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Ⅱ 学校の管理下の障害の状況 

◇ 学校の管理下の障害の発生件数（平成 24 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・高
等専門学校 

特別支援学校 幼稚園・ 
保育所 

総計 
小 中 高 

各 

教 

科 

等 

体育（保健体育） 

水泳 3 1 2     6 
鉄棒運動 1       1 
跳箱運動 4       4 
マット運動 1 2 1     4 
短距離走  1      1 
持久走・長距離走  1 3  1   5 
走り高跳び  1 1     2 
投てき  1      1 
ドッジボール 1       1 
サッカー・フットサル 2 2 2     6 
ソフトボール  3 2     5 
バレーボール  1      1 
バスケットボール   5     5 
卓球  1      1 
バドミントン  1 2     3 
球技（その他）  1      1 
柔道  1 2     3 
スキー 1       1 
準備・整理運動 1 1 2     4 
体操（組体操） 3       3 
縄跳び 1       1 
その他 1       1  小   計 19 18 22 0 1 0 0 60 

図画工作（美術） 3 1      4 
理科  2 1     3 
家庭（技術・家庭）   2     2 
工業   2     2 
総合的な学習の時間   1     1 
自立活動     1 2  3 
その他の教科 7  3   2  12 
保育中       14 14 

各教科 計 29 21 31 0 2 4 14 101 

特
別
活
動 

（
除
学
校
行
事
） 

学級（ホームルーム）活動 
 4 3      8 
ドッジボール  1      1 

給食指導 3       3 
日常の清掃 4 2 1     6 
その他 2 2      4 

特別活動 計 13 8 1 0 0 0 0 22 

学 

校 

行 
事 

その他儀式的行事 2       2 
文化的行事   2     2 

運動会・体育祭 
短距離走  1      1 
サッカー・フットサル   1     1 
その他  1      1 

競技大会・球技大会 
サッカー・フットサル   3     3 
ソフトボール   1     1 
その他  1      1 

その他健康安全・体育的行事  1  2     3 
遠足 2       2 

その他集団宿泊的行事 
  1 1     2 
スキー  1      1 

学校行事 計 5 5 10 0 0 0 0 20 

課 

外 

指 

導 

体育的部活動 

水泳   1     1 
鉄棒運動   1     1 
体操（その他）   3     3 
短距離走   1     1 
走り幅跳び   1     1 
サッカー・フットサル  5 14     19 
テニス（含ソフトテニス）  4 2     6 
ソフトボール  1      1 
野球（含軟式）  14 44     58 
バレーボール  4 2     6 
バスケットボール  3 2     5 
ラグビー   5     5 
卓球  3      3 
バドミントン  2 2     4 
ホッケー   4     4 
柔道  1 1     2 
剣道  1 2     3 
レスリング   2     2 
自転車競技   2     2  小   計 0 38 89 0 0 0 0 127 

文化的部活動   3     3 
課外指導 計 0 38 92 0 0 0 0 130 

休
憩
時
間 

休憩時間中 29 12 3     44 
昼食時休憩時間中 17 6 2  1   26 
始業前の特定時間中 11 3 1     15 
授業終了後の特定時間中 9 5 7     21 

休憩時間 計 66 26 13 0 1 0 0 106 

寄宿舎にあるとき 0 0 2 0 0 0 0 2 

通
学
中 

登校（登園）中 1 4 8     13 
下校（降園）中 8 2 7     17 

通 学 中 計 9 6 15 0 0 0 0 30 

総     計 122 104 164 0 3 4 14 411 
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表―５ 障害別の発生件数 

学校種別 

障害別 
小学校 中学校 

高等学校・ 

高等専門学校 

特別支援学校 幼稚園・保育

所 
総計 

小 中 高 

歯 牙 障 害 11 22 44  2 1  80 

視 力 ・ 眼 球 運 動 障 害 28 28 45    2 103 

手 指 切 断 ・ 機 能 障 害 9 7 6    2 24 

上 肢 切 断 ・ 機 能 障 害 7 3 1    1 12 

足 指 切 断 ・ 機 能 障 害 1 1 1     3 

下 肢 切 断 ・ 機 能 障 害 2 4 4  1 2  13 

精 神 ・ 神 経 障 害 7 10 20    1 38 

胸 腹 部 臓 器 障 害  6 21     27 

外貌・露出部分の醜状障害 51 19 15   1 6 92 

聴 力 障 害 4 2 2    1 9 

せ き 柱 障 害 1 1 4    1 7 

そ し ゃ く 機 能 障 害 1 1 1     3 

総    計 122 104 164 0 3 4 14 411 

 

表―６ 男女別の発生件数 

 小学校 中学校 
高等学校・ 

高等専門学校 

特別支援学校 幼稚園・ 

保育所 
総計 

小 中 高 

男 70 74 144  3 3 7 301 

女 52 30 20   1 7 110 

総   計 122 104 164 0 3 4 14 411 

 

１ 小学校における障害の事例 

〔Ⅰ〕各教科等 
（１）体育（保健体育） 

❶水 泳 

24障-1 小２年・女 外貌・露出部分の醜状障害 

 水泳学習が終わり、着替えに教室に戻ろうと階段を上がっている時に転倒し、前額部を負傷

した。 

24障-２ 小３年・女 聴力障害 

 水泳授業中、準備運動を終えプールで水泳学習をしていた。本児童は教師の補助のもと頭を

水につけてばた足の練習を繰り返した。翌朝母親に耳の痛みを訴えた。 

24障-3 小５年・女 精神・神経障害 

 友人の死亡事故をすぐ傍らで目撃する。 

❷鉄棒運動 

24障-4 小５年・男 外貌・露出部分の醜状障害 

 体育の授業中に、校庭で鉄棒の前方支持回転を練習していたところ、回転のタイミングがず

れて、右足が鉄棒に引っ掛かり、手が離れて鉄棒から落下してしまった。その際、顔面を地面

に打ち、前歯が少し動揺し、左目下の部分に擦り傷を負ったものである。 
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❸跳箱運動 

24障-5 小１年・男 歯牙障害 

 体育の時間に跳箱（小）を利用したサーキット遊

びをしていた。跳箱の上にのる時に勢いがあまり、

前へころぶ。その際、口（歯）を強く打ちつける。 

24障-6 小３年・男 手指切断・機能障害 

 体育館で、跳箱運動をしていた。跳箱五段を開脚跳びした時、右手薬指と小指をひねった。

家庭で毎日、湿布をしているが中々痛みがとれないと保健室に来室した。右手小指がはれて変

形しており、受診の結果、骨折と判明した。 

24障-7 小３年・男 上肢切断・機能障害 

 体育の授業中に、体育館で跳箱をしていたところ、跳ぼうとして手をついた時バランスを崩

し手を捻った状態で跳んだため、左腕に全体重がかかり、左腕を負傷した。 

24障-8 小４年・女 精神・神経障害 

 ２時間目の体育時、跳箱の台上前転の着地の際に、首をひねってずれたまま着地をした。 

❹マット運動 

24障-9 小６年・男 せき柱障害 

 体育の時間、体育館で壁倒立をしようとした時、体勢を崩して倒れ背中を床に打ちつけた。 

❺ドッジボール 

24障-10 小５年・女 外貌・露出部分の醜状障害 

 体育でドッジボールの試合をしていた。足下に飛んできたボールをよけようとして、足首を

捻ったまま転倒した際、足を負傷した。 

❻サッカー・フットサル 

24障-11 小４年・男 視力・眼球運動障害 

 体育の授業中に、運動場でサッカーの試合を行っていたところ、相手が目の前でボールを蹴

ったため、ボールが本生徒の眼に当たり右眼を負傷した。 

24障-12 小６年・男 視力・眼球運動障害 

 体育の授業中、サッカーをしていた。スローインの際、本児童が投げたボールが他の児童に

当たり、それに腹を立てた児童が本児童の顔（左目）をひざで蹴った。左目の腫れ、痛み、気

分不良があった。 

❼スキー 

24障-13 小１年・男 歯牙障害 

 校内スキー大会に出場するためにジャンプ台（スモールスモールヒル）でジャンプ練習を行

っていた。着地後バランスを崩してランディングバーン横の壁にぶつかった。 

❽準備・整理運動 

24障-14 小４年・女 外貌・露出部分の醜状障害 

 体育の授業を行っていた。準備運動で友だちと組んで馬とびをしていたところ、馬になって
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いた友だちがバランスを崩し倒れたため、とんでいた本児童が顔から地面に転倒し顔面外傷する。 

❾体操（組体操） 

24障-15 小５年・女 外貌・露出部分の醜状障害 

 運動会の練習で組体操をしていた。本児童は三段タワーの土台で膝をつき四つん這いになっ

ていたところ、上段の児童がバランスを崩し本児童の左肘部に落ちてきて痛めた。 

24障-16 小６年・男 聴力障害 

 運動会の組体操でピラミッドの練習をしていたところ、下の２段がバランスを崩してつぶれ

たため、下から３段目にいた本児童も地面に前のめりに落ちた。右ひじ、右足を強打し痛みが

あったが、耳は特に痛みを感じなかった。その後、聴力障害が判明した。 

24障-17 小６年・女 外貌・露出部分の醜状障害 

 体育の時間中、運動会での組体操の練習をしていた。10 人タワーを行っていた時、タワー中

断あたりがぐらつき一番上にいた本児童は、バランスを崩し落ちてしまった。その時、左腕を

強く打ち骨折してしまった。 

❿縄跳び 

24障-18 小４年・男 視力・眼球運動障害 

 体育の時間、縄跳びの学習をしていた。児童２人が長縄を持ち、回していた途中に、１人の

児童が持っていた長縄を離してしまい、木製の柄が長縄に入るために近くで待機していた本児

童の右目に当たってしまい負傷した。 

⓫その他 

24障-19 小３年・男 上肢切断・機能障害 

 運動会演技練習のため体育館に集合していた。双方が自分の組の綱に向かって走り、綱を持

つところで終わりのはずであったが、双方が瞬間引き合いとなり、綱が急激に引き寄せられ後

部の児童たちが転んだ。その勢いで、中央付近の児童たちが重なるように倒れた。危険を感じ

た教師の停止の合図で動きを止め、児童たちの所に行くと、本児童が横たわっていた。意識は

はっきりしていたが、顎の下にかなり深い裂傷があったので保健室で手当していると、右手が

動きにくいということが判明した。 

（２）図画工作（美術） 

24障-20 小３年・女 外貌・露出部分の醜状障害 

 教室で図画工作の授業中、後片付けをしようと席を立ち移動しようとした際に、机横にかけ

ておいた絵の具セットの紐に足をひっかけ転倒。その時に近くにあった大型テレビのキャスタ

ーの角に額を打ち負傷した。 

24障-21 小５年・女 外貌・露出部分の醜状障害 

 図画工作の時間、玄関前で写生をした後教室に戻り、便所に行こうとして走ってドアを押そ

うとしたが、勢いがつきすぎて、ドアの上部のガラスを強く押してしまい、ガラスが割れガラ

スで右の前腕部を広く切った。 
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24障-22 小６年・男 視力・眼球運動障害 

 図画工作の時間、教材に使用する針金を本児童に先を押さえてもらって切っていた時に、本

児童の方にはねかえり、右眼に針金の先が当たり負傷した。 

（３）その他の教科 

24障-23 小２年・男 視力・眼球運動障害 

 生活科の時間、自席に座って紙粘土でブンブンごまの作成をしていた。色を付けてニスを塗

り、糸を通して回すという作業の最終段階で試しに回していたところ、コマの粘土の部分が本

児童の右目に当たった。 

24障-24 小２年・女 外貌・露出部分の醜状障害 

 生活科の授業中に、校庭の原っぱで学校探検をしていたところ、他の児童２人がもめん糸を

引っ張っている間に本児童がいた。その糸が引っ張られたときに右頬が傷ついた。 

24障-25 小２年・女 外貌・露出部分の醜状障害 

 生活科の時間、運動場で凧揚げをしていた時、他の児童があげているタコ糸が顔に擦れ頬が

傷ついた。 

24障-26 小３年・男 視力・眼球運動障害 

 算数の時間、本児童は教卓の横に机椅子を置き勉強していた。担任が机間巡視をしていた際、

椅子の上で体育座りをしジャンパーを頭からすっぽり被り、前後ろに揺れていた。何度か担任

が注意をしたが、バランスを崩し転倒。後頭部を強打する。 

24障-27 小３年・女 外貌・露出部分の醜状障害 

 社会科のグループ学習時に、グループに分かれようと席を立ったところ、カッターの刃を出

して持っていた他の児童と接触し、左肘の内側辺りが 10cm ほど切れた。 

24障-28 小３年・女 精神・神経障害 

 学校での出来事による障害 

24障-29 小５年・男 視力・眼球運動障害 

 校舎３階廊下にて算数少人数教室への移動中、他児童の蹴り上げた鉛筆が左眼の黒目部分に

当たり、角膜裂傷を負う。 

〔Ⅱ〕特別活動（除学校行事） 
（１）学級（ホームルーム）活動 

24障-30 小１年・女 手指切断・機能障害 

 朝の会のゲーム中、本児童に負けた他の児童が、手をたたきその手が本児童の右小指にあた

った。痛みがおさまらず帰宅後保護者に話し、その後右小指の指先の関節が曲がらないと保護

者に話した。 

24障-31 小３年・男 上肢切断・機能障害 

 お別れ会をするため体育館でゲームをしていた時、友達の足につまずき転倒し、右手をつい
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た拍子に強い痛みを感じる。 

24障-32 小３年・男 聴力障害 

 お楽しみ会で、氷オニをしていた。その際、防球ネットの外側から内側に逃げようとした時

に、足をネットにひっかけて、右頭部をコンクリートの縁石にぶつけてしまった。 

24障-33 小５年・男 上肢切断・機能障害 

 本児童が乗っていた車椅子を友達が押していて、遊歩道のつなぎ目の溝に車椅子の前輪がは

まり、車椅子ごと前に倒れ、口の辺りを打ちつけ、前歯を損傷した。 

（２）給食指導 

24障-34 小４年・男 歯牙障害 

 給食の準備のため、牛乳の入ったケースを１階から３階へ運んでいる途中に、階段を踏み外

し前方に倒れ、階段の角で上の歯を強打した。 

24障-35 小５年・男 外貌・露出部分の醜状障害 

 給食の準備中、大おかずの食缶をワゴンから教室内へ運ぶ際、誤って食缶を傾けてしまい、

食材が本児童の両足にかかり、やけどした。 

24障-36 小６年・女 視力・眼球運動障害 

 給食の待ち時間に、隣の席の男児と追いかけっこをしていた。逃げる児童がイスにつまずき

転んだ際、後ろから本児童が押すような体制になった。そのため、児童は振り向きざまに本児

童の顔面をなぐり、鼻から左目あたりにかけてはれた。 

（３）日常の清掃 

24障-37 小５年・男 外貌・露出部分の醜状障害 

 清掃中に、体育館のトイレで清掃をしていた時に、ガラスを蹴って、左足のふくらはぎが切

れた。 

24障-38 小６年・男 上肢切断・機能障害 

 箒で、ごみを集めていたところ、風が吹き、木の葉が飛んで行ったので、箒を持ったまま木

の葉を追いかけていた。その際、足がもつれ転倒し、うまく体を支えきれず左手を負傷した。 

24障-39 小６年・女 歯牙障害 

 清掃終了後、体育館から校舎に向かう通路で、本児童と他の児童が遊んでいて、体を持ち上

げようとしたところ、２人の体勢が崩れて、前のめりになり顔面からコンクリートに転倒した。

その際に歯牙を負傷すると同時に、下唇および下顎部分にも外傷を負い、やがて顔全体に腫れ

が生じた。 

24障-40 小６年・女 歯牙障害 

 プール開始にむけプール清掃をしていた。清掃終了後、そのままプールにいて遊んでいた。

その際、足が滑り、体のバランスを崩し、歯を底面で強打し負傷する。 



34 

（４）その他 

24障-41 小１年・男 外貌・露出部分の醜状障害 

 体育館の舞台で学芸会の練習をしていた時、他の児童と衝突して転倒した。転倒した場所に

鉄製のアンカーがあり左膝が当たった。 

24障-42 小４年・男 視力・眼球運動障害 

 アウトドアクラブで手裏剣を作り、運動場で飛ばして遊んでいた。他の児童が前を確認せず

飛ばしたため、本児童の右眼に当たった。 

〔Ⅲ〕学校行事 
（１）その他儀式的行事 

24障-43 小２年・男 手指切断・機能障害 

 学校集会参加のため整列し体育館に入場しようとしたところ、入り口のドアの南京錠のフッ

クに手をかけた。その際、右手薬指がフックの穴にひっかかり転倒。第一関節の上６mm 程度

の所から指先がもぎ取れるように切断された。 

24障-44 小６年・女 視力・眼球運動障害 

 卒業式の練習を終えて体育館を片付けている時、ふざけていた他の男児が走ってきて、本児

童の頭にぶつかった。 

（２）その他健康安全・体育的行事 

❶水 泳 

24障-45 小１年・男 外貌・露出部分の醜状障害 

 校内水泳会を開始し、準備体操後に全校生徒が入水。水に慣れるため各自が自由水泳を行っ

ていた。本児童がプールの隅の方で水中から立ち上がった際、頭上に注水口があり、額に当た

り、割創を負ったものである。注水口はステンレスカットのむき出しであった。 

（３）遠 足 

24障-46 小２年・男 足指切断・機能障害 

 朝、本児童がワークスペースと教室の間にある可動式棚近くで友達と雑談していた。別の児

童２名がその棚で遊んでいるうちに、一人が棚にしがみついたところ、その棚が倒れ近くにい

た本児童の足を直撃し、大怪我になった。 

24障-47 小５年・男 歯牙障害 

 自転車遠足を行い、予定通り時間を過ごした後の帰校途中での走行車、からだのバランスを

崩し転び、地面に顔面を打ち、前歯を負傷した。 
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〔Ⅳ〕休憩時間 
（１）休憩時間中 

24障-48 小１年・男 手指切断・機能障害 

 合同体育が終了し、教室へ戻る途中、体育館後部出入り口付近で他の児童と足が絡まり本児

童が転倒した。その際に右手中指を切断したと考えられる。 

24障-49 小１年・男 手指切断・機能障害 

 地面に、１個のレンガが半分埋まっているのを見つけ、掘り出してみようということになり、

クラスメート３人でレンガのまわりを小石や小枝でほじり始めた。なかなか掘り出せなかった

ので、１人が大きな石を持ってきて、レンガにぶつけたが割れなかった。もう１人がもっと強

くぶつけたら割れると思い、石を勢いよくふり落としてレンガにぶつけた時、本児童の左人さ

し指を強打し負傷する。 

24障-50 小１年・男 外貌・露出部分の醜状障害 

 休憩時間中、友人とけんかをしていたとき、右頬をひっかかれた。 

24障-51 小１年・男 外貌・露出部分の醜状障害 

 休憩時間中、鬼ごっこをしていて校舎脇のスロープを逃げようとしてつまずき転倒し、手す

りの土台に額を打ちつけた。 

24障-52 小１年・女 外貌・露出部分の醜状障害 

 休憩時間、外で遊んでいたが校舎内にもどりトイレに行った。また外に行こうと歩き出した

とき、右横から来た他の児童とぶつかり、勢いよく倒れた。その際、頭の左側を廊下にぶつけ

た。 

24障-53 小１年・女 外貌・露出部分の醜状障害 

 休憩時間中、廊下を走っていて転倒する。その時流し台の角で顔面を強打する。 

24障-54 小１年・女 外貌・露出部分の醜状障害 

 休憩時間、ブランコに乗り立ってこいでいたが途中で座ろうとして手と足を滑らし、バラン

スを崩し、落下し、左足を強く打ち負傷する。 

24障-55 小２年・男 手指切断・機能障害 

 休憩になってすぐ、教卓の横にある低めの長机（児童机の横の長さが２倍になった机）の上

に本児が腹ばいになって乗り、机の縁に手をかけ、足を浮かせてぶらぶら動かしていた。その

とき体ごと前に倒れ、指が机と床の間にはさまれた。左手中指の爪から上が潰れて切断し、左

手薬指の爪の周囲が潰れた。 

24障-56 小２年・女 上肢切断・機能障害 

 体育の授業前に、校舎から校庭へ出る途中、昇降口でつまずき転倒した。その時、左肘をコ

ンクリートの床に強く打った。 

24障-57 小２年・女 精神・神経障害 

 休憩時間中、友人５人とジャングルジムを使ってゲームをしていた。「王様」になった子の

命令で本児童を含む４人がジャングルジムの一番上の枠組みを３周することになった。本児童
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は２周半まわったところで誤って手を離してしまいそのまま落下。頭部を強打した。 

24障-58 小２年・女 そしゃく機能障害 

 休憩時間中、友人と運動場に設置されているシーソーで遊んでいた。次第に勢いがつきすぎ

て本児童のお尻が宙に浮き、着地した際シーソーの持ち手部で喉を強打し負傷した。 

24障-59 小３年・男 視力・眼球運動障害 

 休憩時間中、同じクラスの友達と校庭でサッカーをして遊んでいた時、ボールの奪い合いで

混戦した状態の中、ボールが左眼に当たり負傷した。 

24障-60 小３年・男 精神・神経障害 

 階段手すり（約１メートルの高さ）に腰をかけているところを、同級生に両足をひっぱられ

床に落ちる。その際、胴体を打ち、後で頭を強く打った。 

24障-61 小３年・男 外貌・露出部分の醜状障害 

 休憩時間中、音楽室から教室に戻ってきて、黒板の近くを歩いていたところ、教壇に足先を

ひっかけて前方に倒れ、黒板のチョーク引き出し角に右上眼瞼をぶつけた。 

24障-62 小３年・女 視力・眼球運動障害 

 休憩時間中、高鉄棒で遊んでいて、前回りをしようとしたところ、手が滑り頭から落下した。 

24障-63 小３年・女 外貌・露出部分の醜状障害 

 休憩時間中、友達数名とサッカーゴールポストへぶら下がっており、手を滑らせて転落。左

手首を強打した。 

24障-64 小４年・男 視力・眼球運動障害 

 休憩時間中、給食台の上で友だちと２人で定規を使って遊んでいる時、相手が給食台の上に

置いたプラスチック製 20 センチ定規を下からペンではね上げた際、その定規が本児童の右目に

あたり負傷し出血する。 

24障-65 小４年・男 視力・眼球運動障害 

 始業チャイムが鳴った後も、本児童と友だちが遊んでいたため、上級生が教室に戻るように

注意した。しかし、本児童が反論したため口論となり、上級生が服をつかんだとたんに肩に思

いきり咬みついた。そのため、上級生は手で本児童の体を押して離し、顔面を足で蹴った。本

児童は砂場に転倒して、首のあたりを打ち、そのまま顔面で手を押さえて、うつ伏せになった。 

24障-66 小４年・女 外貌・露出部分の醜状障害 

 休憩時間中に、運動場で遊ぼうとして待ち合場所に向かって走っていたところ、朝礼台目前

でぬかるみに足を滑らせ、転倒した。その際に、朝礼台の角に下顎部をぶつけ、切った。 

24障-67 小５年・男 歯牙障害 

 休憩時間中、図書室で本を借り出てきたところ、下を向いて歩いていたので、前から小走り

できた男子の頭とぶつかり、前歯２本が折れた。 

24障-68 小５年・男 視力・眼球運動障害 

 同じクラスの２名でテープの芯を取りあって遊んでいるうちに、けんかとなり、頭突きが本

児童の右目に強く当たった。 
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24障-69 小５年・男 外貌・露出部分の醜状障害 

 教師が、図鑑を読んでいた本児童に教室移動を促した。教師が本児童の後ろにまわり、手を

添えるようにして立つように声をかけた際に突然頭を後ろに振ったため、教師と接触をした。

バランスを崩した教師が転倒するときに本児童の左手を巻き込んでしまい負傷した。 

24障-70 小５年・男 外貌・露出部分の醜状障害 

 休憩時間中に、隣のクラスで使用したアイロンを本児童の教室に持ってくる際、他の児童が

頭の上にアイロン台を乗せ、受け取りに来た本児童に手渡そうとしたとき、アイロン台に乗っ

ていたアイロンが滑り本児童の右頬から肩にかけてアイロンが当たった。 

24障-71 小５年・男 外貌・露出部分の醜状障害 

 休憩時間中、リレーの練習をしていた本児童とサッカーをしていた児童がぶつかり、まぶた

を切った。 

24障-72 小６年・男 視力・眼球運動障害 

 ドッジボールコートのポイント打ちを行っていた際、石があったため釘が入らず、ポイント

（釘）を使い石を取り出していた。その際に釘の破片が眼の中に飛び込んできた。 

24障-73 小６年・男 外貌・露出部分の醜状障害 

 勢いよくトイレの入り口の扉を開けようとした際、扉のドアノブを持たず、ガラス窓の部分

を左手で強く押したため、ガラスが割れ、そのまま左腕がガラスを突き破り左腕を負傷した。 

24障-74 小６年・女 視力・眼球運動障害 

 休憩時間中、友人と話している時、何気なく言ったひと言が友人の気に障り、友人が手に持

っていた束ねたなわとびで本児童の顔をたたいた。 

24障-75 小６年・女 精神・神経障害 

 学校での出来事による障害 

24障-76 小６年・女 外貌・露出部分の醜状障害 

 体育館へ並んでいく途中、階段を降りていた際、つまずき上から

下まで落ちてしまった。その時に、左膝の下あたりを切った。 

（２）昼食時休憩時間中 

24障-77 小１年・男 外貌・露出部分の醜状障害 

 同じクラスの児童がぶらんこで立ち乗りをしているところへ、もう一人の児童が近づき、揺

れて戻ってくるぶらんこをしゃがんでやり過ごした。そこへ本児童が近づき「危ないよ」と注

意に行ったところ、戻ってきたぶらんこが左目の上に当たり、目の上を５～６センチ切った。 

24障-78 小１年・女 外貌・露出部分の醜状障害 

 昼休みの時間、友だち数人と鬼ごっこをしていた。そこへ、近くで石を投げて遊んでいた児

童の投げた石が、本児童の左額部にあたり負傷した。 

24障-79 小２年・男 視力・眼球運動障害 

 給食前、教室を出て２階の廊下を歩いていたところ、特別教室から飛び出してきた他の児童
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と衝突した。 

24障-80 小２年・男 外貌・露出部分の醜状障害 

 昼休みに廊下で追いかけっこをしていた。廊下をかなりのスピードで走っていたところ、他

の児童にぶつかり転倒した。その際、左頬と口を床や床に敷いていたすのこの辺りに強く打ち

つけ、左頬が裂けて切傷を負い、左上の前歯がぐらつき、痛みを訴えた。 

24障-81 小２年・男 外貌・露出部分の醜状障害 

 昼休み、友だちと校庭の鉄棒付近で遊んでいた。逆上がり練習機の上にのぼり、一緒に遊ん

でいた他の児童に臀部を押されバランスを失い練習機の反対側に落下してしまった。落下する

ときに練習台の最上部に右大腿部を接したまま反対側に上体が倒れたため骨折したと思われる。 

24障-82 小２年・女 下肢切断・機能障害 

 昼休みの時間に廊下を走っており、校舎を出てすぐの段差を降りた際に足を踏み外してしま

い、足首を負傷した。 

24障-83 小３年・男 視力・眼球運動障害 

 昼休みに友達とサッカーをして遊んでいた。友達がシュートをしたボールを止めようと友達

の足元まで行き、足を出した。ボールが足に当たり、跳ね返ったボールが本児童の右目に当た

った。 

24障-84 小３年・男 視力・眼球運動障害 

 昼休み、学級園で虫採りをしていた。他の児童が園芸用支柱をバット代わりにして打ってい

たところ、近くにいた本児童にあたり、右目を負傷する。 

24障-85 小４年・男 外貌・露出部分の醜状障害 

 S 字ブロックという遊具で前回りをしていて額を打ち、割創を負った。 

24障-86 小５年・男 視力・眼球運動障害 

 昼休みに友達数人でサッカーゲームをしていて、友達が１ｍ程度の距離から蹴ったボールが

本児童の左眼にあたる。 

24障-87 小５年・女 外貌・露出部分の醜状障害 

 ４時間目の音楽授業終了後、たいこのバチを音楽準備室に返却に行ってドアを開けようと立

ち上がったとき、黒板の溝のかどに当たり鼻の上と下を切り出血した。 

24障-88 小５年・女 外貌・露出部分の醜状障害 

 昼休み、校庭でドッジボールをしていた。そこへ鬼ごっこをしていた他の児童が中に逃げな

がら入ってきた。そこで本児童は押されてしまい、前のめりの状態で転んでしまった。さらに、

投げられたボールをよけようとした別の児童が、転んでいた本児童の上に乗ってしまう。その

際に地面に顔と肘・左膝を擦ってしまった。 

24障-89 小６年・男 手指切断・機能障害 

 昼休み、友達数人と体育倉庫に置いてあるリヤカーを出し、友達を乗せて遊んでいた。その

うち、坂の上から下りようということになりリヤカーを運び、荷台に４人乗り、本児童がリヤ

カーを引いて坂を下り始めたところ、リヤカーのスピードが上がり、荷台の後ろが坂の地面に
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ついた。本児童が持っていた取っ手が上に上がった。元に戻そうと取っ手を下げたところ、地

面まで下がってしまい、両手を坂の地面と取っ手に挟まれ、引きずられ両手を負傷した。 

24障-90 小６年・男 外貌・露出部分の醜状障害 

 昼休み時間終了のチャイムが鳴ったので、昇降口に向かって走っていた時、他の児童が本児

童にぶつかり押されるように壁に固定されていた昇降口のガラス扉上部のガラスに右前腕部を

突っ込んでしまった。そのため、右前腕部の内側・外側に長さ 15～20cm、深さ 1.5～２cm 程度

の数箇所の切創を負った。 

24障-91 小６年・男 外貌・露出部分の醜状障害 

 昼休みに、廊下で友人らと立ったまま回ったあと、扉に向かい走っていたところ、扉の前の

水道場付近で滑ってしまい、スピードを落とせないまま、扉に激突し扉上部のガラスに当たり、

顔面（額から眉間まで）や上腕などを切ってしまった。 

24障-92 小６年・女 手指切断・機能障害 

 昼の休み時間に、トイレに入った。戸を閉めるためドアノブを持って強く手前に引いたとこ

ろ、左手人差し指を戸ではさみ、指先が切り落とされた。 

24障-93 小６年・女 聴力障害 

 授業が終了し、絵の具の水入れを洗いに図工室へ向かい、廊下から入ろうとした時、つまず

いて図工室の戸に額を強打した。 

（３）始業前の特定時間中 

24障-94 小１年・女 外貌・露出部分の醜状障害 

 朝、登校して正門に入り、走って昇降口へ向かっているとき、つまずいて転倒してしまった。

両手に荷物を持っていて、地面に手をつけず、顔から転んでしまい、顔面を切ってしまった。 

24障-95 小２年・男 歯牙障害 

 友人とドッジボール中、ボールをよけた際に高鉄棒の支柱にぶつかり歯を強打した。 

24障-96 小２年・男 外貌・露出部分の醜状障害 

 始業前に廊下を走っていたところ、友人と衝突し額を強打してその衝撃により額を切った。 

24障-97 小３年・男 外貌・露出部分の醜状障害 

 朝、登校後、教室でふざけていた。友達から逃げようとして教卓の後ろに走りこんだ際、そ

ばにいた人に接触して転んだ。そこに割れた花瓶が置いてあったため、右足ふくらはぎ前部に

当たり、割創を負った。 

24障-98 小３年・女 視力・眼球運動障害 

 朝マラソンの後に教室に戻ろうと中庭を走り、昇降口に入った時、本児童が友だちの方に急

に向きをかえたため、昇降口より外に出ようとしていた他の児童とぶつかった。その際、他の

児童の頭が左目に強く当たり痛めた。 

24障-99 小３年・女 外貌・露出部分の醜状障害 

 登校して、昇降口に入ろうとしたとき、玄関マットにひっかかり前方へ倒れた。そのとき、
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階段の角で額を打った。 

24障-100 小４年・男 視力・眼球運動障害 

 キックベースをして遊んでいる時に、上がったボールを取ろうとして走った。その時、同じ

ようにボールを取ろうとした友だちの顎と本児童の顔面（頬上部、目の辺り）が激突した。 

24障-101 小５年・男 視力・眼球運動障害 

 朝、始業前にサッカーをして遊んでいた。ゴールの近くに本児童がおり、ゴールに飛んでき

たボールが右眼に強く当たる。痛みと腫れを訴える。 

24障-102 小５年・女 精神・神経障害 

 朝休み、友だちと木登りをしていた。本児童は、片足をフェンスの上にかけ、もう片足を木

の二股になっているところにかけていた。その上方にいた児童が、木の枝をゆすり、雨粒をお

として遊んでいた。上から落ちてくる雨粒をよけるため、移動しようとして足を滑らせ、二股

のところにまたがるように一旦なったが、手を滑らせて逆さまに転落し、側溝で頭部を打った。 

24障-103 小６年・男 視力・眼球運動障害 

 始業前休憩時間に、体育館で同級生とドッジボールをして遊んでいたところ、前方から投げ

てきたボールが、右眼に強く当たった。 

24障-104 小６年・男 視力・眼球運動障害 

 登校中、ランドセルを背負ったまま凍った運動場を走りながら滑って遊んでいた。このとき、

本児童は足を滑らせ転んだ拍子に、手に持っていた班旗で左目あたりを打った。 

（４）授業終了後の特定時間中 

24障-105 小１年・女 外貌・露出部分の醜状障害 

 下校時、正門を出ようと友達と走って帰っていた際、他の児童の出した足にひっかかって転

倒し、顔や手足に擦り傷を負った。 

24障-106 小２年・女 外貌・露出部分の醜状障害 

 下校のため、教室から出て１階の下足ホールに向け、友人２人と遊びながら歩いていた。３

階の短い廊下でふざけ合い軽く体をタッチし合っていて、バランスを崩し、ベランダ壁に顔面

を打ちつけ負傷する。 

24障-107 小２年・女 外貌・露出部分の醜状障害 

 放課後に校庭で友達と遊んでいた。その後、友達とともにタイヤ置き場に行き、友達が立て

かけてあったタイヤと壁の間に入って座った。タイヤの輪の中を通して友達を覗き込むように

していたところ、タイヤが急に本児童の方に倒れてきた。大きな重いタイヤであったため、倒

れてしまったタイヤが当たり、前額部に約８cm の挫創を負った。 

24障-108 小３年・男 下肢切断・機能障害 

 授業が終わり学校内の階段を降りていた際、足を踏み外し転倒。両足を痛めてしまった。 

24障-109 小３年・女 歯牙障害 

 下校時、南校舎３階から階段を降りている途中、足が滑り転倒した。その際、床に上の前歯
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をぶつけ、３本折れた。 

24障-110 小４年・男 外貌・露出部分の醜状障害 

 下校時に友達とふざけ合っていた。本児童が相手に声をかけて走り去ろうとした時、相手が

出した足にひっかかり転倒し、前額部をコンクリート地面に打った。 

24障-111 小４年・女 歯牙障害 

 児童たちは下校したが、数人が昇降口付近で遊んでいた。給食室前の車イス用スロープの手

すりに腰かけていたところ、降りようとしてスカートが手すりの下の支柱にひっかかり、うま

く降りることができず、前のめりに落ち、前歯及び顎を損傷した。 

24障-112 小４年・女 外貌・露出部分の醜状障害 

 帰りの会後、級友とふざけていて、級友のランドセルを揺さぶった反動で転倒し、額を階段

に打ち付け負傷した。 

24障-113 小６年・女 外貌・露出部分の醜状障害 

 放課後体育館でボールの取り合いをしていたところ、本児童はパスされたボールを取るため

に走っているときに後ろからきた他の児童と衝突した。その勢いで体育館の壁に顔面をぶつけ

た。 

〔Ⅴ〕通学中 
（１）登校中 

❶徒 歩 

24障-114 小４年・男 外貌・露出部分の醜状障害 

 並んで登校中、後ろから靴を踏まれると思って左によけたところ、前方から来た自転車とぶ

つかって、左頬を切った。 

（２）下校中 

❶徒 歩 

24障-115 小１年・男 上肢切断・機能障害 

 校門を出て下校していた際、他の児童が本児童のランドセルをつかんだ。そのときに本児童

が振り向いたため、肘が当たってしまった。そのことに腹を立てた児童が、ランドセルを押し

てしまい、そのはずみで転倒し、左肩を地面に強打、負傷した。 

24障-116 小１年・女 外貌・露出部分の醜状障害 

 下校中、緩い下り坂を一列で並んで歩いていた時、アスファルトから突起していた小石につ

まずき、体のバランスを崩して転倒し顔面を怪我した。荷物で両手がふさがっており、手を着

くことができなかった。 

24障-117 小２年・男 視力・眼球運動障害 

 道路わきの空き地で、本児童が学校から持ってきた自分の野菜にたてる支柱を投げて遊んで

いた。その支柱を他の児童に貸し、その児童が投げようとした時、石につまずき体勢を崩し転
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倒した拍子に支柱が本児童の左目に当たった。 

24障-118 小３年・男 手指切断・機能障害 

 用水路に落としてしまった傘を取ろうとして、友人と一緒にグレーチングを上げた。グレー

チングを戻す際、本児童だけ手を離すのが遅れ、左手中指・薬指を挟んだ。 

24障-119 小４年・男 視力・眼球運動障害 

 下校途中で信号待ちをしている時に、友達の振った傘が、右眼に当たった。 

24障-120 小５年・女 外貌・露出部分の醜状障害 

 下校途中、友達と田んぼに寄り遊んでいたところ、投げ合っていた石が、本児童の額に当た

り３cm 程の傷を負った。 

24障-121 小６年・女 歯牙障害 

 下校中、道路を歩いていた時にアスファルトの平面につまずき、手でうまく支えることがで

きず、地面で歯を打った。 

24障-122 小６年・女 外貌・露出部分の醜状障害 

 下校中に通学路を歩いていて、突然塀から飛びこんできた猫に右頬を引掻かれ、右頬に 10

針縫う傷を負った。 



障 害 編  43 

２ 中学校における障害の事例 

〔Ⅰ〕各教科等 
（１）体育（保育体育） 

❶水 泳 

24障-123 中２年・男 精神・神経障害 

 本校にはプール施設がないので、通常の体育授業として、他の施設で水泳実習をしていた。

担当教員の指導のもと自由に泳いでいた際、本生徒が６コースの飛び込み台（水面から約 40cm）

から飛び込み、プールの底部で頭部を強打した。 

❷マット運動 

24障-124 中１年・女 視力・眼球運動障害 

 体育の授業でマット運動をしていた。本生徒はバック転をしていたところ着地に失敗し、頭

からマットに落ち、自分の膝で顔面を強打した。 

24障-125 中２年・女 外貌・露出部分の醜状障害 

 体育授業で飛び込み前転の練習をしていた。本生徒がマットの端から走ってきた時、手をつ

きそびれ、バランスを崩し、左上腕から転倒し、負傷した。 

❸短距離走 

24障-126 中２年・女 歯牙障害 

 体育の時間、当日は雨だったので、体育館の中でリレーの練習を行っていた。バトンを渡し

て横へ行こうとした際に、友達の足につまずき転倒し、口を体育館の床にぶつけた。その際、

前歯３本が折れた。 

❹持久走・長距離走 

24障-127 中３年・女 胸腹部臓器障害 

 体育の時間に、準備体操、自校体操、腕立て伏せ、馬跳び、倒立をした。その後、ランニン

グをスタートした１周 60 メートルを２周走り終わった頃、突然崩れるように倒れた。 

❺走り高跳び 

24障-128 中２年・男 精神・神経障害 

 体育の走り高跳びの授業で、背面跳びをした本生徒が着地した際に、マットの置く位置に誤

りがあったこととマットの大きさが小さかったことで、地面に激突した。この際に右肩と後頭

部を打撲し、落下直後全身に痙攣を起こし意識不明であった。 

❻投てき 

24障-129 中２年・男 視力・眼球運動障害 

 体育の時間、運動場で砲丸投げの測定中、練習していた他の生徒が投げた砲丸が本生徒の左

額（目の上部）に当たった。 
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❼サッカー・フットサル 

24障-130 中１年・男 聴力障害 

 体育の授業のサッカーで、半分の生徒がゲームを行い、残りの生徒は見学していた。本生徒

は見学中で後方にいたクラスメイトがふざけて（人工芝の間に敷き詰めている）ゴムチップを

まとめて近距離より左耳めがけて投げつけた。その際、左耳を叩くような状態になり圧力がか

かった。 

24障-131 中３年・男 下肢切断・機能障害 

 体育の授業でサッカーの練習試合をしていた。ボールを蹴ろうとしたが、相手の足が本生徒

の右足の親指を蹴ってしまい痛みを訴えた。 

❽ソフトボール 

24障-132 中２年・男 視力・眼球運動障害 

 体育の授業中に、運動場でソフトボールのキャッチボールをしていた。相手の投げたボール

をとろうとしたが失敗し、ボールが左目のメガネにあたった。その際に左目も痛めた。 

24障-133 中３年・男 歯牙障害 

 体育の授業中に、ソフトボールのゲームで、バッターの生徒がボールを打とうとバットを振

ったところ、そのバットがすっぽ抜け、本生徒の上前顎部に当たった。 

24障-134 中３年・男 歯牙障害 

 体育の授業でソフトボールのゲームをしていた。バッターはボールを打った後、バットを振

り戻して手を離した。そのバットがキャッチャーである本生徒の前歯に当たり、負傷した。そ

の衝撃で頸椎も痛めた。 

❾バレーボール 

24障-135 中２年・女 精神・神経障害 

 体育の時間に体育館に入っていた。本生徒はステージ脇で友人と話をしていた。本生徒の近

くでバレーボールをふざけて蹴って遊んでいた他の生徒がおり、そのボールが本生徒の頭部に

当たった。その際、頭部の痛みとふらつき感があった。 

❿卓 球 

24障-136 中２年・女 外貌・露出部分の醜状障害 

 体育の授業終了後、卓球台を片づけているとき、すき間から卓球台を入れてもらおうと思い

斜めになっている台を垂直にしていたら、何枚もあったために支えきれず、本生徒の右大腿部

に倒れてきて負傷した。 

⓫バドミントン 

24障-137 中２年・男 視力・眼球運動障害 

 選択体育のバドミントンの授業で、シャトルを追いかけて行った時、相手生徒もシャトルを

打とうとラケットを振ったため、ラケットが本生徒の左瞼の上辺りにぶつかる。違和感はあっ

たがそのままにしていたところ、数日後に見え方が変なことに気づき、後日病院で受診した。 
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⓬球技（その他） 

24障-138 中３年・男 歯牙障害 

 選択体育の授業中校庭でゴルフを行っていた時、２人組でホールを回り順番に打っていた。

一人の生徒が打つ番となり、左数メートル前で見ていた本生徒に、危険なのでよけるよう指示

をした。自分の視界からいなくなったのを確認し、クラブを振ったところ、クラブが左後方の

本生徒の左口元に直撃をした。 

⓭柔 道 

24障-139 中１年・女 精神・神経障害 

 体育の授業中に、後受け身の練習を 10 回程行ったところ、腰が痛くなった。 

⓮準備・整理運動 

24障-140 中３年・男 胸腹部臓器障害 

 体育の授業中、運動場でウォーミングアップのため運動場を３周していたところ、３周目の

最終コーナーで急にうずくまりそのまま倒れた。 

（２）図画工作（美術） 

24障-141 中２年・男 外貌・露出部分の醜状障害 

 美術の授業中、席に座ってサンドプラスト（ガラストレー）制作中、右手にデザインナイフ

を持っていた。クラスの男子生徒が後ろからいたずらで本生徒の顔にカーボン紙をつけた。そ

れを本生徒が振り払おうとしたところ、自分で持っていたデザインナイフで自分の顔を２か所

を切ってしまった。 

（３）理 科 

24障-142 中１年・女 聴力障害 

 理科の実験の授業で、広い教室のため、教諭が後ろまで手順の説明が聞こえるようにハンド

マイクを使用した。本生徒は放課後になって、耳鳴りがし、気分が悪くなった。 

24障-143 中３年・男 視力・眼球運動障害 

 授業中、教室の通路にいた時、同級生に肩をつかまれたため、文句を言ったら、右目を殴ら

れた。 

〔Ⅱ〕特別活動（除学校行事） 
（１）学級（ホームルーム）活動 

24障-144 中１年・男 上肢切断・機能障害 

 学級活動の授業中、席替えをしていた。担任が黒板に席を書いているとき、席を替わろうと

して友人とぶつかり転倒し、右手をついた。 

24障-145 中１年・男 精神・神経障害 

 学級活動の時間、担任が廊下で生徒に面談しながら個々に通知表を渡していた。本生徒は通
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知表を渡され教室にいた。そのうちベランダに出て手すりによじ登り、手すりをまたいで乗り

越えた状態になり、手すりをつかんでいた手を離し落下した。 

24障-146 中３年・男 外貌・露出部分の醜状障害 

 クラスの生徒が掃除用ロッカーにぶつかり、窓ガラスが破損した。その破損した窓ガラスを

のぞいていたところ、他の生徒に後ろから頭をたたかれ、その拍子に割れたガラスに額をぶつ

け負傷した。 

❶ドッジボール 

24障-147 中１年・女 視力・眼球運動障害 

 特別活動の時間に、他組と合同で、体育館でドッジボールをしていた。ゲーム中、友達の頭

が本生徒の右眼にぶつかった。 

（２）日常の清掃 

24障-148 中１年・男 歯牙障害 

 清掃時間中に、本生徒が他の生徒に対して、馬鹿にするような言葉を浴びせたため、その生

徒が箒の柄で叩くようなふりをした。その時、本生徒が身体を動かしたため、箒が前歯に当た

り負傷した。 

24障-149 中１年・男 視力・眼球運動障害 

 清掃時間中、教室で掃除をしっかりやるように注意したところ、注意された生徒が泣きなが

ら、トイレにこもろうとした。それを見ていた本生徒は、すぐ後ろを追いかけて行き、トイレ

のドアを押したり引いたりしていると、トイレにこもろうとした生徒にパンチされ、そのパン

チが右目に当たった。 

（３）その他 

24障-150 中２年・男 手指切断・機能障害 

 卒業式の後片付けの際、パイプいすのワゴンを押して運んでいたところ、後ろから来た別の

ワゴンの先頭が右手に衝突した。その時２台のワゴンに挟まれた形になり、右手指を負傷した。 

24障-151 中３年・男 歯牙障害 

 体育館で卒業式の練習中、段上にいた生徒が倒れてきた時に転倒。頭を床にぶつけ、歯を負

傷し、頭部を打撲した。 

〔Ⅲ〕学校行事 
（１）運動会・体育祭 

❶短距離走 

24障-152 中３年・男 精神・神経障害 

 数日前から特に体調不良を訴えている様子はなかった。体育祭当日、朝から登校していたが、

午前中は開会式から参加せず、クラスの応援席にも行かなかった。昼食をはさみ、午後からは
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クラス対抗の全員リレーに第一走者として参加、100 メートルを走り１着でゴールした後、ク

ラスの列にもどり倒れこんだ。その際、教員が声をかけたが、頷く等の様子があった。しかし、

少したっても起き上がらないので他の教員に連絡した。その時、意識がなく、心肺停止状態に

なっていた。すぐに、人工呼吸、AED を行い病院に搬送。その後、埋め込み型除細動器移植を

行った。 

❷その他 

24障-153 中３年・女 上肢切断・機能障害 

 体育競技会の騎馬戦に騎手で出場中、他の生徒が前方より覆いかぶさるように攻めてきて防

戦したが、すぐ２人一緒に落馬した。その際本生徒は体を右によじるような体勢になり、周囲

の教員が支えながらではあったが、右肩から地面に落ち、反動で頭部が後方に振れ後頭部を地

面で打った。 

（２）競技大会・球技大会 

❶その他 

24障-154 中３年・女 精神・神経障害 

 校内強歩大会（全 10ｋｍ）を実施した。本生徒は女子の中ではやや後方を走っていた。ゴー

ル地点より 100ｍ手前の歩道で突然足より倒れた。意識はなく、嘔吐、うつろな目でまばたき

がなかった。すぐに病院に搬送、治療を受けた。 

（３）その他集団宿泊的行事 

24障-155 中２年・男 視力・眼球運動障害 

 野外活動中、飯ごう炊はんを終えて、横に流れていた小川で遊んでいたら、振り返った瞬間

に右眼に石のようなものが当たった。 

❶スキー 

24障-156 中２年・男 上肢切断・機能障害 

 少年自然の教室に参加。２日目のスキー実習中、なだらかな林間コースを滑走していた時、

体のバランスを崩して転倒し、左肩と頭部をゲレンデに強打し、左鎖骨と頭部に痛みを訴える。 

〔Ⅳ〕課外指導 
（１）体育的部活動 

❶サッカー・フットサル 

24障-157 中１年・男 視力・眼球運動障害 

 部活動中、サッカーの練習で DF をしていて、相手のシュートしたボールが眼に当たる。 

24障-158 中１年・男 視力・眼球運動障害 

 サッカー大会にゴールキーパーで出場していた。ボールがゴールに向かってきたため飛び出

した。そのとき、味方チームのディフェンダーもゴールに入ってきて、本生徒の左顔面と足が
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衝突し負傷した。 

24障-159 中２年・男 歯牙障害 

 部の練習中、スパイクのひもを結ぼうと下を向いていたところ他の生

徒のけったボールが歯に当たり、下の前歯３本が折れた。 

24障-160 中２年・男 視力・眼球運動障害 

 部活動で、試合形式の練習をしていた。空中に上がったボールをヘデ

ィングしようとした時に、相手と接触して、左目付近を強打した。 

24障-161 中３年・男 胸腹部臓器障害 

 練習試合中、ディフェンスの裏に出たボールに選手が走り込み、キーパーをしていた本生徒

と衝突し、股間付近に相手生徒の膝が当たり負傷した。本生徒が試合を続行できるというので

続けた。試合後は安静にしていたが、次第に気分が悪くなり、下腹部に腫れも見られるように

なり救急車を要請した。 

❷テニス（含ソフトテニス） 

24障-162 中１年・女 そしゃく機能障害 

 部活動で練習が終わり、顧問の話を聞いているとき、めまいがして倒れた。その時、前のめ

りに倒れ、下顎を強打した。 

24障-163 中２年・男 視力・眼球運動障害 

 部活動の開始直前に、ベンチに座っていたところ、他の部員２名がふざけて投げてきた小石

をよけきれず、誤って顔面に当たり、左眼を痛めた。 

24障-164 中２年・男 視力・眼球運動障害 

 練習試合中、審判の生徒がボールをベースラインにいた本生徒に渡そうとラケットで送った。

ボールをラケットで止めようとしたところ失敗して右目に強く当たった。 

24障-165 中３年・女 外貌・露出部分の醜状障害 

 トレーニングのため往復リレーを行っていた。スタート後、足が少しよろけ大きくカーブを

した際、室外機のフェンスに激突して、そこについていたカギの出っぱりに腕をぶつけて皮膚

が裂け、負傷した。 

❸ソフトボール 

24障-166 中２年・女 視力・眼球運動障害 

 運動場でソフトボール部の練習時、本生徒はシートノックの練習を受けていた。ボールを捕

ろうとしたが失敗し、左眼球に強く当たり、骨折した。 

❹野球（含軟式） 

24障-167 中１年・男 視力・眼球運動障害 

 野球部の練習試合を行っていたとき、本生徒の打席中、自打球が左目にぶつかり負傷した。 

24障-168 中１年・男 手指切断・機能障害 

 部員数人と可動式のバッティングゲージを片付けていて、ゲージの間に右手中指を挟み、激

痛でとっさに指を引き抜いた際に、挟んだ右手中指の先端を切断した。 
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24障-169 中１年・男 精神・神経障害 

 野球部の練習後の片付け中で、友人が寸前で止めてからかおうと、バットを軽く振り出した

瞬間、本生徒が一歩近づいたため、左後頭部にバットが当たってしまった。 

24障-170 中２年・男 歯牙障害 

 野球部の練習試合で、サードを守っていた。バッターの打ったボールがライナーで本生徒の

顔面に当たり負傷した。 

24障-171 中２年・男 視力・眼球運動障害 

 部活動（野球）が終わり後片付けの時間、日頃から片付けに取り掛かるのが遅い本生徒に注

意を促すつもりで、軟式ボールを投げたところ、本生徒の右眼に当たった。外は薄暗く、ボー

ルにはまったく気がつかなかった。 

24障-172 中２年・男 視力・眼球運動障害 

 野球部でキャッチボールの練習をしていた。その時に少し離れた場所で、キャッチボールを

していた部員がいた。その部員が投げたボールが本生徒の右眼に当たった。 

24障-173 中２年・男 視力・眼球運動障害 

 野球部での活動中、キャッチボールをしていたとき、ボール

を上手にとることができず、左目にボールが当たり痛めてしま

った。 

24障-174 中２年・男 視力・眼球運動障害 

 野球部の部活動中に、運動場でバッティングピッチャーをし

ていた。投球後、打者の打ったボールが左眼に直撃し負傷した。 

24障-175 中２年・男 視力・眼球運動障害 

 練習試合中、本人が打った球（自打球）が地面にあたり、直接右目にあたり受傷した。 

24障-176 中２年・男 外貌・露出部分の醜状障害 

 野球部の部活動中、校庭の野球グラウンドの雪はきをしている時、別生徒がスコップを振っ

たところ、左側にいた本生徒の顔に当たり、鼻部を負傷した。 

24障-177 中３年・男 視力・眼球運動障害 

 野球部の朝練習のとき、打撃練習をしていた。自分が打ったボール（自打球）が、左眼を直

撃してしまった。 

24障-178 中３年・男 視力・眼球運動障害 

 翌日の試合に向けて、グラウンドで練習をしていた。ピッチャーの投球を打ったところ、自

打球が左眼に強く当たった。 

24障-179 中３年・男 視力・眼球運動障害 

 野球部の練習試合中、バッターボックスに入り、バットを強く振った際、自打球が左眼に当

たってしまった。 

24障-180 中３年・男 視力・眼球運動障害 

 野球の試合中、打者だった本人がバットを振ったところ、ファウルチップが目の近くを直撃
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した（自打球）。 

❺バレーボール 

24障-181 中１年・女 外貌・露出部分の醜状障害 

 練習試合の会場設営を行っていた。本生徒は体育館入口前のネットの巻き上げ作業を行って

いた際、普段は固定されているはずのネット締め金具（ステンレス製）が勢いよく 50cm 上昇

し、前頭部を直撃したと思われ、さらに直撃後後方に倒れ後頭部を床で強打し、脳挫傷並びに

鼻骨開放骨折を負った。 

24障-182 中２年・女 外貌・露出部分の醜状障害 

 体育館でバレー部の練習中、ウォーミングアップでフライングレシーブの練習をしていた。

その際、体育館の床材の一部が左大腿部から左下肢に刺さった。 

24障-183 中２年・女 外貌・露出部分の醜状障害 

 バレーボールの試合中に、スパイクジャンプの着地時に他の選手の足を踏み転倒した。 

24障-184 中３年・女 手指切断・機能障害 

 体育館でバレー部の練習に参加していた。基礎体力づくりの運動として跳び箱を跳んでいた

ところ、着地に失敗して転倒しその際に左手の小指を床についたため骨折した。当日はあまり

痛まなかったため経過を見ていたが、腫れがひどくなったため病院を受診した。 

❻バスケットボール 

24障-185 中１年・女 外貌・露出部分の醜状障害 

 体育館でバスケットボールの練習試合が予定されていた。その試合前のアップのため、校舎

の廊下でダッシュをしていた時、被服室の扉をタッチして折り返そうとしたところ、誤ってガ

ラス部分を突いてしまい、ガラスが割れて左前腕を中心に左手、上腕を数箇所切った。 

24障-186 中２年・男 歯牙障害 

 バスケットボール部活動中、５対５の対戦をしていて、ロングパスを双方が捕ろうとして相

手チームのひとりの右腕と本生徒の顔がぶつかり、前歯上２本と下１本が折れたり、欠けたり

した。 

24障-187 中２年・男 歯牙障害 

 バスケット部での部活時間中に、他の生徒とふざけあっていた。その時に他の生徒の頭が本

生徒の歯にあたり負傷した。 

❼卓 球 

24障-188 中１年・男 外貌・露出部分の醜状障害 

 卓球の部活動中、ギャラリーで練習をしていた際、３年の生徒がふざけてラケットを上に向

かって投げて遊んでいたところ、ラケットが蛍光灯に当たり、割れてはじけてしまい、本生徒

の鼻に破片が刺さった 

24障-189 中２年・男 歯牙障害 

 練習時間中の休憩時、上級生とふざけあって遊んでいた際にヘッドロック（首を腕で締める）

をされ、一時的に意識を失い前方へ倒れ顔面を床に打ちつけ、口唇・歯等を負傷した。 
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24障-190 中３年・男 視力・眼球運動障害 

 卓球部練習中、隣の卓球台の方へ転がっていったピンポン球を拾いに行ったところ、隣の台

で練習していた生徒のラケットが右眼に当たった。 

❽バドミントン 

24障-191 中１年・男 下肢切断・機能障害 

 バドミントン部活動の朝練習でランニングをしていた。走っている途中から右脚つけ根あた

りに痛みを感じた。 

24障-192 中１年・女 外貌・露出部分の醜状障害 

 バドミントン部の活動中、ネットを張る際、支柱の留め具がはずれ右頬にあたり受傷する。 

❾柔 道 

24障-193 中１年・男 足指切断・機能障害 

 練習の休憩時間に、体重が 100kg 近くある生徒を背負って早歩きをしていたところ、バラン

スを崩し転倒した際に左膝に負担がかかった。 

❿剣 道 

24障-194 中３年・男 胸腹部臓器障害 

 放課後の基本練習中に剣道場で突然、前のめりに倒れた。苦しそうな様子でうなり声をあげ

ていたが、約１分後意識を失い、心肺停止状態となった。すぐに複数の教員で、扇風機や氷な

どで体を冷やすとともに、心臓マッサージ・人工呼吸を行い、AED を使用した。脈・呼吸は戻

ったが、意識は戻らず、救急車で救命救急センターに搬送され治療を受けることとなった。 

〔Ⅴ〕休憩時間 
（１）休憩時間中 

24障-195 中１年・男 下肢切断・機能障害 

 休み時間中、廊下でクラスの友人とふざけっこをしていたとき、相手に柔道の技をかけられ

て、右大腿部のつけ根をつよく打つように倒された。受傷直後より、立ち上がることができな

かった。 

24障-196 中１年・男 外貌・露出部分の醜状障害 

 休憩時間に教室で椅子に座っていたところ、友人に割れた定規で右頬に十字に傷をつけられ

た。 

24障-197 中１年・男 外貌・露出部分の醜状障害 

 友人数名で窓ガラスに顔をつける遊びをしていた後、他の生徒が本生徒を窓ガラスに押しつ

けたので、両手をついた。その直後に窓ガラスが割れ、両手を突っ込んだ。 

24障-198 中１年・女 精神・神経障害 

 学校での出来事による障害 

24障-199 中２年・男 胸腹部臓器障害 

 他の生徒たちが、本生徒の手袋をとって投げ合っていた。取り返そうと教室内で他の生徒を
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追いかけ、ドアにぶつかりドアが外れた。別の生徒が、立腹して「うるさい」と言って本生徒

の腹部に一度ひざ蹴りをした。 

24障-200 中２年・女 歯牙障害 

 同じクラスの生徒とふざけ合っていた。本生徒が相手を蹴ろうと出した足を相手に掴まれ、

更にもう一方の足をすくわれたため、前方に倒れ、顔を床で打ち、上前歯３本が欠けた。 

24障-201 中３年・男 歯牙障害 

 休み時間、友人と階段をおりていた際、じゃれ合っていてバランスを崩し、壁に顔面をぶつ

け、前歯と口唇を負傷した。 

24障-202 中３年・男 外貌・露出部分の醜状障害 

 休憩時間に友達とふざけていた際、転んで消火栓で顔を打って切れた。 

24障-203 中３年・男 外貌・露出部分の醜状障害 

 休憩時間、廊下で級友とふざけて走りまわっていた時、足がすべり転倒し、入口ドアに顔面

をぶつける。両眼を強く強打し、挫創する。 

24障-204 中３年・男 外貌・露出部分の醜状障害 

 友だちに急ごうと声をかけられたが急がなかったため、友だちから体を押された。その時、

廊下の窓ガラスにぶつかりガラスが割れ、両手指の付け根数か所と右耳から顎にかけて頬を切

った。 

24障-205 中３年・女 手指切断・機能障害 

 休み時間に廊下で、友達とタオルの引っ張り合いをしていた。友達がタオルを強く下に引い

た際に、タオルに指が巻き込まれ負傷した。 

24障-206 中３年・女 外貌・露出部分の醜状障害 

 友達が定規の割れたもの（３cm 四方くらい）を投げたところ、本生徒の左頬にあたった。 

（２）昼食時休憩時間中 

24障-207 中１年・男 歯牙障害 

 給食準備中に、雨が降って滑りやすくなっていた渡り廊下で、友達と滑って遊んでいた。そ

の時に滑ってうつ伏せになった状態で転倒し、床で顔を強打した際に口腔内と前歯４本を負傷

した。 

24障-208 中２年・男 歯牙障害 

 清掃のため机を前に移動した教室の後ろで、友人と遊んでいた。本生徒の手を持って友人が

ぐるぐる回しているとき、手が滑って離れ床に顔面より落ちて口を強打した。 

24障-209 中２年・男 視力・眼球運動障害 

 以前から少しもめていた友達と口論になり、お互いに暴力をふるうケンカになった。相手の

パンチが顔に当たり左目の裏の骨が折れた。 

24障-210 中２年・男 手指切断・機能障害 

 教室に設置していた扇風機に生徒がスイッチを入れ、立ち去った。その後、扇風機の背面部
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羽根カバーの固定ネジが弛んでいたために羽根カバーと羽根が接触、その弾みで破損した羽根

が飛散した。その際、近くにいた本生徒の左手小指に大きな破片があたった。 

24障-211 中３年・男 歯牙障害 

 昼休みに運動場へ向かう途中、ボールを蹴りながら行ったところ、昇降口を出てすぐのとこ

ろにあるマンホールの段差に躓き、転んだ。その時、顔面を打ち、前歯を損傷した。 

24障-212 中３年・男 外貌・露出部分の醜状障害 

 昼食時休憩時間中、グラウンドでサッカーをしていた際、パスを受けた本生徒が次のプレー

に移る際、相手チームの生徒に誤って右足首をけられ負傷した。 

（３）始業前の特定時間中 

24障-213 中１年・男 視力・眼球運動障害 

 教室でふざけて友人に抱きつき、友人が振り払おうとしたときに、友人が手に持っていたシ

ャープペンのノック部分が左目にあたり、負傷した。 

24障-214 中１年・男 手指切断・機能障害 

 始業前、部活の荷物を置きに行った際、部室の扉に手指をはさんで右人さし指を切断した。 

24障-215 中２年・女 下肢切断・機能障害 

 朝の始業前に、友人と遊んでいて、足を蹴られバランスを崩して右足のくるぶしを負傷した。 

（４）授業終了後の特定時間中 

24障-216 中１年・男 視力・眼球運動障害 

 卓球部の練習終了後、部活動具をとるために技術室前のテラスに行ったとき、友だちがふざ

けて本生徒の傘を取った。そこでお互い口論となり、カッとした友だちから左顔面を殴打され

た。 

24障-217 中１年・男 手指切断・機能障害 

 登下校で使用している裏門の鉄製の扉に友人と一緒に手をかけてつかまっていたところ、別

の生徒が扉を勢いよく押して閉めようとした時に、本生徒の右手の薬指指と小指が門の柱と扉

の間に挟まれ、指を負傷した。 

24障-218 中１年・男 胸腹部臓器障害 

 教室の後ろで柔道のような構えをして本生徒と友達がつかみ合っていた。お互いにたたいて

いたが、次第に友達が強くたたいたり蹴ったりし始めた。友達は本生徒の腹を蹴ろうとして膝

蹴りをしたが、それが誤って本生徒の股に入った。その後、並んで自転車置き場に歩いて行っ

たところ、友達が不意に本生徒の前に回って、右膝で股間を蹴った。 

24障-219 中２年・女 歯牙障害 

 かばんを両手に持って歩いている際、友人の足につまずき、顔面からころんだ。 

24障-220 中３年・男 歯牙障害 

 下校前、一緒に帰る友達といさかいになり、相手の振り払った手が顔面に当たり前歯を負傷した。 
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〔Ⅵ〕通学中 
（１）登校中 

❶自転車 

24障-221 中１年・男 せき柱障害 

 自転車で通学途中、並進していたところを後ろから来た友人が追い越そうとして、道路側に

いた本生徒の自転車のハンドル部分に友人の自転車があたり、バランスを崩し転倒し、地面に

腰を強打した。 

24障-222 中２年・女 歯牙障害 

 自転車で登校中、前方を歩いていた生徒をよけて追い越そうとした際に、縁石に接触、転倒

し、前歯と右膝を強打した。 

24障-223 中３年・女 歯牙障害 

 登校中に、自転車で走行していたところ、滑って転んで、歯と右肘を強くぶつけた。 

24障-224 中３年・女 歯牙障害 

 自転車で登校中、自転車の操作を誤り転倒、ハンドルに顔を強打して路面に放り出された。 

（２）下校中 

❶徒 歩 

24障-225 中１年・女 精神・神経障害 

 校門のすぐ東側に踏切がある。その日、校門の前は下校する生徒でいっぱいであった。そし

て警報機が鳴り出した。ところが、本生徒は踏み切りを渡ろうとした。その際南方を見ながら

踏み切りに進入し、北方からきた電車に気づかず接触した。 

❷自転車 

24障-226 中２年・男 歯牙障害 

 下校途中、自転車に乗りながら友人と追いかけっこをしていた。自転車に乗ったまま縁石に

ぶつかり勢いよく転倒し、上唇と上下前歯を強打し負傷した。 
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３ 高等学校・高等専門学校における障害の事例 

〔Ⅰ〕各教科等 
（１）体育（保健体育） 

❶水 泳 

24障-227 高１年・男 せき柱障害 

 準備運動、補強運動後スタート台から 25ｍクロールまたは平泳ぎで３本およぐことになった。

本生徒は１コースより飛び込みのイメージをして飛び込んだが真下へ飛び込んだようになりプ

ール底に頭を打ってしまう。 

24障-228 高２年・男 胸腹部臓器障害 

 体育の授業中に、プールで水泳をしていた。準備体操をしてからプールに入り、グループご

とに一列に並んで泳ぎだした。プールのラスト５ｍ付近で、失神しプールの底に仰向けに硬直

した状態で沈んだ。心肺停止の状態になった。 

❷マット運動 

24障-229 高１年・男 せき柱障害 

 体育の授業でマット運動をしていたところ、倒立前転の際に身体のバランスを崩して、床で

腰部を強く打った。 

❸持久走・長距離走 

24障-230 高３年・男 胸腹部臓器障害 

 体育の授業で、男子 1,500ｍ走（グランド６周）の記録をとった。体調の確認・準備運動・

グラウンド１周のウォーミングアップ・再度の体調確認後、開始した。本生徒は、ジョギング

したり歩いたり、自分のペースで取り組んでいたが、開始から９分後４周目の途中で倒れた。

本生徒は既往症があり、体育の授業は体調・様子をみながら取り組ませていた。 

24障-231 高３年・男 胸腹部臓器障害 

 ３時間目の体育の授業中に、運動場で 20 分走を行っていた。約 10 分走ったところで、突然

前向きに倒れ、意識不明、脈がとれない状態となった。 

24障-232 高通３年・男 胸腹部臓器障害 

 十分にアップしてから長距離を完走した後で休憩をとる計画で授業を進めていた。本生徒は

校舎周辺の道路を約 1,500ｍ完走して体育館の入り口に戻って休憩を始めた直後（１分程度）、

声をかけても返事がなく、異変に気付いた。 

❹走り高跳び 

24障-233 高３年・男 視力・眼球運動障害 

 体育の授業中に、体育館で走り高跳びをしていたところ、高跳びのバーを飛び越え着地した

時、自分の膝が右眼に当たった。 
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❺サッカー・フットサル 

24障-234 高１年・男 視力・眼球運動障害 

 体育の授業で、サッカーの試合中にボールを蹴り合い、１ｍ位のところから相手のボールが

自分の右眼に直撃した。その時は痛さで立てず、右目が見えなくなった。 

24障-235 高３年・男 視力・眼球運動障害 

 授業中、６チームに分かれフットサルの試合をしていた。最後の試合中、味方生徒がゴール

させまいとしてボールを蹴り返したところ、１ｍ位離れた所にいた本生徒の顔面に直撃し負傷

した。 

❻ソフトボール 

24障-236 高１年・女 歯牙障害 

 体育の授業中、ソフトボールをやっていた。クラスメートがバットを振ったとき、近くでボ

ール拾いをしていた本生徒の口元（歯部）に当たり負傷した。 

24障-237 高３年・男 手指切断・機能障害 

 体育の授業中、ソフトボールの試合をしていて、ボールを捕球したところ指に当たり、ケガ

をした。 

❼バスケットボール 

24障-238 高１年・男 外貌・露出部分の醜状障害 

 体育の授業で、バスケットボールのドリブルシュートの練

習中、シュート動作後に体育館側壁の窓枠に顔面を強打した。

その際に額を切傷し出血した。 

24障-239 高２年・男 視力・眼球運動障害 

 体育の授業で、バスケットボールのゲーム中、パスを顔面

で受け目をおもいきり強打してしまった。 

24障-240 高２年・女 精神・神経障害 

 体育の授業で、バスケットボールでパスを受け取った際に左手指を骨折した。 

24障-241 高３年・男 精神・神経障害 

 体育の授業中に、足元に転がってきたボールを蹴った際、自分の足の踵にジャージの裾が絡

んで転倒。腰を強打した。 

24障-242 高３年・男 胸腹部臓器障害 

 体育の授業で、バスケットボールのミニゲーム（各ゲーム５分間）を行った。本生徒は１回

目後、約 10 分休憩をとり２回目のゲームに参加していた。２回目のゲームの途中、膝ががくが

く震え、前のめりに倒れた。すぐに教科担当者が様子を確認した。意識はなく、呼吸はわずか

にあった。 

❽バドミントン 

24障-243 高２年・男 歯牙障害 

 体育の授業で、体育館でバドミントンのゲームをしていた。スマッシュを打とうとして高く
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ジャンプをして着地をしたとき、足をすべらせて顔を床にぶつけた。その際、上の前歯が２本

抜けた。 

24障-244 高３年・女 視力・眼球運動障害 

 体育授業で、バドミントンをしていたところ、相手が打ったスマッシュされたシャトルが右

眼に当たり、装着していたハードコンタクトレンズも割れ、右眼部を負傷した。 

❾柔 道 

24障-245 高１年・男 精神・神経障害 

 体育の授業中、５分程度の準備体操のあと、補強運動として腕立て伏せ・腹筋・背筋を各 10

回ずつ個人で行った。その後、二人一組でストレッチを始めたが、ペアの生徒の背中を押して

いた時に、急に後頭部が痛くなりその場に横になった。その後、「様子がおかしい」と報告が

あり、意識・脈拍・呼吸のチェックを行った。その際、頭痛・吐き気・左手足の痺れを訴えて

いたため、安静を保持し保健室へ連絡した。 

24障-246 高２年・男 視力・眼球運動障害 

 体育の授業中に、柔道場で寝技練習をしていたところ、近くで同練習を行っていた生徒の足

が本生徒の左目周囲を強打した。 

❿準備・整理運動 

24障-247 高３年・男 胸腹部臓器障害 

 体育の授業でグランドをランニング（約２周半）中に、他の生徒と共に軽いジョギング程度

に走っていた時に倒れ、名前を呼んでも返事がないため、担当教諭を呼んだ。顔面の鼻及び口

の周りから出血していた。本生徒は既往症がある。心肺停止状態であったので AED を使用し蘇

生を試みた。一度の使用で蘇生せず、２度目の蘇生と心臓マッサージを続けたところ、心臓が

動き出し呼吸も復活した。心臓マッサージは続けた。ドクターヘリで搬送される際にも意識は

戻っていなかった。 

24障-248 高３年・女 歯牙障害 

 体育の授業中、体育館で準備運動の馬跳びをしていた際、跳ぼうとしたところ、馬になって

いた生徒がふいにしゃがんだため、顔面から床に落ち、歯を強打した。 

（２）理 科 

24障-249 高２年・男 視力・眼球運動障害 

 物理の授業で、ペットボトルロケットの実験をしているときに、ペットボトルロケットを受

け取ろうとして失敗し、強く右眼に当たった。 

（３）家庭（技術・家庭） 

24障-250 高１年・男 手指切断・機能障害 

 調理実習の補習中に進級テストのリンゴの皮むきをするため、リンゴのヘタを包丁で取ろう

としていたところ、その弾みで左手人差し指の第１関節と第２関節の間を包丁で切る。 
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24障-251 高３年・男 視力・眼球運動障害 

 家庭科の授業中、家庭科で製作したサイコロボール（布製）を返却され、友人と３人でボー

ルで遊んでいた。布のボールが弾みで開けてあった窓から窓の下の庇の部分に落ちてしまった。

本生徒は窓から身を乗り出し布ボールを拾おうとしたが、バランスを崩し 12ｍ下の地面に落ち

負傷した。（４階の教室から転落） 

（４）工 業 

24障-252 高３年・男 歯牙障害 

 課題研究実習中、本生徒は他の自転車製作班が、門付近で試走している所に加わって自転車

に乗車した。門付近の段差部を走行した際に前輪と後輪をつなぐ溶接部位が折れ、顔面から転

倒した。 

24障-253 高３年・男 胸腹部臓器障害 

 課題研究の授業で、病院に行き車椅子の整備・修理を行っていた時、ふざけあいとなり、他

の生徒が本生徒を蹴ったところ、股間に当たってしまい負傷した。 

（５）総合的な学習の時間 

24障-254 高２年・女 聴力障害 

 指定の保育所でインターンシップを行った。その期間中、保育所では耳下腺炎が流行してお

り、その後左喉と左耳に痛みを感じ罹患した。 

（６）その他の教科 

24障-255 高１年・男 視力・眼球運動障害 

 授業中、担当教員が机間を巡視しながらノートの確認をしていた時、本生徒はものさしに輪

ゴムを巻き引っ張って遊んでいた。その時、前の席の生徒がその輪ゴムにシャープペンシルを

挟み弓矢のようにしていたところ、手が滑ってシャープペンシルの先が左目に当たった。 

24障-256 高１年・女 下肢切断・機能障害 

 授業中、机に伏せていたところを、右隣に座っていた生徒が、ナイフで右脇腹を刺した。 

24障-257 高２年・男 手指切断・機能障害 

 溶接実習中、実習助手による工程作業手本を実施した。この際、ケガ防止のため革手袋を着

用し、曲げロールに手を巻き込まれないよう注意・指導した。本生徒は曲げロールに鉄板を挿

入した時、誤って皮手袋の先が巻き込まれた。その異常に気付き機械を停止し、慎重に機械を

逆回転させ手指を機械からはずしたが、左手（手指）を損傷した。 
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〔Ⅱ〕特別活動（除学校行事） 

（１）日常の清掃 

24障-258 中後２年・女 精神・神経障害 

 教室の清掃をし、学級担任と生徒３人で窓を閉める際に、

窓の側にあった辞書が２階と３階の間のひさし（幅 70 ㎝）の

上に落ちた。それを取ろうと、本生徒が窓の手すりを飛び越

えてひさしに飛び降りようとして誤って約８ｍ下の中庭（土、芝生、落ち葉）に転落した。 

〔Ⅲ〕学校行事 
（１）文化的行事 

24障-259 高１年・男 歯牙障害 

 教室で文化祭の準備をしていたところ、他の生徒が振ったヤスリが顔面に当たった。 

24障-260 高２年・女 外貌・露出部分の醜状障害 

 文化祭の時、調理室で模擬店メニューのラーメンを調理中、茹で汁の入った鍋をガス台から

流しに持ち運ぼうとした際、床が濡れていたため、足が滑って抱えていた鍋がガス台に当たり、

茹で汁が両手、両腕、腹部、顔にかかってしまい火傷した。 

（２）運動会・体育祭 

❶サッカー・フットサル 

24障-261 高３年・男 胸腹部臓器障害 

 体育祭で、サッカーの試合中にキーパーをしていて、ゴール付近に転がったボールを取った

とき、ボールを追って来た３名の選手と衝突し、腹部を打撲した。 

（３）競技大会・球技大会 

❶サッカー・フットサル 

24障-262 高２年・男 視力・眼球運動障害 

 球技大会で体育館でフットサルの試合をしていて、パスしようとしてボールを蹴った際に、

近い距離にいた相手チームの選手の足に当たり、跳ね返ったボールが本生徒の右の眼に当たっ

た。 

24障-263 高２年・男 視力・眼球運動障害 

 サッカーの球技大会中、ゴール付近で相手選手と接触（頭部）し、地面に倒れた。その際に、

右額にこぶができた。接触・転倒時には意識がなく、直後も意識朦朧としていた。 

24障-264 高２年・男 胸腹部臓器障害 

 本生徒は、既往症があった。グラウンドで、サッカーのクラスマッチ中、相手がクリアした

ボールを胸でトラップし、ボールを蹴って２、３歩進んだところで顔から転倒した。転倒直後

は、目を見開いたまま全身硬直し、手足はけいれん。呼吸と脈はあるが意識はない状態だった
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が、すぐに心肺停止となった。 

❷ソフトボール 

24障-265 高１年・男 外貌・露出部分の醜状障害 

 球技大会中、ソフトボールのキャッチャーをしていた時、バッターの振ったバットが額の右

側に当たった。 

（４）その他健康安全・体育的行事 

❶持久走・長距離走 

24障-266 高３年・男 精神・神経障害 

 校内マラソン大会（10km）に出場した。後半走っているときに腰部に違和感があり、走り終

わってから軽度の痛みが出現した。しばらく休憩し、閉会式に出席するために立ち上がり歩き

出そうとしたら、脚が重く感じて力が入らず歩けなくなってしまった。 

24障-267 高３年・女 外貌・露出部分の醜状障害 

 スポーツテスト開始直後、「シャトルラン」の種目で走行中に、右膝を捻り受傷する。 

（５）その他集団宿泊的行事 

24障-268 高１年・男 視力・眼球運動障害 

 フェスティバルのため、クラスの男子が１つの部屋に集まり自主練習をしていた際、生徒た

ちの気分が高揚し、本生徒は、級友の１人に注意したところ、口論となり顔面を足の甲で蹴ら

れ、眼の負傷をした。 

〔Ⅳ〕課外指導 
（１）体育的部活動 

❶水 泳 

24障-269 高２年・男 精神・神経障害 

 水泳部は大会が近いということで、事前に考査中の自主練習許可願が出ており、許可を与え

ていた。当日は顧問はその場に付き添っていなかったが、練習内容、時間等について練習前に

事前指導をしていた。途中休憩の時に、本生徒は飛び込み台に体育座りしていた。その後キャ

プテンが合図後、背中をポンと押して本生徒は飛び込んだ。直後、足に違和感を覚え、助けを

求めた。 

❷鉄棒運動 

24障-270 高３年・男 精神・神経障害 

 体操部練習で鉄棒運動をしていた。大車輪の動きで、勢いのついたまま大きく前へ振り出さ

れそこで手が離れて頭から落下した。補助者は付いていたが、予測できない動きと勢いのため、

補助しきれなかった。 
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❸体操（その他） 

24障-271 高２年・女 足指切断・機能障害 

 新体操部にて練習後更衣中、二段に重ねて配置していたロッカーに、他の生徒が勢いよくも

たれ体重をかけたところ、反対側にロッカーが落下した。そこで更衣していた本生徒の足の上

に当たった。 

24障-272 高２年・女 せき柱障害 

 体操部の活動中、段違い平行棒の練習で低バーで倒立に向かう際、高バー側に倒れて足が高

バーに引っかかり、背中が曲がった状態で背中から落下した。第一腰椎を破裂骨折した。 

24障-273 高３年・男 せき柱障害 

 新体操の演技会出場のための練習をしていた時、ダンブリングを合わせていて、ダイビング

前宙１回半ひねりの最中に、回転力がつきすぎ、足がつかずに後頭部から床に落ちた。 

❹短距離走 

24障-274 高３年・男 外貌・露出部分の醜状障害 

 陸上部の部活動中に、雨天のため校舎の２階通路から廊下をランニングしていたところ、バ

ランスを崩し、右手が HR 教室の窓ガラスを押すようになり、ガラスが割れその中に右腕を突

っ込んで、右上腕下部を深く傷つけた。 

❺走り幅跳び 

24障-275 高２年・女 下肢切断・機能障害 

 陸上部総合体育大会の走り幅跳びに出場した際、着地時に両膝が曲がった状態となり、立て

なくなってしまった。 

❻サッカー・フットサル 

24障-276 高１年・男 視力・眼球運動障害 

 教員の指導のもとサッカー部でのゲーム形式の練習で、相手チームの部

員とタッチライン際でボールの取り合いとなった。本生徒が蹴り出そうと

してボールを蹴ったら跳ね返り、顔面に強打した。 

24障-277 高１年・男 視力・眼球運動障害 

 サッカー部活動中、相手が蹴ったボールが本生徒の右目に当たった。痛みが出てきて、目が

赤く腫れてきた。 

24障-278 高１年・男 視力・眼球運動障害 

 サッカー部活動中、運動場で試合をしていた時、相手が蹴ったボールが左眼に当たり、眼が

腫れて見えなくなった。 

24障-279 高１年・男 視力・眼球運動障害 

 合宿中の試合で、相手 DF がクリアしたボールが FW の本生徒の右目に直撃した。 

24障-280 高１年・男 視力・眼球運動障害 

 サッカー部の練習試合中に、コーナーキックで相手ゴールキーパーと競り合った際、キーパ

ーの頭部と本生徒の顔面右側及び頭部を打撲した。 
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24障-281 高１年・男 胸腹部臓器障害 

 他校でサッカー部の練習試合中、本生徒は、ゴールキーパーで、ゴール付近で落ちてきたボ

ールをキャッチしようとしたとき、相手の生徒と接触した。その際に、相手生徒の膝が本生徒

の左腰のあたりに直撃した。直後に激しい痛みがありその場で倒れていたが、しばらくして自

力で立ち上がり試合を続けた。しかし、その後も気分不良を訴えたので、ベンチで横になって

いたが、２・３回おう吐した。 

24障-282 高１年・男 胸腹部臓器障害 

 サッカー部活動の試合中、ボールの取り合いになったところ、相手チームの選手がボールを

蹴ろうとしたところ、相手の足が本生徒の股間に入り、陰部を強打した。 

24障-283 高１年・男 胸腹部臓器障害 

 試合会場の準備中に発生した災害である。本生徒はサッカーゴールにネットを取り付ける作

業を左外側で行っていた。ネットがうまく取り付けられておらず、再びゴールを伏せようとし

た。その際、ズボンにフックが引っかかって手を離し、飛び降りようとしてフックにちょうど

睾丸が掛かってしまい負傷した。 

24障-284 高２年・男 歯牙障害 

 サッカー部の試合中、ボールを頭で止めようとした際、試合相手の頭で口を強打し歯が折れ

た。 

24障-285 高２年・男 手指切断・機能障害 

 トレーニングマシン使用中、負荷が急に軽くなり様子を確認していたら、おもりが急に落下

し、右手にあたった。 

24障-286 高２年・男 胸腹部臓器障害 

 シュートの練習中、トラップしてゴールしようとした時に、ボールが前に流れてしまった。

そのボールを取りに来たキーパーがボールをキャッチしたまま前方へ滑り込んだ。その際にキ

ーパーの片足が上方に跳ね上がり、ボールを追った本生徒の股間に当たった。 

24障-287 高２年・男 外貌・露出部分の醜状障害 

 サッカーの試合で、相手選手と接触し、転倒した。その際右肩から落ち鎖骨付近を強打した。

左の下腿部、右肩部分も擦り傷を負った。 

24障-288 高３年・男 歯牙障害 

 サッカー部の部室を掃除するため、室内にあった道具類を外に運び出そうと走った際、バラ

ンスを崩して転倒した時、地面に落ちた野球のバットに口を強打して負傷した。 

24障-289 高３年・男 外貌・露出部分の醜状障害 

 サッカーの試合で、味方同士で浮いたボールをお互いヘディングした際、本生徒の額と相手

の歯があたる。 

❼テニス（含ソフトテニス） 

24障-290 高１年・男 視力・眼球運動障害 

 テニス部の練習で、２人１組となって相手が５つのボールを左側において右側で待機をして
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いる本生徒と交代するシャトルラントレーニングをしていた。早く交代しようと相手が左側で

切り返す前にスタートした。そのため相手がボールを置いて振り返り様に、相手の右の額が本

生徒の右頬に当たった。 

24障-291 高１年・男 視力・眼球運動障害 

 硬式テニス部の活動中、サービスリターンを練習していた際、相手が打ったサーブをレシー

ブしようとラケットを振ったところラケットのフレームにボールが当たった。フレームに当た

ったボールが本生徒の左眼に跳ね返り負傷した。 

❽野球（含軟式） 

24障-292 高１年・男 歯牙障害 

 他校で練習試合中、相手チームが打ったボールを処理しようとした時、ボールがイレギュラ

ーして口に当たり負傷した。 

24障-293 高１年・男 歯牙障害 

 サードの守備練習でノックを受けている際、打った球がイレギュラーして顔に直撃した。 

24障-294 高１年・男 歯牙障害 

 野球部の部活動でバッティング練習をしていた。一塁を守備していたところ、打球が口部に

当たり、歯牙破折し口唇部にも裂傷を負った。 

24障-295 高１年・男 歯牙障害 

 野球部活動中に、運動場で練習をしていて、本生徒の近くにいたチームメイトが投げたボー

ルが顔面に当たり、前歯が３本折れた。 

24障-296 高１年・男 歯牙障害 

 野球部活動中、本生徒は球を受け取る事が出来ず、ボールが口元に当たり負傷した。 

24障-297 高１年・男 歯牙障害 

 野球の県大会当日の朝、事前練習があり、本生徒はショートの守備に入る。１打球目を取り、

横を向いて他の部員へそのボールを投げている時に２打球目が来たため、本生徒は気付かず、

顎から鼻にかけ打球が当たり歯を折る。 

24障-298 高１年・男 歯牙障害 

 野球部活動中、シートノック中にボールがイレギュラーバウンドしてしまい捕球できずに前

歯が折れた。 

24障-299 高１年・男 歯牙障害 

 野球部の練習試合を行っていたとき、本生徒がバッターボックスに入ったところ、ピッチャ

ーが投げたボールが右頬に当たり、倒れた拍子に前歯が２本抜けてしまった。 

24障-300 高１年・男 歯牙障害 

 遠征試合中、バットを引こうとした際に次のバッターと交錯した。その時に、交錯したバッ

ターの口周辺部にバットが直撃した。 

24障-301 中後１年・男 歯牙障害 

 野球部で練習中にトスバッティングでバッターにボールをトスしたところ、バッターが打っ
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た打球が口に当たり負傷する。 

24障-302 高専１年・男 歯牙障害 

 野球部の練習中に、ノックの練習でファーストを守っていたところ送球が顔面にぶつかり、

前歯が２本折れた。 

24障-303 高１年・男 視力・眼球運動障害 

 グランドで野球部の練習中に、バッティングマシーンに球を入れていたところ、打球がマシ

ーンのネット内を通って、右眼部に直撃した。 

24障-304 高１年・男 視力・眼球運動障害 

 野球の練習で、ピッチャーをしていてバッターが打ったボールが眼に当たった。 

24障-305 高１年・男 視力・眼球運動障害 

 野球の打撃練習中に他の生徒の打った打球が左目に当たった。 

24障-306 高１年・男 視力・眼球運動障害 

 野球部の練習の一環として、サッカーをしていて、至近距離からのボールが顔面に当たり負

傷した。 

24障-307 高１年・男 視力・眼球運動障害 

 郊外グラウンドで 10 組ずつで並んでロングティー練習中、本生徒はピッチャーをしていた。

ボールを投げようとかまえていた時、右側で同じようにロングティーの練習をしていた生徒の

打った球が左斜めに飛び、ネットとネットの隙間を通り本生徒の右顔面に直撃した。 

24障-308 高１年・男 視力・眼球運動障害 

 他校との練習試合中、ホームベースのクロスプレイでキャッチャーがタッチする際、左側頭

部から左目あたりに強く当たった。 

24障-309 高１年・男 精神・神経障害 

 遠征練習試合で、本生徒は３塁の守備についていて、当たり損ないのハーフライナーが胸部

中央の少し右寄りに当たった。その直後、痛いという感じで一旦しゃがみこむが、その後立ち

上がり、１塁に投げようとして倒れた。ベンチ裏に運び横たえたが血の気も引いて意識がない

ため、気道確保、人工呼吸と共に心臓マッサージを続けた。同時に救急車の要請を行い、到着

後徐細動を行った。救命集中治療室で治療を行った。 

24障-310 高１年・男 精神・神経障害 

 野球部活動中、フリーバッティングの練習終了後、本生徒を含め３人で移動式バッティング

ゲージを片付けていたところ、ゲージのバランスが崩れ、倒れた。このため、中央で作業して

いた本生徒が下敷きになり、負傷した。 

24障-311 高１年・男 精神・神経障害 

 野球部活動中、ライトからバックホームするボールをセカンドで捕ろうとした際ボールが太

陽と重なりボールが見えなくなり右頭部にボールが当たり負傷した。 

24障-312 高１年・男 精神・神経障害 

 野球部活動中、バッティングピッチャーをしていて、打者の打ったボールが、左目上部に当
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たった後、左側頭部が痛みだした。 

24障-313 高１年・男 外貌・露出部分の醜状障害 

 野球部活動中、ボールをとろうとして右手にボールが当たった。 

24障-314 高１年・男 聴力障害 

 野球部活動中、バッティングマシーンを使って、左右順番にバッティング練習をしていた。

本生徒は防球ネットの反対側で球拾いをしていたが、ちょうど２つのネットの間の隙間から打

球が進入し、斜め前方から飛んできた球に気付かず、左側頭部を直撃した。 

24障-315 高２年・男 歯牙障害 

 硬式野球部の活動中、バッティング練習のため守備のポジションへ移動していて、他の生徒

の振ったバットが口を直撃した。 

24障-316 高２年・男 歯牙障害 

 野球部活動中、外野手が送球した球がセカンドベースにスライデ

ィングした本生徒の口に直接当たり、前歯を損傷した。また、物が

二重に見えるという症状が出た。 

24障-317 高２年・男 歯牙障害 

 野球部の練習に参加していた。シートノック中、イレギュラーバ

ウンドしたボールが本生徒の前歯に当たり、３本折れてしまった。 

24障-318 高２年・男 歯牙障害 

 野球部の練習中に、ノックを受けていたところ、ボールがイレギュラーして口に当たった。 

24障-319 高２年・男 歯牙障害 

 野球大会で、一塁から二塁に向かって走っていた本生徒の口部に、二塁手が一塁に送球した

ボールが至近距離からあたった。 

24障-320 高２年・男 視力・眼球運動障害 

 野球部活動中、帰宅する部員の荷物をまとめる手伝いをして、グラウンド脇の道具をとろう

と下を向いていたところ、一塁への送球がそれて、本生徒のところに飛んできて右眼（右顔面）

に当たり負傷した。 

24障-321 高２年・男 視力・眼球運動障害 

 バッティングマシンを設置した生徒が、調整せずにマシンのメーターを回した状態でアップ

に参加したため、設置した時点でマシンの調整ができていなかった。練習開始時に別の生徒が

ボールを入れる係としてボールを入れた。本生徒が打席に入り１球目をバントしようとしたと

ころ、マシンのコントロールが定まっていなかったため、本生徒の左目付近にボールが直撃し

た。 

24障-322 高２年・男 視力・眼球運動障害 

 野球部活動中、本生徒はバッティング練習でピッチャーの投げたボールが左顔面にあたった。 

24障-323 高２年・男 視力・眼球運動障害 

 野球部の朝練習の時に、ティーバッティングをしていて、自打球が右眼に当たった。 
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24障-324 高２年・男 視力・眼球運動障害 

 野球部活動中、バントをしようとした本生徒のバットをかすって顔面にボールが当たった。

（自打球） 

24障-325 高２年・男 視力・眼球運動障害 

 野球部活動中、５ヵ所に別れてバッティング練習中、その中の１ヵ所でバッティングピッチ

ャーをしていた本生徒に、違うところから飛んできた打球がネットのフレームに当たってボー

ルの軌道が変わり、左目を直撃した。 

24障-326 高２年・男 視力・眼球運動障害 

 野球部の活動中、打撃投手をしていたところ、打者の打った球が右眼窩部を直撃した。 

24障-327 高２年・男 視力・眼球運動障害 

 野球部の練習試合中、三塁を守っている時に、相手打者の打った球を捕球しそこねて、右目

下あたりに直撃した。 

24障-328 高２年・男 胸腹部臓器障害 

 野球部活動中、グラウンドで試合形式の練習をしていたところ、２塁ランナーの時に、牽制

球がきて手から２塁に滑り込んだ際に、牽制球が股間に当たり右精巣外傷を負った。 

24障-329 高２年・男 精神・神経障害 

 本生徒は野球部の活動で、３塁側ファールグラウンドで守備の待機をしていたところ、打球

が飛んできて避けきれず鼻部にボールが直撃した。 

24障-330 高２年・男 歯牙障害 

 野球部活動中で練習試合をしているとき、相手の打ったボールを捕球しようとしたが、口唇

部にボールが直撃し、歯が根本から抜け唇を切ってしまった。 

24障-331 高３年・男 視力・眼球運動障害 

 バント練習をしていたところ、投手のボールが顔面近くにきて、よけることができず左目に

直撃した。 

24障-332 高３年・男 視力・眼球運動障害 

 練習試合直前の守備練習中、本生徒に向けて送球されてきたボールを取り損ない、ボールが

左目に当たった。 

24障-333 高３年・男 精神・神経障害 

 野球部の公式戦で、他部員と強く衝突して、左頬左眼を負傷した。 

24障-334 高３年・男 胸腹部臓器障害 

 野球の練習試合中でキャッチャーをしていた際、ピッチャーの打球が左脇腹に当たり痛さの

ため冷や汗が出た。 

24障-335 高３年・女 歯牙障害 

 野球部活動中、マネージャーとしてノック練習の球出しをしている時に、ボールを取りにネ

ットの陰から出た時、バックホームの送球がそれて本生徒の口に当たった。 
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❾バレーボール 

24障-336 高１年・女 外貌・露出部分の醜状障害 

 バレーボール部活動の準備のために、部員５名ほどでコートの準備を始めた。本生徒は、ネ

ット巻きのクランクを使って他の生徒とともに、ネットの張りの調整をしていた。強く張って

調節していたら、そのネット巻きがクランクで締めていた本生徒の顔面及び右眼に強く当たり、

大ケガとなった。 

24障-337 高２年・男 歯牙障害 

 バレー部活動中、レシーブ練習をしていた時、ボールを拾おうとスライディングした折、顔

面を強打し歯を床にぶつけてしまった。 

❿バスケットボール 

24障-338 高１年・男 歯牙障害 

 バスケットボールの練習をしていた。ゲーム中にディフェンスに入っていた時、相手の頭が

本生徒の上唇にぶつかってしまい、出血した。 

24障-339 高１年・男 手指切断・機能障害 

 バスケットボール部活動で練習試合をしているときに、相手選手の肘に右手小指が強く当た

った。 

⓫ラグビー 

24障-340 高１年・男 視力・眼球運動障害 

 グラウンドでラグビー部活動中、タックルで倒れ込んだ時、相手の膝が右眼に入り強打する。 

24障-341 高１年・男 胸腹部臓器障害 

 ラグビー部練習試合中、相手プレイヤーがタッチラインの外に蹴りだしたボールを取りに行

こうとして追いかけたところ、グラウンドにあった盛り砂に足を取られ、盛り砂の横にあった

サッカーゴールに全力疾走のまま当たり、腹部を強打した。腰に強い痛みを感じた。 

24障-342 高２年・男 下肢切断・機能障害 

 ラグビーの新人大会予選出場中、相手がタックルにきたので、それをかわしたが、相手に足

をつかまれ、そのまま転倒。その際、右足首をひねった状態のところに相手に乗られ骨折する。 

24障-343 高２年・男 精神・神経障害 

 ラグビー部活動中、他校のグラウンドで練習をしていた。一人に二人がタックルをする練習

をしていたところ、一緒にタックルをした相手の頭に側頭部をぶつけた。 

24障-344 高２年・男 外貌・露出部分の醜状障害 

 ラグビー部活動中、サイドディフェンスの練習をホールドでおこなっていた時アタック側の

選手の膝と本生徒の左膝が激しくぶつかり、左膝を骨折した。 

⓬バドミントン 

24障-345 高１年・男 視力・眼球運動障害 

 バトミントン部活動中、至近距離での打ち合いの練習をしていた際に、右眼にシャトルが強

く当たり負傷した。 
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24障-346 高１年・男 胸腹部臓器障害 

 バドミントン部活動中に、体育館でシャトルを思い切り打つ練習をしていたところ、空振り

をした時に、最後にひねりを加えたラケットが勢い余って睾丸にあたった。 

⓭ホッケー 

24障-347 高２年・男 歯牙障害 

 ホッケー部活動中、紅白戦を実施していた。本生徒は守備でボールを奪いにいこうとしたと

き、相手がパスを出した。そのパスの動作でのスティックが本生徒の口に直撃し、負傷した。 

24障-348 高２年・女 外貌・露出部分の醜状障害 

 ホッケー部の試合中、シュートをしようとした相手チームの振り切ったスティックが、本生

徒の額に当たった。 

24障-349 高３年・男 歯牙障害 

 ホッケー部活動中、ゴールと 10 数ｍ離れた位置からシュートの練習をしていた時、シュート

のボールが反れ、ちょうどその時、その部員に背を向けてゴールから少し離れて立っていた本

生徒が振り向いたので、浮き上がってきたゴールが本生徒の口元を直撃した。口から出血があ

り、歯がぐらついている状態だった。 

24障-350 高３年・男 歯牙障害 

 ホッケー部活動中、ドリブルで抜こうとした時、相手選手の頭が歯に当たってしまった。 

⓮柔 道 

24障-351 高３年・男 精神・神経障害 

 柔道大会男子団体戦で、本生徒が内股を仕掛けたが、相手選手にふさがれ、バランスを崩し

頭から畳に突込み倒れ、そのまま動くことができなくなった。第４、５頚椎損傷と診断され翌

朝手術を受けた。 

⓯剣 道 

24障-352 高２年・女 下肢切断・機能障害 

 剣道の試合前の練習をしていたところ、他の生徒の足が右足親指の付け根に強く当たり、そ

の衝撃で、親指を捻りながら転倒して受傷した。 

24障-353 高２年・女 精神・神経障害 

 総合体育大会剣道競技の試合中、相手選手と場外ライン際で激しい攻め合いになった。本生

徒は相手選手に上半身（胸から顎の間付近）を強く押され、体を反るように倒れ体を強打した。 

⓰レスリング 

24障-354 高１年・男 視力・眼球運動障害 

 レスリング競技中に相手の頭が右眼下部に激突する。 

24障-355 高２年・男 視力・眼球運動障害 

 レスリングの試合中、タックルに入った時に相手の頭が眼にぶつかった。 
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⓱自転車競技 

24障-356 高１年・男 精神・神経障害 

 自転車競技部の合同練習会のロード練習中、最後尾を追走中にバランスを崩し、道路左端の

側溝に自転車の前輪を落とし転倒、その際コンクリート製電柱に頭部を強打し意識を失った。 

24障-357 高２年・男 歯牙障害 

 自転車競技部のロード練習で、６名で、３名ずつ２班に分かれ走行していた。先頭で走行中

に、交差点の近くで右折しようと徐行している乗用車に、後ろから追突して、負傷した。下を

見ながら走行していたので、前の車が目に入らなかった。 

（２）文化的部活動 

24障-358 高１年・男 外貌・露出部分の醜状障害 

 化学部活動中、顔面にマスク・メガネをつけた状態で、ドラフト装置（化学実験に行う局所

排気装置）内に両手を入れて、火薬をセットし右手で点火する実験中、点火と同時に燃焼が急

に始まった。そして、右手の平、右手の甲、左手人差し指が変色していることに気がついた。

また、この時、額と両瞼が赤くなっており、前髪と眉毛は焦げ、目も充血していた。患部に触

れると激痛が走った。 

24障-359 高２年・男 歯牙障害 

 部活動を開始しようとしていた際、貧血のような状態になり意識を失い顔面から転倒し、歯

を折ってしまった。（部活動の時間に遅れそうになり、暑い中必死に自転車をこいで登校した。） 

24障-360 高２年・男 胸腹部臓器障害 

 部活で音出し練習中に椅子に座ってサックスを吹いていた。楽器を手に持ったまま突然倒れ、

意識なくいびきの様な呼吸をしていたとのこと。意識なく、呼名反応なし。脈拍血圧測定不能

で心肺停止状態のため、気道確保をして心臓マッサージ開始、AED 準備装置１回目施行した。

救急隊到着後、気管内チューブを挿入して５回目の AED 施行後、ストレッチャーに移動。意識

回復しないまま救命処置続行し、救命救急センターに搬送する。特に既往症なし。部活動開始

前はいつもとかわらなかった。 

〔Ⅴ〕休憩時間 
（１）休憩時間中 

24障-361 高定１年・男 胸腹部臓器障害 

 教室でクラスメイトに悪口を言ったところ、それに対してクラスメイトが怒り、本生徒に攻

撃をしてきた。その際、拳が股間に当たり負傷した。 

24障-362 高２年・男 胸腹部臓器障害 

 ソーラン節の練習を行った後に教室で着替えをしていたところ、意識を失い倒れ込んだ。す

ぐに駆けつけた教師の呼びかけに当初は起き上ろうとする動作が見られたが、軽い痙攣の後、

全く動かなくなり心肺停止の状態となった。 
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24障-363 高３年・男 精神・神経障害 

 休憩時間、校舎２階男子トイレで他の生徒と揉み合いになり、相手の肩を強くつかんだとこ

ろ、顔面、頭部を拳で三発殴られ、さらに腹部を蹴られ体勢を崩したところへ左側頭部を蹴ら

れ、意識を失いそのまま仰向けに倒れた。 

（２）昼食時休憩時間中 

24障-364 高通１年・男 精神・神経障害 

 休憩時間に生徒数名とふざけ合う状況が見られたので、担任より指導を受けていた。そのふ

ざけ合いの中で、本生徒は、押さえつけられた状態から逃れようと腰をひねったり、ブリッジ

をしていたようである。当日もふざけ合っていたが、本生徒が、普段とは異なる痛みを腰に感

じたとのことであった。 

24障-365 高２年・男 視力・眼球運動障害 

 昼休みに、ドライエリアにて級友と竹箒で遊んでいた。級友が竹箒を振り回したり、つつい

たりしたため、階段を逃げるように上がっていった。その際に、級友が本生徒に向かって竹箒

を投げ振り向いたため、柄の先端が命中し左目を負傷した。 

（３）始業前の特定時間中 

24障-366 高３年・男 視力・眼球運動障害 

 卒業式開始前の休憩時間中、本校の北館３階の男子トイレにおいて、同級生が本生徒の背後

から一方的に頭部、顔面等に暴行を加えた。暴行に際し、凶器が使われており、本生徒の左目

の下あたりに切りつけられた跡があり、それが眼球まで達していた。事件当時、男子トイレ内

には、この当事者２名しかおらず、現場を目撃した生徒等はいない。 

（４）授業終了後の特定時間中 

24障-367 高２年・男 歯牙障害 

 授業が終わり、別のクラスの友達に会いに行くため廊下を走っていた。廊下が結露で濡れて

いたため滑って転倒した。その際、手を着かず、顔面から転倒してしまい負傷した。 

24障-368 高定２年・男 歯牙障害 

 授業終了後、運動場に置いてあったトレーニング器具（ラットプルダウン）で筋トレをしよ

うとしたところ、シャフトとおもりをつないでいるワイヤーが切れ、その反動でシャフトが本

生徒の額にあたり、続いて口のあたりにあたった。 

24障-369 高２年・男 上肢切断・機能障害 

 友人と一緒に部活へ向かう途中、走りながら友人とふざけあったりして、部室のドアの前で

友人から背中を押され、ドアの窓ガラスに勢いよく右手をついた時に、そのままガラスが割れ

て手首を切った。 
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24障-370 高２年・男 そしゃく機能障害 

 部員と些細な事から口論となり、本生徒が相手の肩を殴ったところ、相手が顔を殴り返して

きた。その際、顎を殴られ負傷した。 

24障-371 高３年・男 歯牙障害 

 授業後、HR 教室前の廊下にて、友だちと２人で制服のボタンを投げて遊んでいた。ボタン

の取り合いになった時に、友だちの頭部が本生徒の顎にあたった。その際、右下と左下の歯が

欠けてしまう。 

24障-372 高３年・男 歯牙障害 

 放課後、教室から部活動の部室に向かう途中、クラスメイトが勢いよく衝突してきた際、そ

の頭部が本生徒の顔面を強打し、前歯を折る。 

24障-373 高３年・男 視力・眼球運動障害 

 放課後、農業祭の準備のための作業をしていた。その休憩中、自転車のかごを修理しようと、

針金を切っていたところ、切った針金が左目に刺さった。 

〔Ⅵ〕寄宿舎にあるとき 
24障-374 高２年・男 視力・眼球運動障害 

 寮において夕食後の自由時間、居室にて自分の机を利用し、音楽テープの録音をしている時、

同室の友人の音声時計の音が気になり、注意をする為に友だちのところへ歩み寄った。その際、

友だちの手が右目に当たり出血した。 

24障-375 高３年・男 手指切断・機能障害 

 寮において回転式マッサージ機を使用中、右手人差し指第一関節付近より、指を機械回転部

分の鉄の間に挟み切断した。 

〔Ⅶ〕通学中 
（１）登校中 

❶自転車 

24障-376 高１年・男 精神・神経障害 

 自転車で登校中、学校近くの駅に来たときに、南行きの電車が通り過ぎたことを確認した後、

電車軌道のある道路を横断した際、北行きの電車と軌道上で衝突し、激しく転倒した。その時

に頭部を強打し、頭皮が裂け、頭蓋骨を骨折した。 

24障-377 高１年・女 視力・眼球運動障害 

 自転車登校中、何かにつまずいてバランスを崩して転倒し、左側頭部から顔面にかけてと左

半身（左膝あたり）を地面に打ちつけた。 

24障-378 高２年・男 歯牙障害 

 自転車登校中、地面が濡れていたため滑って転倒し、顔面を歩道の縁石に打ちつけてしまい、

顔面と歯を損傷した。 
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24障-379 高３年・男 歯牙障害 

 自転車登校中、自転車のブレーキバーが外れ、前輪に挟まりタイヤが急ロックしてしまった。

前方へ飛ばされ転倒した。顔面の広い範囲に創傷を負い、歯部も負傷した。 

24障-380 高３年・男 胸腹部臓器障害 

 自転車登校中、スピードを出していたところ、雨で地面が濡れて

いたためスリップした。その際にハンドル操作を誤り、ガードレー

ルに自転車ごと衝突し転倒した。その時に、わき腹を打ち付け負傷

した。 

24障-381 高３年・男 外貌・露出部分の醜状障害 

 自転車登校中、バランスを崩し、壁にぶつかる。 

24障-382 高３年・男 外貌・露出部分の醜状障害 

 自転車登校中、下り坂を走っていたところ、脇道から急に飛び出してきた自転車と衝突し、

転倒した際に顔面を強く打った。 

❷原動機付自転車 

24障-383 高定１年・女 外貌・露出部分の醜状障害 

 原動機付自転車で登校中（学校で認定済み）、雨で濡れたマンホールの上を通過した際、滑

って転倒し、左手小指と下顎を負傷した。 

（２）下校中 

❶自転車 

24障-384 高１年・女 歯牙障害 

 自転車で下校中、街灯は点灯せず、視力が弱く、当日メガネを忘れていたので、道路のポー

ルに気づかず接触して転倒し、地面に顔面をぶつけ前歯が３本折れた。左手・右胸部・右肩も

負傷した。 

24障-385 高２年・男 歯牙障害 

 部活動が終わり、自転車で下校中に反対側より走ってくる自転車にぶつかり、前歯を負傷し

た。相手の自転車は走り去ってしまった。 

24障-386 高２年・男 歯牙障害 

 自転車で下校中、下りカーブで前から来た車を避けようとした際、バランスを崩し、自転車

ごと転倒し、顔面を地面に打ち付け、顔と歯を負傷し、また、手をついた際に両手を負傷、衝

撃で頚部を痛めた。 

24障-387 高２年・男 歯牙障害 

 雨の中、自転車で下校しようと校門に向かい坂道を下っていた。自転車に納めてあった傘の

先端部分が車輪に掛かってしまい、急ブレーキが掛かった状態になって、自転車ごと一回転し

て顔面をコンクリート面に強打してしまった。その際、唇を切り、数本歯が欠け、ひどく負傷

した。 
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24障-388 高２年・男 歯牙障害 

 自転車で下校中、暗かったため道路に落ちていた段ボールに気づかず、その段ボールが自転

車の前輪と泥よけの間に巻き込まれ、前方へ転倒し、路面で下顎を強打した。 

24障-389 高３年・男 歯牙障害 

 自転車で下校中、下り坂を走っている時に自転車の前輪に何かがからまり、急にブレーキが

かかった状態になり、そのまま前のめりになって道路に投げ出され、顔から落ちて強打した。

その際、唇に裂傷を負い、前歯が抜けたり割れたりした。 

❷原動機付自転車 

24障-390 高１年・男 視力・眼球運動障害 

 期末考査で昼に下校しようと原動機付自転車で正門坂道を下る際、Ｓ字カーブで対向車に気

付きブレーキをかけたが、スピードが出すぎてバランスを崩し転倒。そのまま車の前方へすべ

るように衝突して車の下に入り込む形になった。意識はあったが痛みを訴え動けない状況だっ

た。 
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４ 特別支援学校における障害の事例 

〔Ⅰ〕各教科等 
（１）体育（保健体育） 

❶持久走・長距離走 

24障-391 養中２年・男 歯牙障害 

 体育の授業において、持久走を生徒の横に教員が付き添って、杖歩行で行っていた。杖歩行

で 45ｍ程、歩いた所で、右杖の先が付き添っていた教員の左靴側面に触れ、バランスを崩し左

前方に転倒した。その際、床で顔面左側を強打し、口腔部（歯牙）を負傷した。 

（２）自立活動 

24障-392 養中１年・男 下肢切断・機能障害 

 自立活動のからだの時間（手足のマッサージ、骨盤緩め、側彎の進行防止等を主に実施して

いる）の準備として、セラピーマットにおりて自分で両下肢の装具と靴下を脱ぐことを行って

いた。右足はスムーズに行うことが出来たが、左足については靴下がなかなか脱げなかったた

め、力一杯引っ張った際に事故が発生した。 

24障-393 養高２年・男 歯牙障害 

 自立活動の時間中に、体育館で運動をしていたところ、バッターとしてソフトテニスボール

を打つつもりだったが、飛んできたソフトテニスボールが歯に当たった。以前、学校の階段か

ら落ち上顎部を歯槽骨骨折、歯牙脱臼した。再植し経過観察を行っていたが、本校生の２年時、

体育でビックバレーをしていた時、ボールが当たり折れ抜歯した。今回の災害で歯を負傷し数

日後抜けてしまった。 

24障-394 養高３年・女 下肢切断・機能障害 

 担当教諭指導の下、からだの学習の時間にプレイルームでからだの弛めをおこなっていた。

生徒が、あぐら座位になり担当教諭が生徒の腰を両手で保持し、生徒が自力で前屈をしていた

ところ、からだが半分くらい倒れた時点でボキッと音がし、大腿部の痛みを訴えた。 

（３）その他の教科 

24障-395 養高２年・男 下肢切断・機能障害 

 課題の授業中に、本児の身体をゆるめるため、側臥位・うつ伏せと姿勢を変えていた。身体が

ゆるんできたため、三角マットの上に長座とあぐら座の間くらいの姿勢で座り、その際、首が横

を向いていたのをまっすぐにしようとした時に体重が右足にかかり、「ボキッ」と音がした。 

24障-396 養高２年・男 外貌・露出部分の醜状障害 

 作業学習中に（本生徒は木工班に所属している）、自分の制作担当の仕事を終え、終了間際

の 30 分間で製材作業をしようと、自動カンナ盤を使って制作を始めた。材木がカンナ盤の受け

入れ口に引っかかり止ったため、材木を動かそうとして機械の入り口に手を押し込めた。その
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際、左手の甲に刃が当たってしまった。すぐに手を引き抜いたが、手の甲部分を負傷した。 

〔Ⅱ〕休憩時間 
（１）昼食時休憩時間中 

24障-397 養中３年・男 歯牙障害 

 昼休みの時間、運動場においてキックボードに乗って遊んでいた際、前方にあった鉄製の遊

具に気づかず、そのまま遊具に激突してしまい、顔面を強打し負傷した。 



76 

５ 幼稚園・保育所における障害の事例 

〔Ⅰ〕保育中 
24障-398 保１年・男 視力・眼球運動障害 

 友達が持っていた人形用のおびひもの金具が当たった。手を後ろにふった時偶然後方にいた

ため、おでこと目に当たった。 

24障-399 保１年・男 精神・神経障害 

 園庭にて遊んでいる時、築山に園児が登り反対側に走って降りている途中に足がふらつき転

倒し、コンクリートの壁に前額部を強打する。 

24障-400 保２年・女 手指切断・機能障害 

 遊戯室において組別保育（アスレチックごっこ）の終了後、昼食準備のため使用した用具を

片付けている時、保育士が折りたたみの移動式鉄棒をしまうために片付けていたところ、本児

がかけより左手小指の先を折りたたみ部分に差し入れてしまい、小指の先を削りとってしまっ

た。 

24障-401 幼３年・男 聴力障害 

 給食を食べる直前にとなりに座っていた他児が本児の左の耳の穴に箸をいれてしまった。 

24障-402 保３年・男 外貌・露出部分の醜状障害 

 延長保育時、ソフト積木を片付けている際に他児と積木の取り合いになり、本児が相手を叩

いた為に、相手と叩き合いになり他児が本児の頬を引っかいてしまった。 

24障-403 幼３年・女 上肢切断・機能障害 

 保育中、園庭にある雲ていに腰かけて遊んでいたところ、腰かけていた棒と棒の間から体が

すり抜け、１m ほどの高さから地面に落下してしまう。後ろ向きの体勢で落ちたため、受身を

取ることができず、右腕を強く打って、上腕部を骨折する。 

24障-404 保３年・女 手指切断・機能障害 

 昼食後、午睡準備のため片付けをしている時、本児が畳の上に水をこぼしたので担任が水を

ふき取っている時、背後でバターンと大きな音がした。振り向くと机が裏向きに落ちていて、

本児がその横で泣き出した。左手小指から出血していた。前後の状況から、本児が２段に重ね

てあった机の上に乗り（その時机が少し手前にずれた）斜めになった手前の方に立った時、バ

ランスをくずし本児が床に落ちると同時にひっくり返った机が小指の上に落ち負傷したと思わ

れる。 

24障-405 保４年・男 外貌・露出部分の醜状障害 

 保育中、園庭で保育者をつかまえる鬼ごっこをして遊んでいたところ、他児とぶつかり頬が

切れてしまった。 

24障-406 幼４年・女 外貌・露出部分の醜状障害 

 降園前、階段から下りた時に足を滑らせ転げる。額と鼻を廊下で打つ。 
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24障-407 保４年・女 外貌・露出部分の醜状障害 

 本児と他児が荷物を取りに４歳児保育室に行った。他児が本児に荷物を取らせないように手

で囲うようなそぶりをしたため、どいてもらおうと本児が他児にぶつかり、怒った他児が本児

の顔を叩く。そのとき爪で左頬を引掻く。 

24障-408 幼５年・男 せき柱障害 

 運動場の登り棒で遊んでいて上まで登って手を離し落ちた。少し顎がすり傷になり、だんだ

ん首が痛いと訴えるのですぐ湿布をした。 

24障-409 保５年・女 視力・眼球運動障害 

 本児は園庭で縄跳びをして遊んでいたが、園庭側足洗い場の水道で体勢を崩し、上をむいて

いた蛇口に左眼を当ててしまった。 

24障-410 幼６年・男 外貌・露出部分の醜状障害 

 廊下で走っていた際、転んだ拍子に保育室の出入口の引戸のサッシに額を強打してしまった。

そのため額を切ってしまい出血した。 

24障-411 保６年・女 外貌・露出部分の醜状障害 

 遊戯室で体操を行った後、ステージに置いてあった縄跳びを取りに行こうとした際に転倒し、

左まぶたをステージの前面の角にぶつけ、３～４cm 位を切ってしまった。 
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