで下がっていた鍵を、他の児童BとCが踏んでいた。気付かずAが廊下を進もうとした

ため、BとCの足元から勢いよく鍵が離れ、近くにいた本児童の顔に刺さり負傷した。救急車

で病院に搬送され手術を受けたため、頭部と前額部に線状痕が残った。

2021障-76 外貌・露出部分の醜状障害 小1・女

授業終了後の特定時間中、運動場で友人と遊んでいた際、足を滑らせて近くにあるレンガの

角に額をぶつけ、前額部に線状痕が残った。

2021障-77 せき柱障害 小5・女

授業終了後の特定時間中、運動場で鉄棒をしていた。地獄回りという技をしていた際、手が

離れて落下し、下に敷いてあった人工芝で頭と胸を打撲し負傷した。病院を受診し治療を受け

たが、せき柱に変形障害が残った。

通学中

	◆登校（登園）中
徒歩
2021障-78 外貌・露出部分の醜状障害 小1・男

徒歩で登校中、走っていたところ転倒し、額を地面にぶつけた。傷が深かったため縫合し、

左前額部に瘢痕が残った。
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	◆下校（降園）中
徒歩
2021障-79 視力・眼球運動障害 小6・男

徒歩で下校中、落ちていた石を拾って道路にむかって投げていた。道路に当たった石が割れ

て、破片が右眼球に刺さり、右眼の調節力を失った。

2021障-80 精神・神経障害 小6・女

徒歩で下校中、後ろから来た他の児童にランドセルの上から押されて転倒した。両膝を地面

に打って負傷し、両膝、頚
けい

部、背中、腰に疼痛が残った。

2021障-81 外貌・露出部分の醜状障害 小5・男

徒歩で下校中、他の児童とふざけあっていた際、相手の爪が本児童の右頬に当たり、線状痕

が残った。

2021障-82 外貌・露出部分の醜状障害 小2・女

徒歩で下校中、顔や首、手を切りつけられた。救急車で搬送され手術を行い、顔部、頚部に

多数の線状痕が残るとともに喉頭内腔の狭窄
さく

が残った。

2021障-83 外貌・露出部分の醜状障害 小1・女

徒歩で下校中、小走りをした際、道路でつまずいて転んで負傷し、鼻下及び前額部に瘢痕が

残った。

2021障-84 外貌・露出部分の醜状障害 小1・女

徒歩で下校中、通学路の坂道を走って下っていた際、つまずいて転倒し、地面で頭と顔を打

ち負傷し、右前額部に瘢痕が残った。
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2　中学校における障害見舞金の事例

各教科等

	◆体育（保健体育）
水泳
2021障-85 精神・神経障害 中3・男

体育の水泳授業中、プールに頭から飛び込んだ際に頭部を打撲した。救急車で病院に搬送さ

れ、治療を受けたが四肢麻痺
ひ

が残った。

跳箱運動
2021障-86 精神・神経障害 中1・男

体育の授業中、跳箱で台上前転を行っている際、両腕で身体を支えることができず首が曲

がったまま前転して負傷し、右上肢に疼痛が残った。

2021障-87 外貌・露出部分の醜状障害 中2・男

体育の授業中、体育館で跳箱をしていた際、着地に失敗して右肘を負傷し、手術による瘢
はん

痕

が残った。

マット運動
2021障-88 歯牙障害 中1・男

体育の授業中、体育館でマット運動の前方倒立回転の練習をしていた際、膝が口に当たって

負傷し、歯に歯科補綴
てつ

を加えた。

2021障-89 視力・眼球運動障害 中1・女

体育の授業中、マット運動で倒立前転の練習をしていて転倒し、右膝が右眼付近に当たり、

複視が残った。

2021障-90 上肢切断・機能障害 中2・男

体育館で体育の授業中、マット運動でハンドスプリングを練習していた際、マットに着地し

たが転がって床に落ちた。右肘を床にぶつけて負傷し、保健室で応急処置をした。痛みが続い

たため受診し治療を受けたが、右肘関節の機能が低下した。

2021障-91 外貌・露出部分の醜状障害 中3・男

体育の授業中、体育館でマット運動のハンドスプリングで着地した際に転倒して負傷し、右

足首に疼痛と手術による瘢痕が残った。

持久走・長距離走
2021障-92 精神・神経障害 中2・男

体育の授業中 、運動場で準備体操、補助運動、補強運動の後、ランニングを1周（200ｍ）し、

その後10分間走を開始した。10分間走終了直前、1,960ｍほど走ったところで倒れこんだ。う

なり声を上げていたが、反応がなくなったので、心肺蘇生を開始し、AEDによる除細動を行っ

た。救急車で病院に搬送したが、高次脳機能障害と四肢麻痺が残った。
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2021障-93 精神・神経障害 中2・女

体育の授業中、体育館を300ｍ走り準備運動をした後、5分間走を行っていた際、2分間走っ

たところで突然倒れた。当初、脈と呼吸があることを確認したが、その後脈が弱まり呼吸が停

止したため、AEDを使用しようとしたところ、救急隊が到着し、救急隊員がAEDによる除細

動を行った。救急車で病院に搬送され治療を受けたが、高次脳機能・身体性機能障害が残り、

後日、除細動器を植え込んだ。

走り幅跳び
2021障-94 外貌・露出部分の醜状障害 中1・男

体育の授業中、運動場で走り幅跳びの計測を行っていた際、助走中に急に身体が硬直したよ

うな状態となり転倒し、地面に顔面を強打して意識を失った。救急車で病院に搬送され、入院

して治療を受けたが、前額部と上口唇に瘢痕、線状痕が残った。

ドッジボール
2021障-95 歯牙障害 中2・男

体育の授業中、ドッジボールをしていて、ボールを避けたときにバランスを崩して転倒した。

床で口を強打して負傷し、歯に歯科補綴を加えた。

2021障-96 手指切断・機能障害 中1・男

体育の授業中、体育館でドッジボールをしている際、キャッチミスをして左第2指を骨折し、

機能を失った。

サッカー・フットサル
2021障-97 視力・眼球運動障害 中1・男

体育の授業中、運動場でサッカーをしていた際、ゴール前で蹴られたボールを防ごうと他の

生徒が蹴り返したボールが本生徒の左眼に当たり、左眼の視野の中心に暗点が残った。

ソフトボール
2021障-98 視力・眼球運動障害 中1・男

体育の授業中、学校外の運動場でソフトボールのノックを受けていた際、隣のグループが

打ったボールがワンバウンドして、本生徒の左眼に当たり、複視が残った。

2021障-99 下肢切断・機能障害 中3・男

体育の授業中、運動場でソフトボールをしていた。内野フライを取るため走っていた際、同

じようにボールを追っていた他の生徒とぶつかって負傷した。右足関節の機能が低下し、右第

1趾の機能を失い、右足に感覚障害、瘢痕、短縮障害が残った。

2021障-100 外貌・露出部分の醜状障害 中3・女

体育の授業中、ソフトボールの試合をしていた。バッターの左斜め後方で打順を待っていた

際、ボールを打った打者の手から離れたバットが飛んできて、本生徒の前額部に当たり負傷し

た。救急車で病院に搬送され治療を受けたが、前額部に線状痕が残った。

2021障-101 そしゃく機能障害 中1・男

体育の授業中、ソフトボールの試合をしていた。打者の近くで見ていた際、打者が空振りし
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て飛んできたバットが本生徒の顔に当たって負傷し、そしゃく機能に障害が残った。

バスケットボール
2021障-102 精神・神経障害 中1・女

体育の授業中、体育館でバスケットボールのシュート練習をしていた際、他の生徒がシュー

トしたボールがゴールに当たって跳ね返り、ゴールの反対側を向いていた本生徒の後頭部に直

撃した。頭痛が発現し、後頚
けい

部に疼痛が残った。

バドミントン
2021障-103 視力・眼球運動障害 中2・男

体育の授業中、バドミントン（ダブルス）の試合をしていた。本生徒は､ 自分が取れなかっ

たシャトルをペアの生徒がカバーして打とうとしていたことに気づかず、後ろを振り向いた

際、その生徒が振ったラケットが右眼にぶつかって負傷し、外傷性散瞳が残った。

その他
2021障-104 精神・神経障害 中2・女

学校の管理下の出来事に関わる災害による障害

	◆総合的な学習の時間
2021障-105 手指切断・機能障害 中2・男

総合的な学習の時間の職場体験学習中に、生地を製麺機に入れようとした際、誤って右手を

製麺機に挟まれ第4指を骨折した。手術をしたため右手に瘢
はん

痕が残るとともに、右第4指の関

節の機能が低下した。

2021障-106 手指切断・機能障害 中2・男

総合的な学習の時間に、職場体験先で油圧式プレス機を使用した作品製作作業を行ってい

た。機械の下に左第3指が入り負傷し、左第3指の機能を失った。

	◆その他の教科
2021障-107 精神・神経障害 中2・男

国語の授業中、他の生徒がふざけて本生徒が座っているいすを後ろへ引いたため、後ろへ転

倒した。臀部を強打して尾骨を骨折し、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
2021障-108 精神・神経障害 中1・女

学級（ホームルーム）活動の始業チャイムが鳴り、他の生徒が自席へ向かう際に、通り道に

あった本生徒のいすを後ろに引いた。本生徒はそれに気付かず、座ろうとして転倒して負傷

し、臀部に疼痛が残った。
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2021障-109 外貌・露出部分の醜状障害 中2・男

学級活動の時間に、教室で他の生徒とけんかになり、他の生徒が持っていたシャ－プペンシ

ルが首元に当たって負傷し、左頚部に線状痕が残った。

	◆給食指導
2021障-110 精神・神経障害 中2・男

教室で給食指導中、てんかん発作による全身性けいれんを起こし、いすから床に崩れ落ちた。

窒息・心肺停止状態になり救急車で搬送されたが、高次脳機能障害、四肢麻痺
ひ

が残った。

	◆その他
2021障-111 視力・眼球運動障害 中2・女

特別活動の時間に、実験実習室でトーチトワリングの練習をしていた。トーチの布を交換し

ていたとき、隣で他の生徒も布の交換のために針金を巻き直しており、巻いた状態の針金を

切ったところ、切った勢いで本生徒の右眼に当たった。後日、右眼にレンズを入れる手術を行

い、右眼の調節力を失った。

学校行事

	◆運動会・体育祭
2021障-112 手指切断・機能障害 中3・男

体育祭終了後、サッカーゴールを固定するために使用していたペグを抜こうとしていた際、

サッカーゴールが動かされ、ゴールとペグに左第2指が挟まれた状態となった。左第2指の先

から2cmほどが爪ごと切り取られ、指骨の一部を欠損した。

2021障-113 精神・神経障害 中3・男

運動会でリレーのアンカーとしてゴールテープを切り、数歩歩いたところで突然倒れた。救

急車を要請し、AEDによる除細動を2回行ったものの心拍は再開しなかった。救急車内での

処置により心拍再開し病院に搬送され治療を受けたが、高次脳機能障害及び軽度の四肢麻痺が

残った。

2021障-114 精神・神経障害 中1・男

体育祭の競技中、騎馬の土台をしていた。騎馬が崩れて地面に前頭部を打ち、競技終了後に

自席に戻ってから倒れた。救急車で病院に搬送され入院して治療を受けたが、頚髄損傷により

両下肢に麻痺が残った。

2021障-115 精神・神経障害 中1・女

運動会の予行練習中、運動場で「台風の目」の練習をしていて、すれ違ったチームの竹の棒

が頭に当たって倒れた。その際、顔を地面に打ち、救急車で病院に搬送され治療を受けたが、

高次脳機能障害が残った。
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2021障-116 精神・神経障害 中2・女

体育祭の全員リレーで運動場を走っていた際、他の生徒と接触・転倒して負傷し、頚
けい

部に疼

痛が残った。

課外指導

	◆体育的部活動
水泳部

2021障-117 精神・神経障害 中1・男

水泳部の活動中、学校外のプールで飛び込み台から飛び込んで前頭部を打った。両手をばた

つかせ、うつ伏せでプールサイドに移動してきたため、プールサイドから両腕をつかみ上げた

ところ、「頭をぶつけ、しびれがある。立てないし、下半身の感覚がない。声を出すのも厳し

い。」と訴えた。救急車で病院に搬送され治療を受けたが、脊髄損傷により、両上肢及び両下

肢の麻痺
ひ

が残った。

2021障-118 精神・神経障害 中1・男

水泳部の活動中、プールで飛び込みの練習をしていた。飛び込んで着水するまでは意識が

あったが、気付いたら水中に浮いていた。プールの中で首から上だけが水面に出ており、意識

は戻ったものの身体を動かすことができなかった。救急車で病院に搬送され手術を受けたが、

脊髄損傷により、四肢麻痺が残った。

2021障-119 精神・神経障害 中1・女

水泳部の活動中、プールで飛び込み練習を行っていた。スタート台から飛び込んだ後、うつ

伏せになって浮いてきた。プールの底で頭部を強打し、意識はあるが感覚を失っていたため、

救急車で病院に搬送され手術を受けたが、重度の四肢麻痺が残った。

器械体操・新体操部
2021障-120 外貌・露出部分の醜状障害 中2・女

体操部の活動中、体育館でミニトランポリンを使って前方宙返りの練習をしていた際、近く

にあったステージ角に顎、喉、胸を強打して負傷し、下顎部に線状痕が残った。

陸上競技部
2021障-121 胸腹部臓器障害 中2・男

陸上競技部の活動中、運動場で駅伝練習をしていた。3000ｍ走の後、200ｍダッシュを2本

行い、走り終えた後、フィールド内で突然倒れ心肺停止状態になった。すぐにAEDによる除

細動、胸骨圧迫を実施し、救急車で病院へ搬送され、後日、除細動器を植え込んだ。

2021障-122 外貌・露出部分の醜状障害 中2・男

陸上競技部の練習中、自主練習を行っていた際、自転車の2人乗りを先輩から強要され、本

生徒は後部に乗った。坂道をスピードを出して下っていたところ、運転していた生徒が自転車

を制御できず転倒し、本生徒は全身を打撲、顔面を強打し、歯に歯科補綴
てつ

を加え、上口唇に瘢
はん
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痕が残った。

2021障-123 外貌・露出部分の醜状障害 中1・女

陸上競技部の活動中、準備運動で校舎周りを走っていた際、足が滑って転倒した。膝をひ

ねって負傷し手術をしたため、左膝に瘢痕が残った。

2021障-124 聴力障害 中1・男

陸上競技部の朝練習で、運動場でかけ声などの大きな声を出していたことにより、右耳に難

聴が残った。

サッカー・フットサル部
2021障-125 歯牙障害 中1・男

他校の体育館でサッカー部の練習試合中、他の生徒の肘が、ゴールキーパーをしていた本生

徒の歯に当たった。口から大量の出血があり、地面に前歯が1本落ち、もう1本の前歯もグラ

グラした状態となり、歯科補綴を加えた。

2021障-126 視力・眼球運動障害 中2・男

学校外の運動場でサッカー部の練習試合中、ヘディングをしようとした際、対戦相手である

他の生徒の肘が左眼に当たって負傷し、複視と、左眼に外傷性散瞳が残った。

2021障-127 精神・神経障害 中2・男

サッカー部の練習中、軽めのランニングを10周ぐらい終えたところで「頭が痛い」と顧問に

訴えた。休んでいる際に嘔吐し、意識がなくなったため心肺蘇生を行うとともにAEDを装着

したが、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手術を受けたが、四肢に

運動失調が発現するとともにそしゃく及び言語機能に障害が残った。

2021障-128 胸腹部臓器障害 中2・男

他校の運動場でサッカー部の練習試合中、ルーズボールを取りに行った際、同じように取り

に来た相手チームの生徒と衝突した。その際に相手の膝が本生徒の股間に当たって負傷し、入

院して手術を受けたが右の睾
こう

丸を一部欠損した。

2021障-129 外貌・露出部分の醜状障害 中2・男

学校外の運動場でサッカー部の試合中、ボールを蹴ろうとした際、相手選手の足が右下腿部

に強く入ったため、転倒し骨折した。救急車で病院に搬送され手術を行ったため、右下腿部に

瘢痕が残った。

野球部（含軟式）
2021障-130 歯牙障害 中3・男

野球部の活動前に、運動場でバックネットにもたれていた。その前でバットの素振りをして

いた他の生徒が、後ろにいる本生徒に気付かずにバットを後ろに振ったため、バットが本生徒

の口に当たって負傷し、歯に歯科補綴を加えた。

2021障-131 視力・眼球運動障害 中3・男

野球部の活動中、運動場でバッティングをしていたとき、本生徒が打ったボールが跳ねて自

分の顔を直撃し、左眼の視力が低下、視野の中心に暗点と外傷性散瞳が残った。
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ハンドボール部
2021障-132 上肢切断・機能障害 中1・男

ハンドボール部の活動中、学校外の体育館でシュート練習をしていた際、ボールを拾おうと

ゴール前に走ったところ、ゴールネットに足をひっかけて転倒した。右肘を床に強打して負傷

し、右肘関節の機能が低下した。

バレーボール部
2021障-133 下肢切断・機能障害 中1・男

バレーボール部の活動後、支柱を外して運んでいた際、足を滑らせ支柱を持ったまま左足首

を強く捻り転倒し、負傷した。左足関節及び左第1趾の機能が低下した。

2021障-134 精神・神経障害 中2・女

体育館でバレーボール部の試合中、スパイクを打ち、着地した際に膝に「ボキッ」と音がし、

痛みを感じた。右膝内側半月板を損傷し、右膝に疼痛が残った。

バスケットボール部
2021障-135 視力・眼球運動障害 中1・男

学校外の体育館でバスケットボール部の練習試合前にフリースローやシューティングの練習

をしていた際、出されたパスに気付かず、床にワンバウンドしたボールが顎に当たった。その

ときは症状がみられずそのまま練習試合を行ったが、帰宅途中の車の中で気分が悪くなり、後

日病院を受診したが左小脳出血及び海綿状血管腫により、複視が残った。

2021障-136 視力・眼球運動障害 中1・男

バスケットボール部の活動中、運動場のゴールでシュート練習を行っていた。野球部が練習

している場所にボールが転がったため拾いに行ったところ、野球部員が振ったバットが左眼に

当たり負傷した。左眼の視力が減退し、外傷性散瞳が残った。

2021障-137 視力・眼球運動障害 中3・男

バスケットボール部の練習試合前のウォーミングアップ中、運動場でミニサッカーをしてい

る際にハンドボール用ゴールのバーにぶら下がったところ、足がネットに引っかかり、ゴール

ごと転倒した。右前頭部をバーで強打し、右眼を失明した。ハンドボール用ゴールは、杭等で

固定されていなかった。

2021障-138 手指切断・機能障害 中2・男

体育館でバスケットボール部の練習中、パスカットをする際にボールに手指を強くついて負

傷し、右第4指の機能が低下した。

2021障-139 手指切断・機能障害 中1・男

バスケットボール部の活動中、体育館でリバウンドを取ろうとしたところボールが指に強く

当たって負傷し、第5指の機能を失った。

2021障-140 手指切断・機能障害 中2・女

学校外の体育館でバスケットボール部の練習試合中、リバウンドのボールを取る際に手指を

ボールに強くぶつけて負傷し、左第4指の機能を失った。
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2021障-141 下肢切断・機能障害 中1・女

バスケットボール部の練習試合中、3試合目の開始後30秒から1分後に体調不良を訴えた。

救急搬送された後に心肺停止となりECMOを導入した。その後、合併症により左下肢壊死と

なり、足関節以上で失った。

2021障-142 精神・神経障害 中2・女

バスケットボール部の朝練習中、体育館で他の生徒が投げたボールが頭に当たった。側頭部

を痛め、バランスを崩して転倒した際に背中を痛めたことにより、非器質性精神障害と肩の疼

痛が残り、頭痛が発現するようになった。

2021障-143 外貌・露出部分の醜状障害 中2・女

バスケットボール部の活動のため、徒歩で学校外の体育館に向かっていた際、後ろから自転

車に乗った他の生徒が走ってきた。お互いに避けようとしたが衝突し、双方が転倒した際に自

転車が本生徒の顔に当たり、右頬に線状痕が残った。

卓球部
2021障-144 歯牙障害 中2・男

卓球部の活動中、活動場所であるランチルームで他の生徒Aが練習試合をしていた際、試合

を行っているすぐ後方で話をしていた本生徒と生徒Bに接触した。本生徒はバランスを崩して

転倒し、生徒Bの頭部に歯を強打して負傷し、歯科補綴
てつ

を加えた。

バドミントン部
2021障-145 視力・眼球運動障害 中1・男

バドミントン部の活動中、ジャンピングスマッシュの練習のため横からシャトルを投げてい

た際、他の生徒が打ったシャトルが本生徒の左眼に当たり、左眼の視力が減退した。

2021障-146 精神・神経障害 中1・女

バドミントン部の活動中、体育館で「頭が痛い・しんどい」と訴えた。病院で治療を受けた

が、右脳梗塞による左片麻痺
ひ

が残った。

柔道部
2021障-147 精神・神経障害 中1・男

体育館で柔道部の活動中、他校の生徒と合同練習をしていて、ウォーミングアップと基本練

習後に乱取りを行った際、相手生徒に大外刈りで投げられた。受け身を取ったが十分ではなく

後頭部を打撲したが、立ち上がり乱取りを継続した。乱取り終了後にうずくまり倒れ、意識不

明となった。救急車で病院に搬送され、入院して治療を受けたが、両眼に半盲症、高次脳機能

障害、右片麻痺、外傷性てんかん、及び言語機能に障害が残った。

2021障-148 精神・神経障害 中1・男

格技室で柔道部の活動中、乱取りを行った際、相手生徒に足を払われ勢いよく投げられた。

その後、寝技を行っていた際に突然けいれんし、気を失った。心肺蘇生を受けた後、救急車で

病院に搬送され入院して手術を受けたが、左眼の視力が減退し、両眼に視野狭窄
さく

、高次脳機能

障害、右片麻痺、言語機能障害、前額部から頭部にかけて手術による瘢
はん

痕が残った。
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2021障-149 外貌・露出部分の醜状障害 中2・男

学校外の体育館で柔道部の試合中、相手に投げられ倒れたときに右手を強く打ち、負傷した。

右手関節の機能が低下するとともに、右肘に手術による瘢
はん

痕が残った。

剣道部
2021障-150 精神・神経障害 中3・女

学校外の体育館で剣道部の試合を行っていた。試合の合間に座って休憩していた際、前のめ

りに倒れてけいれんを起こした。救急車で病院に搬送され治療を受けたが、熱中症に起因する

てんかん発作が残った。

	◆文化的部活動
2021障-151 外貌・露出部分の醜状障害 中3・女

吹奏楽部の活動中、廊下に開いて置いてあった楽器ケースを走って飛び越えた際、ケースの

金具に右大腿部が当たって負傷した。救急車で病院に搬送され、手術を受けたため右大腿部に

線状痕が残った。

休憩時間

	◆休憩時間中
2021障-152 視力・眼球運動障害 中2・男

休憩時間中、教室の自席で後ろの席の生徒と話していた際、後ろの席の生徒が机上の定規を

持ち上げたところ本生徒の右眼に当たり、視力と調整力が減退し、外傷性散瞳が残った。

2021障-153 手指切断・機能障害 中3・女

休憩時間中、トイレから廊下へ出ようとした際、授業に間に合わないと急いでいてトイレの

ドアに右第2指を挟み、指骨の一部を失った。

2021障-154 精神・神経障害 中2・男

学校の管理下の出来事に関わる災害による障害

2021障-155 精神・神経障害 中1・男

学校の管理下の出来事に関わる災害による障害

2021障-156 精神・神経障害 中2・男

休憩時間中、教室で着替えをしていたところ、友人に体操服を脱がされそうになり抵抗した

際、バランスを崩して臀部を強打し、疼痛が残った。

2021障-157 精神・神経障害 中1・女

休憩時間中、教室で他の生徒が倒した机が、本生徒の右足に当たり、右足に疼痛が残った。

2021障-158 外貌・露出部分の醜状障害 中1・男

休憩時間中、友人に追いかけられ廊下を走り、教室に入ろうと急に止まった際、後ろから

走ってきた友人に押されバランスを崩した。その際、教室入口の柱の角に顔面を強打し前額部
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と鼻下に瘢痕が残った。

2021障-159 外貌・露出部分の醜状障害 中1・男

休憩時間中、清掃場所に移動しようと階段を下りていた。他の生徒も勢いよく階段を下りて

いたところ、前を歩いていた本生徒に手が当たり、反動で本生徒は階段を踏み外し転落した。

左下腿部を負傷し、手術により瘢痕が残った。

	◆昼食時休憩時間中
2021障-160 歯牙障害 中3・男

昼食時休憩時間中、教室で他の生徒にふざけた言葉を掛けたことで、相手が怒って本生徒の

顔を殴った。相手の手が口に当たり前歯2本が折れ、歯科補綴
てつ

を加えた。

2021障-161 歯牙障害 中3・男

昼食時休憩時間中、他の生徒に追いかけられて廊下を走っていた際、廊下を走ってきた別の

生徒と出会い頭に衝突した。本生徒の顔が相手の頭とぶつかり、歯を強打して負傷し、歯科補

綴を加えた。

2021障-162 歯牙障害 中3・男

昼食時休憩時間中、予鈴が鳴ったため教室に戻ろうと急いで階段を駆け上がったところ、足

を踏み外して転倒した。その際、階段の角に口を強打して負傷し、歯に歯科補綴を加えた。

2021障-163 視力・眼球運動障害 中3・男

昼食時休憩時間中、運動場でサッカーをしていた際、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右眼に当たり、右眼の視野の中心に暗点が残った。

2021障-164 精神・神経障害 中3・男

昼食時休憩時間中、廊下で他の生徒とトラブルになり、鼻に頭突きを受けた。また、直後に

左頬も数回殴られ、腹部も蹴られた。暴力を受けたことにより心的外傷後ストレス障害を負

い、非器質性精神障害が残った。

2021障-165 精神・神経障害 中1・女

学校の管理下の出来事に関わる災害による障害

2021障-166 外貌・露出部分の醜状障害 中3・男

昼食時休憩時間中、他の生徒と渡り廊下で追いかけっこをしていた。走りながら、方向転換

しようと勢いよく窓ガラスに手をついたところ、ガラスが割れて、左前腕を負傷した。手術に

より左前腕に瘢痕が残った。

	◆始業前の特定時間中
2021障-167 精神・神経障害 中1・男

始業前の特定時間中、教室で友人とふざけあっていて、両肩を押され転倒して負傷し、右膝

に疼痛が残った。
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	◆授業終了後の特定時間中
2021障-168 歯牙障害 中1・男

授業終了後の特定時間中、下校するために階段を下りていた際、てんかんの発作を起こした。

意識を失い手をつくことができなかったため、顔を地面に打ち付けるようにして転倒した。歯

及び口の中を負傷し、歯科補綴
てつ

を加えた。

2021障-169 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、広場を歩いていた際、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。

通学中

	◆登校（登園）中
自転車

2021障-170 歯牙障害 中2・男

自転車で登校中、道路の濡れたマンホールの蓋で滑って転倒し、頭と顔を強打した。前歯を

負傷し、歯科補綴を加えた。

2021障-171 歯牙障害 中1・男

自転車で登校中、バランスを崩して2ｍ下の田んぼに落下した。コンクリート製の境界標に

顎を強打して負傷し、歯に歯科補綴を加えた。

2021障-172 外貌・露出部分の醜状障害 中2・男

自転車で登校中、スピードを出して坂を下っていた。前にいた友人を追い抜き、右折しよう

とした際、スピードを出し過ぎていたため曲がりきれずに身体の左側から転んで負傷した。入

院して手術を受け、左大腿部に手術による瘢
はん

痕が残った。



11 障害見舞金編

3　高等学校等・高等専門学校における障害見舞金の事例

各教科等

	◆体育（保健体育）
跳箱運動

2021障-173 せき柱障害 高2・男

体育の授業中、体育館で跳箱の台上倒立前転のテストを行っていた。踏み切って台上で倒立

したが、バランスを崩して身体が後方に倒れ、跳箱に背中を打ち付け腰から落下した。踏み切

り板に腰を強く打って負傷し、救急車で病院に搬送され治療を受けたが、せき柱に変形障害が

残った。

持久走・長距離走
2021障-174 胸腹部臓器障害 高2・男

体育の授業中、運動場で持久走（2km）をした後、突然意識を失い心肺停止状態となった。

救急車を要請するとともに胸骨圧迫、AEDによる除細動を1回行ったところ、意識と心拍が

回復した。救急車で病院に搬送され、後日、除細動器を植え込んだ。

2021障-175 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、ゴールしてから倒れた。すぐに心肺蘇生及び

AEDによる除細動を行い、救急車で搬送された後、手術により除細動器を植え込んだ。

2021障-176 胸腹部臓器障害 高2・男

体育の授業中、運動場で持久走をしていた際、突然倒れた。教員が胸骨圧迫とAEDによる

除細動を行い、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
2021障-177 外貌・露出部分の醜状障害 高2・男

体育の授業中、運動場で走り高跳びをしていた際、跳躍時に顔を支柱にぶつけて負傷し、右

眼から鼻の間に線状痕が残った。

サッカー・フットサル
2021障-178 歯牙障害 高1・男

体育の授業中、運動場でサッカーの試合をしていて、ボールを追いかけていた際、防球ネッ

トの支柱に歯をぶつけて負傷し、歯に歯科補綴を加えた。

2021障-179 歯牙障害 高3・女

体育の授業中、運動場でサッカーをしていた際、他の生徒が蹴ったボールが顔に当たって負

傷し、歯に歯科補綴を加えた。

2021障-180 視力・眼球運動障害 高3・男

体育の授業中、運動場でサッカーをしていた際、他の生徒が至近距離から蹴ったボールが左

眼に直撃し、左眼に視機能を相当妨げる視野の欠損が残った。
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2021障-181 視力・眼球運動障害 高1・女

体育の授業中、運動場でサッカーをしていた際、本生徒が蹴ったボールがすぐ近くにいた他

の生徒の足に当たって跳ね返り、本生徒の右眼に当たり負傷し、右眼の視野の中心に暗点が

残った。

2021障-182 上肢切断・機能障害 高2・男

体育の授業中、サッカーの試合を行っていた。同じチームの他の生徒が至近距離から強く

蹴ったボールが、左手掌及び手首に強く当たり、左上肢の機能が低下し、変形障害が残った。

2021障-183 外貌・露出部分の醜状障害 高3・女

体育の授業中、運動場でサッカーの試合をしていた際、ボールの上に乗ってしまい、右足首

を捻って骨折した。手術をしたため右足関節に線状痕が残った。

ソフトボール
2021障-184 歯牙障害 高3・男

体育の授業中、運動場でソフトボールをしていた際、他の生徒が振ったバットが飛んできて

顔に当たって負傷し、歯に歯科補綴
てつ

を加えた。

2021障-185 視力・眼球運動障害 高3・男

体育の授業中、運動場でソフトボールの試合をしていた際、ピッチャーをしていた本生徒が

ボールを投げたところ、バッターの打ったボールが左眼に直撃し、複視が残った。

2021障-186 手指切断・機能障害 高2・女

体育の授業中、運動場でソフトボールの実技テストをしていた際、ノックされたボールを捕

球しようとしたときに、ボールが右第1指に当たり、機能が低下した。

ハンドボール
2021障-187 外貌・露出部分の醜状障害 高3・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、シュートを打とうとジャンプを

したところ、着地に失敗し右腕を地面に強打した。手術により、右上肢に線状痕が残った。

バレーボール
2021障-188 歯牙障害 高3・女

体育の授業中、体育館でバレーボールをしていた。コートの端に飛んでいったボールを拾お

うとした際、同じようにボールを拾おうとした他の生徒と衝突し、他の生徒の肘が口に当たり

歯が破折し、歯科補綴を加えた。

2021障-189 精神・神経障害 高1・男

体育の授業中、体育館でバレーボールのレシーブをした際に、両膝を床にぶつけた。左膝蓋

骨を脱臼骨折し、保存治療を行うが、関節内遊離体が残存したため、摘出手術を行った。症状

は改善し膝蓋骨不安定症と大腿四頭筋筋力低下が残ったまま一旦診療終了した。約1年5か月

後に、屋内運動場で柔道の授業中、相手と組んだときに左足を強く踏み込み、再度受傷し、左

膝蓋骨関節軟骨の広範囲の欠損と膝蓋骨不安定性が著明になり、手術を行った。経過中に移植

した軟骨の一部が骨化したため、切除する手術を行ったことにより左下腿部に瘢
はん

痕が残った。
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治療の長期化により、機能障害が残った。また、軟骨欠損部の変形性関節症の進行もあり左膝

に疼痛等感覚障害が残った。（※2021障-194と同時に障害を認定）

2021障-190 胸腹部臓器障害 高3・男

体育の授業中、体育館でバレーボールの試合をしていた際、本生徒と他の生徒がボールを捕

ろうとして衝突した。本生徒が下になる形で転倒し、上から倒れてきた他の生徒の足が本生徒

の陰嚢部を直撃して負傷した。救急車で病院に搬送され治療を受けたが、左睾
こう

丸を欠損した。

バスケットボール
2021障-191 歯牙障害 高3・男

体育の授業中、体育館でバスケットボールをしていて、ゴール下でボールを持っていた際、

奪いに来た他の生徒と衝突して負傷し、歯に歯科補綴を加えた。

2021障-192 視力・眼球運動障害 高3・男

体育の授業中、体育館でバスケットボールの試合をしていた際、リバウンドをとるときに他

の生徒の手が右眼に入り負傷し、右眼に外傷性散瞳が残った。

バドミントン
2021障-193 視力・眼球運動障害 高3・男

体育の授業中、体育館でバドミントンのダブルスの試合をしていた際、チームメイトである

他の生徒が振り下ろしたラケットが左眼に直撃して負傷し、外傷性散瞳が残った。

柔道
2021障-194 精神・神経障害 高2・男

体育の授業中、体育館でバレーボールのレシーブをした際に、両膝を床にぶつけた。左膝蓋

骨を脱臼骨折し、保存治療を行うが、関節内遊離体が残存したため、摘出手術を行った。症状

は改善し膝蓋骨不安定症と大腿四頭筋筋力低下が残ったまま一旦診療終了した。約1年5か月

後に、屋内運動場で柔道の授業中、相手と組んだときに左足を強く踏み込み、再度受傷し、左

膝蓋骨関節軟骨の広範囲の欠損と膝蓋骨不安定性が著明になり、手術を行った。経過中に移植

した軟骨の一部が骨化したため、切除する手術を行ったことにより左下腿部に瘢痕が残った。

治療の長期化により、機能障害が残った。また、軟骨欠損部の変形性関節症の進行もあり左膝

に疼痛等感覚障害が残った。（※2021障-189と同時に障害を認定）

剣道
2021障-195 歯牙障害 高2・男

体育の授業中、剣道場で剣道をしていた際、面を打たれた衝撃で強く歯を食いしばった際に

負傷した。歯が炎症を起こしており、予後不良のため抜歯し、歯科補綴を加えた。

準備・整理運動
2021障-196 手指切断・機能障害 高2・男

体育の授業中、体育館でパイプいすを使用して身体つくり運動をしていた際、いすに座った

まま足を伸ばして上げ、身体をＬ字型に保つ運動を行っていた。身体を起こすため座板の両側

を手でつかみながら少し後ろに体重をかけたところ、パイプいす両側の留め金が壊れていすが
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崩れ、左第3指をパイプに挟み、左第3指の指骨の一部を失った。

運動なし
2021障-197 精神・神経障害 高2・女

体育の授業中、体育館で座ってバスケットボールの授業の説明を受けていた際、立てかけて

あった体育館用具庫のドアが倒れてきて後頭部に当たった。病院を受診し治療を受けたが、頭

痛が発現するようになった。

	◆理科
2021障-198 視力・眼球運動障害 高3・女

生物の授業中、実習実験室で他の生徒が自分が使っていた腕時計に太陽光を反射させて遊ん

でいた。その光が本生徒の右眼に入り、日光網膜症を負い、右眼の視力が減退した。

	◆農業
2021障-199 手指切断・機能障害 高2・男

農業の授業中、牛舎でわら切り機で乾草を切る作業を行った。機械の奥に詰まった草を取ろ

うとして、右手を機械の中に入れてしまい、右第2～4指の一部を切断し、右第3指の機能を

失った。

特別活動（除学校行事）

	◆学級（ホームルーム）活動
2021障-200 せき柱障害 高2・女

学校の管理下の出来事に関わる災害による障害

	◆日常の清掃
2021障-201 視力・眼球運動障害 高2・女

日常の清掃中、友人と階段の踊り場にいたとき、他の生徒が野球のバッターのまねをしてほ

うきを振った際、手からほうきが抜け、本生徒の左眼に当たって左眼を失明し、非器質性精神

障害が残った。

学校行事

	◆運動会・体育祭
2021障-202 精神・神経障害 高3・男

体育祭の綱引き終了直後、運動場で横になっていた。呼びかけに「胸が苦しい」「横になっ

ていれば大丈夫」と答えたため日陰に移動させ経過観察をしていたが、けいれんが起こり呼吸
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に異変を確認したため、胸骨圧迫を開始し、AED及び救急車を要請した。AEDを装着し、4

回解析したものの電気ショックは作動せず、胸骨圧迫を継続した。救急車で搬送され治療を受

けたが、四肢麻痺
ひ

及び高次脳機能障害が残った。

	◆競技大会・球技大会
ソフトボール

2021障-203 視力・眼球運動障害 高3・男

運動場で球技大会のソフトボールの試合中、フライを取り損ねて、ボールが左眼に当たった。

眼けんが切れ、左眼の視力が減退し、視野の中心に暗点が残った。

	◆修学旅行
2021障-204 歯牙障害 高2・男

修学旅行中、川でラフティングをしていた際、隣に座っていた生徒のパドルが前歯に当たり

破折したため、歯に歯科補綴
てつ

を加えた。

課外指導

	◆体育的部活動
器械体操・新体操部

2021障-205 精神・神経障害 高3・男

新体操部の活動で大会に参加中、学校外の体育館で自主練習をしていた際、頭部をマットに

打った。他の生徒に不調を訴えたため、連絡を受けた教員が現場に向かったところ、仰向けに

倒れ、眼の焦点が合わず返事ができない状態であった。ドクターヘリで病院に搬送され手術を

受けたが、高次脳機能障害、四肢麻痺が残った。

陸上競技部
2021障-206 手指切断・機能障害 高2・男

陸上競技部の活動中、体幹を鍛えるため台上で重りを持ってトレーニングしていた際、誤っ

てバランスを崩して台から落ち、重りで右第3指を挟んで負傷し、機能を失った。

2021障-207 下肢切断・機能障害 高2・男

陸上競技部の練習日に登校した際、閉まっている校門を登って乗り越えようとしたときに落

下して負傷し、左足関節に疼痛が残り、機能が低下した。

2021障-208 外貌・露出部分の醜状障害 高3・女

学校外の屋内運動場で陸上競技部の練習中、棒高跳の助走で踏切が合わず走り抜けた際、

マットとマットの間に右足をはさみ負傷した。右足関節の機能が低下するとともに、手術によ

る瘢
はん

痕が残った。
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サッカー・フットサル部
2021障-209 歯牙障害 高3・男

サッカー部の練習試合中、相手チームの生徒のキックが顔に当たり、顔及び頭部を負傷し、

歯に歯科補綴
てつ

を加えた。

2021障-210 視力・眼球運動障害 高3・男

運動場でサッカー部の活動中、シュートを決めようと力いっぱい蹴った際、4メートル先で

ディフェンスをしていた他の生徒の足に当たり、跳ね返ったボールが本生徒の左眼に当たって

負傷し、外傷性散瞳が残った。

2021障-211 外貌・露出部分の醜状障害 高2・男

サッカー部の活動中、運動場で他の生徒の足に引っかかって転倒し、右足関節を骨折した。

手術により線状痕が残った。

テニス部（含ソフトテニス）
2021障-212 視力・眼球運動障害 高1・男

テニス部の活動中、テニスコートでサーブ・ラリー練習（コート対角に4人が立ち、対角で

サーブする練習）をしていた。本生徒はサーブを打った後、ネット近くまで前進し、位置を確

認するためベースライン方向へ振り向いた際、他の生徒がサーブを打ってしまい、本生徒の右

眼に当たり、右眼に外傷性散瞳が残った。

2021障-213 視力・眼球運動障害 高2・男

テニス部の活動中、テニスコートで球出しをしていた際、他の生徒が打ったボールが右眼に

当たり、右眼に外傷性散瞳が残った。

2021障-214 胸腹部臓器障害 高2・男

遠征先でテニス部の練習試合をしていた際、突然意識を失って倒れ、心肺停止になった。す

ぐに胸骨圧迫、AEDによる除細動を行った後、救急車で病院に搬送され、治療を受けた。後

日、除細動器を植え込んだ。

ソフトボール部
2021障-215 歯牙障害 高2・女

ソフトボール部の活動中、運動場でノックの練習をしていた際にボールを追っていたとこ

ろ、電信柱に顔を強打した。救急車で病院に搬送され、歯に歯科補綴を加えた。

2021障-216 視力・眼球運動障害 高2・男

ソフトボール部の活動中、運動場でピッチングマシンを使ってバント練習をしていた際、

ボールが右眼下に当たって負傷し、右眼に外傷性散瞳が残った。

野球部（含軟式）
2021障-217 歯牙障害 高2・男

運動場で野球部の練習試合中、口にデッドボールが当たって歯を負傷し、歯科補綴を加えた。

2021障-218 歯牙障害 高1・男

野球部の活動中、守備練習の際に転倒して下顎を強く打ち、歯を破折し、歯科補綴を加えた。
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2021障-219 歯牙障害 高3・男

野球部の活動中、ピッチングマシンを使用しバントの練習をしていた際、マシンから出た

ボールが口に当たって負傷し、歯に歯科補綴を加えた。

2021障-220 歯牙障害 高1・男

野球部の活動中、運動場でピッチング練習のキャッチャーをしていたところ、よそ見をした

際にピッチャーが投げたボールが口に当たり、前歯が折れ、歯に歯科補綴を加えた。

2021障-221 歯牙障害 高2・男

野球部の活動中、運動場で守備練習をしていて、ボールを追いかけて捕ろうとした際、勢い

余ってフェンスに衝突した。顔面を強打し、歯に歯科補綴を加えた。

2021障-222 歯牙障害 高1・男

運動場で野球部の練習試合中、守備でフライボールを捕ろうとした際、ボールが顔に当たっ

て負傷し、歯に歯科補綴を加えた。

2021障-223 歯牙障害 高1・男

野球部の活動中、運動場で三塁手として守備をしていた際にライナーの打球を捕ろうとした

ところ、打球がグラブをかすめて口に当たって負傷し、歯に歯科補綴を加えた。

2021障-224 歯牙障害 高2・男

体育館で野球部の活動中、素振りをしている他の生徒に気付かずに通りかかった際、顔に他

の生徒のバットが当たった。前歯を負傷し、歯に歯科補綴を加えた。

2021障-225 視力・眼球運動障害 高1・男

野球部の活動中、運動場でティーバッティングをしていた際、本生徒がボールを投げ、他の

生徒が打ったところ、本生徒の右眼に当たり負傷し、右眼の視力・調節力が減退し、外傷性散

瞳が残った。

2021障-226 視力・眼球運動障害 高1・男

野球部の活動中、運動場でバッティングマシンの準備をしていた際、バッティングマシンの

前を横切ろうとしたところ、マシンから出てきたボールが左眼に当たり、左眼の視野の中心に

暗点が残った。

2021障-227 視力・眼球運動障害 高1・男

野球部の練習試合前、運動場でウォーミングアップのキャッチボールをしていた際、他の生

徒が投げたボールが左眼に当たり、左眼の視力が減退した。

2021障-228 視力・眼球運動障害 高2・男

野球部の活動中、運動場で守備練習をしていた際、ノックのボールの軌道が変わって本生徒

の右眼に当たり、右眼に外傷性散瞳が残った。

2021障-229 視力・眼球運動障害 高1・男

野球部の活動中、運動場でバッティングピッチャーをしていた際、隣で同じように練習して

いた打者が打ったボールが、投手を保護するためのネットの支柱にぶつかり跳ね返って本生徒

の右眼に当たり、視力が減退し、外傷性散瞳が残った。
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2021障-230 視力・眼球運動障害 高2・男

他校の運動場で野球部の試合中、キャッチャーをしていた他の生徒が投げたボールがピッ

チャーをしていた本生徒の右眼に直撃し、外傷性散瞳が残った。

2021障-231 視力・眼球運動障害 高2・男

野球部の活動中、運動場でキャッチャーとしてピッチャーの投球を捕ろうとしたが、目線を

外してしまいボールが右眼に当たった。右眼の視力が減退し、調節機能を失い、複視が残った。

2021障-232 視力・眼球運動障害 高1・男

野球部の活動中、2か所でバッティング練習を行っており、本生徒はボール拾いを行ってい

た。本生徒が他の生徒から投げられたボールを受けていた際、ボール拾いを行っていた別の生

徒が本生徒に向かってボールを投げた。本生徒はボールを見ていなかったため、他の生徒が

「危ない」と叫び、本生徒が後ろに振り向いた瞬間にボールが左眼に当たり負傷した。救急搬

送され治療を受けたが、左眼の視力が減退し、視野狭窄
さく

が残った。

2021障-233 視力・眼球運動障害 高2・男

野球部の活動中、運動場でキャッチボールしていた際、別のグループでキャッチボールをし

ていた生徒の投球が右眼に当たり、右眼の視力が減退した。

2021障-234 視力・眼球運動障害 高1・男

野球部の活動中、運動場で外野の守備練習をしていた際、飛んできたボールが右眼に当たり、

視力が減退した。

2021障-235 視力・眼球運動障害 高3・男

野球部の朝練習中、打撃練習で投手をしていた際、防護用ネットを使用していたものの打球

を防ぎきれず、右顔面に当たり負傷した。右眼の調節力を失い、複視と外傷性散瞳が残った。

2021障-236 視力・眼球運動障害 高1・男

野球部の活動中、運動場でファーストのポジションでピッチャーからのけん制球を受ける練

習を行っていた際、ピッチャーが投げたボールが右眼に当たった。右眼の視力が減退し、注視

野の広さが減じ、視野狭窄及び外傷性散瞳が残った。また、複視が残った。

2021障-237 視力・眼球運動障害 高1・男

野球部の活動中、ピッチングマシーンにボールを入れていた。次のボールを取ろうと左側を

向いた際に、バッターの打ったボールが右眼に当たり、右眼の視力が低下、視野の中心に暗点

と外傷性散瞳が残った。

2021障-238 視力・眼球運動障害 高1・男

野球部の活動中、運動場で守備練習をしていた。三塁手として三塁ベースで送球を受け取る

際、他の生徒が投げたボールが右眼に当たり、視力が減退した。

2021障-239 視力・眼球運動障害 高1・男

夏季休業中の野球部の活動で、ランニングをしていてロードコースの半分を過ぎた辺りでふ

らふらして倒れ、救急車で病院に搬送された。重度熱中症のため集中治療室で治療され、6日

後に意識が戻った。熱中症後遺症としての小脳機能異常により、複視が残った。
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2021障-240 視力・眼球運動障害 高1・男

野球部の活動中、バッティング練習の守備をしていた。フライの球を見失い前進した際、

ちょうど落ちてきた球が右眼に当たり、視力が減退し、複視が残った。

2021障-241 手指切断・機能障害 高2・男

野球部の活動中、本生徒と他の生徒の間に飛んだ球を双方から追いかけた際、衝突した。そ

の際に右手で着地しようとしたが失敗して負傷し、右第4指の機能を失った。

2021障-242 手指切断・機能障害 高2・男

野球部の活動中、ウエイトトレーニングをしていた際、170kgのバーベルでスクワットをし

ようとしてバランスを崩し、後方にあったバーベルスタンドと持っていたバーベルで左第4指

を挟み、機能を失った。

2021障-243 手指切断・機能障害 高1・男

野球部の試合中、打席でバットを握っていた左第3指の上から投球が当たり、左第3指の指

骨の一部を失った。

2021障-244 手指切断・機能障害 高2・男

学校外の運動場で野球部の練習試合中、守備をしていた。低めのライナーが飛んできたので

地面近くでグローブに右手を添えてキャッチしようとした際、指にボールが直撃し、右第5指

の機能を失った。

2021障-245 精神・神経障害 高1・男

野球部の活動中、フリーバッティングをしていた際、頭越えをした球があったため校舎の方

に取りに行ったところ、次の打球が本生徒の方へ向かって飛んだため、他の生徒からの「危な

い」の声で振り返った直後、打球が頭部を直撃し倒れた。意識を失い全身けいれんを起こした

ため、救急車を手配すると共にAEDを使用したが解析結果は「ショック不要」であった。救

急車で搬送され治療を受けたが、脳挫傷により、左第4指の機能が低下した。

2021障-246 精神・神経障害 高1・男

他校の運動場で野球部の試合中、投手である本生徒が牽制球を投げた際にバランスを崩し、

その場に崩れ落ちて動けなくなった。救急車で病院に搬送され治療を受けたが、上下肢に右片

麻痺
ひ

が残った。

2021障-247 精神・神経障害 高1・男

野球部の活動中、運動場で様々な動きを取り入れながらのランニングを行っていた際、前の

めりに倒れた。すぐに救急車を要請するとともに胸骨圧迫を行い、AEDを用意したところに

救急車が到着した。救急隊員によりAEDが装着され、救急搬送され治療を受けたが、両眼に

視野狭窄、言語機能の障害、高次脳機能障害が残るとともに、後日、除細動器を植え込んだ。

2021障-248 精神・神経障害 高2・女

運動場で野球部の活動中、マネージャーである本生徒がトスバッティングのボールを出して

いた際、打球が顔に当たり、右顎に疼痛が残った。
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2021障-249 精神・神経障害 高1・女

野球部の活動中、運動場のネット裏でマネージャー業務を行っていた際、他の生徒が打った

ボールが左側頭部及び左耳に直撃して負傷し、身体性機能障害として両手に麻痺
ひ

が残った。

2021障-250 胸腹部臓器障害 高1・男

野球部の朝練習中、ボールを捕ろうとしてスライディングをした際、同じくボールを捕ろう

とした他の生徒と衝突した。左脇腹を強打して負傷し、左側のじん臓を失った。

2021障-251 胸腹部臓器障害 高2・男

運動場で野球部の練習試合中、バッターをしていた際、自打球が睾
こう

丸に当たり、左の睾丸を

欠損した。

2021障-252 外貌・露出部分の醜状障害 高1・男

野球部の活動中、ティーバッティングのトスをしていた際、打球が額に当たって負傷し、前

額部に線状痕が残った。

2021障-253 聴力障害 高2・男

野球部の活動中、運動場に隣接している20ｍ四方にネットが張られている場所で打撃投手を

務めていた。その際、他の生徒が打った打球を避けきれず、右側頭部に直撃して負傷し、右耳

の聴力を喪失した。

2021障-254 そしゃく機能障害 高2・男

野球部の活動中、運動場で守備についていた。ボールを追っていた際、他の生徒の頭と本生

徒の口が衝突して負傷し、歯に歯科補綴
てつ

を加え、そしゃく及び言語の機能に障害が残った。

ハンドボール部
2021障-255 下肢切断・機能障害 高3・男

ハンドボール部の活動中、運動場を走っていた際、右の股関節に強い痛みを感じた。翌日、

保護者と共に病院を受診し安静にして様子を見ていたが、受診の2日後、激痛と共に発熱した。

救急車を要請し、病院に搬送され入院し治療を受けたが、右化膿性股関節炎により、右股関節

の機能が低下した。

2021障-256 胸腹部臓器障害 高2・男

ハンドボール部の活動中、サイドシュート練習の順番待ちをしていた際、突然意識を失って

倒れた。救急車を要請するとともにAEDを装着し、AEDの指示に従い除細動を2回と胸骨圧

迫を行った。その間、本生徒には死戦期呼吸（うめく感じの呼吸）がみられた。救急車で搬送

され、後日、除細動器を植え込んだ。

2021障-257 外貌・露出部分の醜状障害 高3・女

他校の運動場でハンドボール部の試合中、シュートをしようと構えた際に相手選手と接触

し、左足で身体を支えようと踏ん張ったが転倒した。その際、左膝を大きく捻って負傷し、手

術したため左下肢に線状痕が残った。
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バレーボール部
2021障-258 視力・眼球運動障害 高1・女

バレーボール部の活動中、返球しようとした際、他の生徒の膝と本生徒の顔面が強く接触し

て負傷し、複視及び左眼に視野狭窄
さく

が残った。

2021障-259 手指切断・機能障害 高1・女

学校外の体育館でバレーボール部の試合中、ボールをレシーブしようと飛び込んだ際に右手

を床につき負傷し、右第5指の機能が低下した。

2021障-260 胸腹部臓器障害 高1・男

バレーボール部の活動後、昇降口にある自動販売機に他の生徒数名と飲み物を買いに行った

際、昇降口に座り込み横になった。他の生徒達は、本生徒が休んでいるだけだと思い、近くに

座って話をしていたが、通りかかった教員が本生徒が眼を開けたまま倒れており意識が無いこ

とに気付き、AEDの持参を指示するとともに救急車を要請した。救急要請の電話を繋いだま

ま、消防の指示を受け続け、AED装着、胸骨圧迫、AEDによる除細動を3回行った後に救急

車が到着し、4回目の除細動で心拍と呼吸が再開した。救急車で病院に搬送され治療を受け、

後日、除細動器を植え込んだ。

バスケットボール部
2021障-261 視力・眼球運動障害 高2・男

バスケットボール部の活動中、体育館でシュート練習をしていた際、他の部員がシュートし

たボールが左眼に当たり、視力が減退した。

2021障-262 視力・眼球運動障害 高1・男

体育館でバスケットボール部の活動中、他の生徒が投げ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。

2021障-263 視力・眼球運動障害 高1・女

バスケットボール部の活動中、体育館でルーズボールを追った際、同様にボールを追ってい

た他の生徒に誤って左眼を蹴られてコートに頭をぶつけ、複視が残った。

2021障-264 精神・神経障害 高2・男

体育館でバスケットボール部の活動中、他の生徒と接触し、相手の肘が右眼に当たって負傷

したため、右眼下から上口唇にかけて感覚障害が残った。

2021障-265 聴力障害 高1・男

バスケットボール部の活動中、体育館でシュートの自主練習をしていた際、他の生徒が使っ

ていたボールが右耳に当たり、耳鳴りの障害が残った。

ラグビー部
2021障-266 手指切断・機能障害 高2・男

運動場でラグビー部の活動中、タックル後に立とうと手をついた際、右手を他の生徒のスパ

イクで踏まれて負傷し、右第4指の機能が低下した。
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2021障-267 精神・神経障害 高1・男

学校外の運動場でラグビー部の練習試合中、ボールを持って走っているときにタックルさ

れ、ラックとなり相手の下敷きになった。頚髄を損傷し、四肢麻痺
ひ

と、左胸から下に感覚障害

が残った。

2021障-268 精神・神経障害 高3・男

運動場でラグビー部の試合中、相手選手と接触した際に顔を打撲し、右頬に感覚障害が残っ

た。

2021障-269 精神・神経障害 高1・男

学校外の運動場でラグビー部の練習試合中に、相手選手の膝が右眼に接触して負傷し、右眼

窩下神経に感覚障害が残った。

2021障-270 胸腹部臓器障害 高2・男

学校外の運動場でラグビー部の試合中、相手選手とぶつかったときに、相手の足が本生徒の

下腹部を直撃して負傷し、右の睾
こう

丸を欠損した。

バドミントン部
2021障-271 視力・眼球運動障害 高1・男

バドミントン部の活動中、体育館で試合をしていた際、相手生徒が打ったシャトルが左眼に

当たって負傷し、左眼の調節力が減じた。

2021障-272 視力・眼球運動障害 高2・男

学校外の体育館でバドミントン部の試合中に、相手選手が打ったシャトルが左眼に当たって

負傷し、左眼の調節力が減じた。

2021障-273 視力・眼球運動障害 高2・女

バドミントン部の活動中、トスノックでシャトルを上げていた際、他の生徒がスマッシュし

たシャトルが左眼に当たり、左眼に外傷性散瞳が残った。

ホッケー部
2021障-274 歯牙障害 高2・女

運動場でグラウンドホッケー部の活動中、相手生徒のシュートをブロックしようと近づいた

際、スティックが口に当たって負傷し、歯に歯科補綴
てつ

を加えた。

2021障-275 歯牙障害 高3・女

学校外の競技場でホッケー部の練習試合中、相手チームのパスボールが味方チームの他の生

徒のスティックに当たり、ボールが浮いて本生徒の下の歯と下顎に当たった。口から多量の出

血が見られたため救急車で搬送され、歯に歯科補綴を加えた。

柔道部
2021障-276 歯牙障害 高3・女

柔道部の活動中、体育館で乱取り稽古をしていた際、相手生徒の頭が本生徒の下顎に当たっ

て負傷し、歯に歯科補綴を加えた。
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2021障-277 精神・神経障害 高1・男

学校外の体育館で柔道部の活動中、乱取り稽古をしていた際、本生徒が投げられたのと同時

に、別の組で投げられた生徒の足が本生徒の顔面に当たり、意識を失って倒れた。その後、い

びきをかいていたので救急車で病院に搬送され治療を受けたが、急性硬膜下血腫及び脳挫傷に

より左片麻痺が残った。

2021障-278 胸腹部臓器障害 高3・男

学校外の体育館で柔道部の試合中、相手の技を何度も受けていたところ股間に強い衝撃があ

り痛みを感じたが、そのまま試合を続けた。痛みは一時やわらぐこともあり我慢していたが、

激痛があったため2日後に病院を受診したところ、左の睾丸の一部壊死が認められたため、摘

出手術を行い、左の睾丸を欠損した。

その他部活動
2021障-279 上肢切断・機能障害 高3・男

運動場でアメリカンフットボール部の活動中、タックルをした際に左手首を強打して負傷

し、左手関節の機能が低下するとともに疼痛が残った。

2021障-280 外貌・露出部分の醜状障害 高3・女

チアリーディング部の活動中、体育館でバック転の練習をしていた。マットに着地をすると

きに右腕が曲がってついてしまい、右前腕を骨折し手術をしたため瘢
はん

痕が残った。

	◆文化的部活動
2021障-281 精神・神経障害 高2・女

校舎5階の音楽室で吹奏楽部の練習開始前に、滑りやすい素材のカバーが掛かったグランド

ピアノの上に上り、窓を開けようとした際に誤って転落した。救急車で病院に搬送され治療を

受けたが、右下肢に麻痺が残るとともに、右下肢と左第5趾の機能が低下し、左足に疼痛が

残った。

	◆その他
その他部活動

2021障-282 手指切断・機能障害 高1・女

農場で畜産同好会の活動中、乾草を裁断機に手で押し込んだ際に右手が刃に当たり、右第4

指・第5指の一部を失った。

休憩時間

	◆休憩時間中
2021障-283 外貌・露出部分の醜状障害 高2・男

休憩時間中、他の生徒が走って教室に入り、窓の近くにいた本生徒にふざけて抱きついた。
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勢いが強かったためそのまま窓ガラスに倒れこみ、割れたガラスで負傷し、左頬に瘢
はん

痕が残った。

	◆授業終了後の特定時間中
2021障-284 歯牙障害 高2・男

授業終了後の特定時間中、教室で自習をしていた。教室内の階段を上る際に踏み外して転倒

し、前歯が階段に当たり破折したため、歯に歯科補綴
てつ

を加えた。

通学中

	◆登校（登園）中
自転車

2021障-285 歯牙障害 高1・男

自転車で登校中、ブレーキがきかず歩行者と接触し、自転車ごと前方に転倒した。転倒時に

前歯、口、頭を地面に強打し、出血多量のため救急搬送され、歯に歯科補綴を加え、顔に瘢痕

が残った。

2021障-286 歯牙障害 高3・男

自転車で登校中、前輪に何かが絡まり前方に投げ出されて負傷し、歯に歯科補綴を加えた。

2021障-287 歯牙障害 高3・男

自転車で登校中、滑って転倒した際に負傷し、歯に歯科補綴を加えた。

2021障-288 歯牙障害 高2・男

自転車で登校中、前かごに入れてあったバッグのひもが自転車の前輪に絡まり転倒した。身

体が前方に飛び出し、前歯を地面に打って負傷し、歯科補綴を加えた。

2021障-289 歯牙障害 高2・男

自転車で登校中、前輪がパンクしたまま角を曲がろうとした際にバランスを崩し、ガード

レールに衝突した。その際、ハンドルで顔を強打し、歯に歯科補綴を加えた。

2021障-290 歯牙障害 高2・男

自転車で登校中、車道から歩道への段差を越えようとしたところ、バランスを崩し転倒した。

顔を強打して負傷し、歯に歯科補綴を加えた。

2021障-291 歯牙障害 高2・女

自転車で登校中、歩道脇の花壇のコンクリートに自転車に乗ったままぶつかった。ぶつかっ

た勢いで前歯が下唇に刺さり、前歯が3本折れ、歯科補綴を加えた。

2021障-292 精神・神経障害 高1・男

自転車で登校中、後ろから来た車を避けようとハンドルを切ったところ、自転車ごと土手へ

転落し、後頭部を打った。保健室で応急処置を行い様子を見ていたが、午後になって足のしび

れを訴え病院を受診した。入院し治療を受けたが、両下肢の麻痺
ひ

が残った。
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2021障-293 外貌・露出部分の醜状障害 高1・男

自転車で登校中、運転中によそ見をしていたため、路上に停車中の車にぶつかった際、後方

ガラスで左頬を切り瘢痕が残った。

	◆下校（降園）中
自転車

2021障-294 手指切断・機能障害 高1・男

自転車で下校中、雨天のためレインコートを着用し、フードを深くかぶっていた。走行中に

よそ見をした際、標識の支柱に衝突して負傷し、左第3指の一部を失った。

2021障-295 上肢切断・機能障害 高1・男

自転車で下校中、転倒して負傷し、右肘関節の機能が低下した。

2021障-296 外貌・露出部分の醜状障害 高3・男

自転車で下校中、下り坂でスピードが出過ぎてしまい、ブレーキをかけたところスリップし

て前方に投げ出され転倒した。顔を地面に強く打って負傷し、救急車で病院に搬送され入院治

療を受けたが、顔に線状痕が残った。

	◆通学（通園）に準ずるとき
自転車

2021障-297 外貌・露出部分の醜状障害 高1・男

学校外の体育館でバスケットボール部の練習試合後に自転車で帰宅中、自転車操作を誤り、

急斜面から用水路に転落して負傷した。歯に歯科補綴を加え、前額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見舞金の事例

各教科等

	◆その他の教科
2021障-298 精神・神経障害 特小4・女

教員の介助で給食を食べ、食後の歯磨き後に仰向けの状態で寝ていた。教員が身体状況確認

をした後、しばらくして喘鳴が聞こえ、しばらくして痰を吐いた。パルスオキシメーターを使

用したが数値が得られず、救急車で病院に搬送され入院して治療を受けたが、そしゃく機能に

障害が残った。

	◆自立活動
2021障-299 視力・眼球運動障害 特中2・男

自立活動中、教室で他の生徒が振り回した腕が本生徒の左眼に当たり負傷し、その影響から

両眼を失明した。

	◆体育（保健体育）
ソフトボール

2021障-300 外貌・露出部分の醜状障害 特高3・男

体育の授業中、運動場でソフトボールの試合をしていた。打順が回ってきたので、バッター

ボックスへジャンプしながら向かっていた際、地面に置かれていたキャッチャーマスクを左足

で踏み、左中足骨を骨折した。手術により、左足背に瘢
はん

痕が残った。

	◆自立活動
2021障-301 下肢切断・機能障害 特高1・男

自立活動の時間中、体力作りとして約3kmをランニングしてゴールした後、中庭を歩いて

いて石につまずき、右膝を強くひねって転倒し骨折した。右膝に疼痛が残り、右膝関節の機能

が低下するとともに、手術による瘢痕が残った。

2021障-302 外貌・露出部分の醜状障害 特高1・男

自立活動の授業中、4名の生徒が3名の教員のもと教室で手湯を行っていた。本生徒は1番

目に手湯を終了し、作業机の近くに車いすに座った状態でいた。次の生徒のために洗面器の湯

を新しい湯に交換する際、作業机上の洗面器に直接ポットの蓋を開けて注いだところ、勢いよ

く洗面器からあふれ出た湯がテーブルを伝って本生徒の両下肢にかかり熱傷を負い、瘢痕が

残った。
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	◆その他の教科
2021障-303 下肢切断・機能障害 特高2・男

登校後、教員1人で日常生活の指導として本生徒の身体を動かしている際、あおむけで腰を

教員が保持し、体幹をひねる動きやあぐらで腰を前傾する動きをし、車いすに移乗する際、股

関節に負荷がかかって負傷した。右股関節の機能が低下した。

特別活動（除学校行事）

	◆その他
2021障-304 外貌・露出部分の醜状障害 特高3・男

特別活動中、体育館で他の生徒と腕相撲をしていた際、右腕が右側に倒れた際に骨折し、手

術をしたため右上腕に線状痕が残った。
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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見舞金の事例

保育中

2021障-305 視力・眼球運動障害 保6・男

保育中、保育室で工作をしていた。片付けの際、使用していたはさみを職員が回収している

最中に、本園児がいすの背もたれから取れなくなったセロハンテープを、はさみの刃を使用し

て取り除こうとした。その際に誤って刃が左眼に当たり、左眼の視力が減退した。

2021障-306 手指切断・機能障害 保1・男

保育中、保育室に戻ろうとしていた際、他の園児が動かしている門扉に本園児も手をかけた。

左第3指及び左第4指が挟まって、それぞれ指骨の一部を失った。

2021障-307 手指切断・機能障害 保5・女

保育中、園庭の畑で芋を植える活動をしていた際、本園児がフェンスに手を置いていること

に気付かず保育士が門を閉めたため、本園児の左第1指を挟んだ。左第1指の第1関節以上を

失い、指関節の機能が低下した。

2021障-308 精神・神経障害 保3・男

保育中、保育室でおやつの時間に、保育士がホットドッグを手でちぎってあげていた。2口

目でパンとウインナー（厚さ5mm）、直径1.8cmをちぎって与えたところ、しばらくして本園

児が急に立ち上がり苦しそうにしたため、保育士が背中殴打をし、救急車を要請した。ドク

ターヘリで病院に搬送され治療を受けたが低酸素脳症となり、高次脳機能障害及び四肢麻痺
ひ

が

残り、流動食以外は摂取できなくなった。

2021障-309 外貌・露出部分の醜状障害 保2・男

保育中、保育室で遊んでいた際、おもちゃの取り合いをして、他の園児が振り払った手の爪

が本児の左頬に当たり、線状痕が残った。

2021障-310 外貌・露出部分の醜状障害 保5・男

保育中、友人と走って遊んでいた際に園庭の段差付近でつまずき転倒した。コンクリートの

角で顎を打ち、瘢
はん

痕が残った。

2021障-311 外貌・露出部分の醜状障害 幼5・男

保育中、園庭で鬼ごっこをして遊んでいる際、木の枝で左頬を切った。縫合したが、左頬に

線状痕が残った。

2021障-312 外貌・露出部分の醜状障害 保5・女

保育中、保育室で午睡をしていたところ、他の園児が本園児を引っかいてしまい、左頬に線

状痕が残った。

2021障-313 外貌・露出部分の醜状障害 保3・女

保育中、保育室で遊んでいた際、他の園児と玩具をめぐる接触で裂傷を負い、左頬に線状痕

が残った。
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2021障-314 外貌・露出部分の醜状障害 保2・女

保育中、園庭から保育室に戻る際、他の園児と場所の取り合いをして顔面を引っかかれ、両

頬に線状痕が残った。

2021障-315 外貌・露出部分の醜状障害 保2・女

保育中、園庭で遊んでいた際、他の園児に左頬を引っ掻かれて負傷し、線状痕が残った。

2021障-316 外貌・露出部分の醜状障害 保2・女

保育中、午睡の時間に布団に入り寝転がっていたところ他の園児とトラブルになり、眉間を

引っ掻かれて負傷し、線状痕が残った。

2021障-317 外貌・露出部分の醜状障害 保2・女

保育中、降園しようとして靴箱前で友人とトラブルになり、右頬を引っ掻かれて負傷し、線

状痕が残った。

2021障-318 外貌・露出部分の醜状障害 保6・女

保育中、遊戯室で食後の歯磨きをしている際、部屋の入口ドアに後ろ向きに寄りかかったと

ころドアが外れ、上部のガラスが割れ、頭と顔に直撃し負傷した。受診し治療を受けたが、右

頬、右口角部に瘢痕が残った。

2021障-319 外貌・露出部分の醜状障害 保5・女

保育中、写真撮影のため園庭に出る際、勢いよく飛び出したため敷いてあった人工芝のマッ

トにつまずいて転んだ。顔を負傷し、左頬に線状痕が残った。

2021障-320 外貌・露出部分の醜状障害 幼連1・女

保育中、保育室内を歩いていた際にマットにつまずいて転倒し、絵本棚に頭をぶつけ、左前

額部に線状痕が残った。

2021障-321 せき柱障害 幼連6・男

保育中、遊戯室で体操教室に参加していた際、鉄棒で手がすべり腰のあたりから落下した。

落下直後は異常は見られなかったが、徐々に両下肢の脱力症状がみられ、立てない状態となり、

両下肢に麻痺が残った。




