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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26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 3
鉄棒運動 1 1
跳箱運動 2 5 1 8
マット運動 1 1 2 4
短距離走 1 1 2
持久走・長距離走 1 1 1 3
陸上競技（その他） 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 2 5 7
バドミントン 1 1 2
球技（その他） 1 2 3
柔道 1 1
体操（組体操） 2 2 4
その他 2 1 3

小　　　　計 11 20 16 0 1 1 0 49
図画工作（美術） 2 2
理科 1 1
家庭（技術・家庭） 1 1
農業 1 1
工業 1 1
総合的な学習の時間 1 1 2
自立活動 1 1 2
その他の教科 5 1 2 8

各教科　計 20 22 21 0 2 2 0 67
保育中 22 22
（
除
学
校
行
事
）

特
別
活
動

学級（ホームルーム）活動 3 1 1 5
給食指導 1 2 3
日常の清掃 5 3 8
体育的クラブ活動 卓球 1 1
その他 1 1

特別活動　計 11 5 1 0 0 1 0 18

学
　
校
　
行
　
事

その他儀式的行事 1 1

運動会・体育祭
1 1 2 4

陸上競技（その他） 1 1
ドッジボール 1 1

競技大会・球技大会 サッカー・フットサル 1 1
その他健康安全・体育的行事 1 1 2

その他集団宿泊的行事
2 1 1 1 1 6

スキー 1 1 2
その他 1 1

学校行事　計 6 2 9 0 1 1 0 19

課
　
外
　
指
　
導

体育的部活動

水泳 1 1 2
体操（その他） 1 1
持久走・長距離走 2 1 3
障害走（ハードル） 1 1
投てき 1 1
陸上競技（その他） 1 1
サッカー・フットサル 1 12 14 27
テニス（含ソフトテニス） 5 3 8
ソフトボール 4 3 7
野球（含軟式） 1 13 44 58
ハンドボール 2 2
バレーボール 2 4 6
バスケットボール 1 10 7 18
ラグビー 2 5 7
卓球 4 1 5
バドミントン 3 1 4
ホッケー 2 2
球技（その他） 1 1
柔道 2 2 4
剣道 1 1
ボクシング 1 1
武道等（その他） 1 1

小　　　計 3 61 97 0 0 0 0 161
文化的部活動 3 3
その他 1 1

課外指導　計 3 61 101 0 0 0 0 165

休
憩
時
間

休憩時間中 19 6 2 1 28
昼食時休憩時間中 14 9 1 24
始業前の特定時間中 5 6 1 1 1 14
授業終了後の特定時間中 7 5 5 17

休憩時間　計 45 26 9 1 0 2 0 83
寄宿舎にあるとき 1 1 2

通
学
中

登校（登園）中 3 7 10
下校（降園）中 11 4 7 22
通学（通園）に準ずるとき 1 1

通学中　計 11 7 15 0 0 0 0 33
総　　　　　計 96 123 156 1 4 7 22 409
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表―５　障害別の発生件数

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 65 99 118 1 3 3 13 302
女 31 24 38 1 4 9 107

総　　　計 96 123 156 1 4 7 22 409

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鉄棒運動

　鉄棒をしていたところ手が滑り、誤って右半身から地面に落下し、右上肢に全体重がかかっ

てしまった。

❷跳箱運動

　体育館で６段の跳箱を跳んだ際、着地場所に置いてあるマットに、左腕から着いたときに、

自分のからだが乗り痛めた。

　跳箱８段横飛び練習中に、バランスを崩して跳箱から落ちたときに手を痛めた。

❸マット運動

　マット運動で前転後転の連続技をおこなった際に、後転時に首をひねり負傷した。

❹短距離走

　体育の授業でリレーをしていたところ、誤って転倒し、肋木に頭をぶつけ、土台に右頬上部

が当たり負傷した。

26障-１ 小３年・女 精神・神経障害

26障-2 小４年・男 上肢切断・機能障害

26障-３ 小６年・男 上肢切断・機能障害

26障-４ 小４年・男 精神・神経障害

26障-５ 小２年・男 外貌・露出部分の醜状障害

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 26 46 1 5 89
視 力 ・ 眼 球 運 動 障 害 16 33 34 83
手 指 切 断 ・ 機 能 障 害 11 8 12 1 32
上 肢 切 断 ・ 機 能 障 害 6 6 12
足 指 切 断 ・ 機 能 障 害 2 2
下 肢 切 断 ・ 機 能 障 害 1 2 5 2 10
精 神 ・ 神 経 障 害 10 16 20 1 47
胸 腹 部 臓 器 障 害 2 5 17 24
外貌・露出部分の醜状障害 37 19 15 1 2 20 94
聴 力 障 害 1 2 1 1 5
せ き 柱 障 害 1 6 4 11
そ し ゃ く 機 能 障 害 0

総　　　計 96 123 156 1 4 7 22 409

障　害　編　　29



❺持久走・長距離走

　持久走の練習で校舎の周りのコースをそれぞれのペースで走っていた。コースを４分の３ほ

ど走った体育館の通路あたりで、異変を感じ意識を失った。すぐに心臓マッサージやAEDを

使用して、心肺蘇生を行った。その後、救急車で病院へ搬送され、治療を受けた。

❻サッカー・フットサル

　サッカーの試合中、ボールを追いかけて数人と走っていた。友人の蹴ったボールが本児童の

左眼に強く当たった。

　サッカーの試合中、他の児童が蹴ったボールが本児童の顔の正面に当たった。眼鏡のパッド

の部分が額に当たり、挫創した。

❼球技（その他）

　準備運動でボールを両足に挟んでパスをする運動を行っていた。パスをするタイミングがず

れたため体のバランスを崩し、うしろに倒れる。その際左腕を地面で強打し負傷する。

❽体操（組体操）

　組体操の飛行機の技を練習しているときに、バランスを崩し落ち、床で左肘を強く打った。

　運動会の組体操の練習で３人１組となり、２人が支え、１人が肩の上に乗り立ち上がるとい

う動作をしていた。下の２人が支えきれずバランスを崩し、上に乗っていた本児童が床に落下

し、左足の大腿を強打した。

（２）図画工作（美術）

　図画工作時間に教材のスチレンボードにおもりとして釘を刺し、飛び方を試す学習中、ボー

ドのうしろ側の釘１本が抜け、３mほど離れた位置に立っていた本児童の左眼球に釘が当たり

外傷を負った。

　図工の時間、彫刻刀の使い方の指導を受けた後に木を彫っているときに、本児童が持ってい

たと思われる丸刀が誤って眼に刺さり、眼球に外傷を負った。

（３）理　科

　｢植物の生長と日光や水とのかかわり｣ の実験中、熱湯が入っているビーカーに同じ実験班

26障-6 小４年・女 胸腹部臓器障害

26障-７ 小３年・男 視力・眼球運動障害

26障-８ 小６年・女 外貌・露出部分の醜状障害

26障-９ 小６年・男 上肢切断・機能障害

26障-１0 小５年・男 精神・神経障害

26障-１１ 小６年・女 下肢切断・機能障害

26障-１2 小３年・男 視力・眼球運動障害

26障-１３ 小４年・男 視力・眼球運動障害

26障-１４ 小６年・女 外貌・露出部分の醜状障害
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の他の児童の腕が当たり、ビーカーが倒れ、熱湯が本児童の両大腿部にかかった。

（４）総合的な学習の時間

　授業が終わった後、数名の児童が他の児童にめがけて筆箱（エナメル素材）を投げた。本児

童が通りかかったところ、その筆箱が本児童の右眼に強く当たり、負傷した。

（５）その他の教科

　中庭の野菜の鉢に水をやろうと走っていたところに、正面から同じく水をやろうと走ってき

た友人とぶつかってしまった。その際、顔面と顔面が激しくぶつかってしまい、顔面周囲から

出血した。

　授業中、教室で椅子の背もたれを体の左にして座り、椅子の左脚を浮かせて腹筋をしていた

ところ、バランスを崩してうしろに倒れ、床と椅子の間に左手小指を挟んでしまった。その際、

爪が剥がれてしまった。

　教室で自習をしているとき、友人とけんかになり背中を押された。転倒して壁で右頬をぶつ

けて切った。

　テスト終了後、本児童は自分の席に座っていた。他の児童がふざけあいをしていて分度器を

投げ、本児童の左眼に当たり負傷した。

　本児童が、他の児童を怒らせる言葉を言ったため、それを見ていた児童と口論になりつかみ

合いのけんかとなった。けんかの最中に、相手の爪の辺りが頬に当たり傷を負った。

〔Ⅱ〕特別活動（除学校行事）
（１）学級（ホームルーム）活動

　学級活動を終えてから、トイレで本児童は、すりガラスの前に立っていた。ガラスの向こう

側から他の児童が走ってきて、両手でガラスを押したので割れ、その破片で、唇から左下顎に

かけて負傷した。

　授業準備のため、机を下げた後につまずき床に転倒した際に、他の机が倒れ、本児童の左手

を負傷した。

26障-１５ 小６年・男 視力・眼球運動障害

26障-１6 小２年・女 外貌・露出部分の醜状障害

26障-１７ 小４年・男 手指切断・機能障害

26障-１８ 小５年・男 外貌・露出部分の醜状障害

26障-１９ 小６年・男 視力・眼球運動障害

26障-20 小６年・男 外貌・露出部分の醜状障害

26障-2１ 小１年・男 外貌・露出部分の醜状障害

26障-22 小２年・男 手指切断・機能障害
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　運動場で、６年生と４年生が一緒に鬼ごっこをしていた。本児童が走っているときに、４年

生の児童が急に飛び出して激突し前歯が当たった。傷口が深く、出血がひどかった。

（２）給食指導

　友人と廊下でふざけあいながら、本児童が廊下にうつぶせになっていた。児童Ａが上に乗り、

肩を持っていたところに、児童Ｂが児童Ａを押した。バランスを崩した児童Ａが床に尻餅をつ

き、上がった足が本児童の後頭部から首のあたりに当たり、その衝撃で床に歯を打ちつけた。

（３）日常の清掃

　清掃時、教室の中廊下をうしろ側から前に向かって走りながらスピードを出し雑巾で水ぶき

をしている際、水うけのステンレスの角に左前腕が当たり、約15cm切った。

　清掃時、図書室の机を水拭きしていた。机のバランスが悪く倒れた際に、床と机に右指を挟

まれてしまった。

　歩いてベランダに出ようとしたところ、ほうきで遊びながらふざけていた児童が別方向から

歩いてきて、膝が接触し、お尻を打った。

　中庭清掃時に、友人がほうきを投げて数人に渡していた。本児童にもほうきが飛んできたの

で、受けようとしたが、すでに手にもう１本ほうきを持っていたのでうまく受けられず、飛ん

できたほうきの柄が右眼に強く当たった。

　教室前方の黒板周辺を清掃したところ、廊下から入ってきた他の児童に足をかけられ転倒した。

（４）体育的クラブ活動
❶卓　球

　６時限のクラブの時間に、卓球の試合で相手のスマッシュのボールが左眼の眼球に当たった。

（５）その他

　長縄練習をしていたときに、１分間で140回くらいの速さでロープ（太さ１cm）をまわして

いたため、勢いよくまわしている縄が両眼に当たった。見えづらい気がしていたが、痛みがや

26障-2３ 小６年・男 外貌・露出部分の醜状障害

26障-2４ 小５年・男 歯牙障害

26障-2５ 小２年・男 外貌・露出部分の醜状障害

26障-26 小２年・女 手指切断・機能障害

26障-2７ 小５年・男 精神・神経障害

26障-2８ 小６年・男 視力・眼球運動障害

26障-2９ 小６年・女 精神・神経障害

26障-３0 小５年・男 視力・眼球運動障害

26障-３１ 小６年・男 視力・眼球運動障害
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わらいだため、保健室に行かずに下校した。その後、２週間ほどたっても治らないため、病院

を受診した。

〔Ⅲ〕学校行事
（１）その他健康安全・体育的行事

　ダンクシュートの練習中、ロイター板でジャンプをしたときに、空中でバランスを崩し、足

が宙に浮く形で床に落下した。左腕が上半身の下敷きになり全体重がかかり、左肘と左手首を

痛めた。

（２）運動会・体育祭

　運動会予行練習で団技「竹取物語」で相手チームと竹の引っ張り合いになった。相手チーム

の児童が手を離したため、まだ竹の端を引っ張っていた本児童の口に竹が当たった。

❶陸上（その他）

　本児童が運動会のリレーで、前を走っている児童を追い抜こうとして接触した際に転倒し、

本児童が右手に持っていたバトンが口の左横部分に当たり、裂傷を負った。

（３）その他集団宿泊的行事

　自然学校の３日目、宿舎の２階の部屋で、２重窓になっているところに入った。部屋にいた

他の児童が窓の鍵を閉め、カーテンをひき、鍵をあけてくれなかったため、外から下へ降りよ

うと２階の外側の窓にぶらさがり、４m下の１階の屋根のひさしの上に足から落ち、尻餅をつ

いた。その後、２m下の地面に降りた。

　野外調理場でカレーライスの調理中、カレー鍋のあくを取る作業をしてる際に、火の粉が飛

んだため、驚いてうしろに下がったとき、スタッフが持っていた熱いなべのふたに右頬が当た

り、火傷をした。

❶スキー

　スキー研修へ行き、滑っていたときにバランスを崩して転倒した。その際、スキー板が顔面

に当たり、頬を切った。

26障-３2 小６年・男 外貌・露出部分の醜状障害

26障-３３ 小６年・女 歯牙障害

26障-３４ 小６年・女 外貌・露出部分の醜状障害

26障-３５ 小５年・男 せき柱障害

26障-３6 小５年・女 外貌・露出部分の醜状障害

26障-３７ 小５年・男 外貌・露出部分の醜状障害
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〔Ⅳ〕課外指導
（１）体育的部活動
❶サッカー・フットサル

　運動場で、サッカー部の練習中、友人の蹴ったボールが右手に当たり、小指を痛めた。

❷野球（含軟式）

　野球部の練習でノックを受けていて、フライを捕ろうとして後方に転倒した。その際に、左

腕を強打した。

❸バスケットボール

　ミニバスケットボール部の練習後、移動式のバスケットゴールを収納しようとしていた際、

本児童が握っていた支柱の部分が、張り出している階段の縁とぶつかり、左手薬指が挟まれ、

切断された。

〔Ⅴ〕休憩時間
（１）休憩時間中

　休憩時間中に、ブランコ付近で鬼ごっこをしていたところ、つまずいて転倒した。起き上が

ろうと頭を上げたところ、ブランコの板が額に当たった。

　休憩時間中に、１年生男子５人でトイレに行き、２人が１つの個室に入って用を足していた

のが見えたので、本児童も一緒に中に入ろうとしてドアに手をかけたとき、個室の中にいた児

童が思いっきりドアを閉めたことにより、左手の中指が蝶番に挟まれて開放骨折を負った。

　休憩時間中に、図書室で本児童がクラスの児童を押したことがきっかけで蹴り合いになり、

相手の児童が本児童の手を持って投げ倒し、本児童はじゅうたん敷きの床で前頭部を打撲した。

その後、５時限の授業を受けていたが、途中で頭痛が我慢できなくなって保健室へ来室した。

　休憩時間中に、校庭でクラスで鬼ごっこをしていて、鬼から逃げている時に校庭周囲の木の

枝に左顔面を引っかけて左頬を切った。

　休憩時間中に、回旋塔で遊んでいた。両手でつかまっていたが、あやまって手を離してしま

い、地面に顔面を打ち付け負傷する。

　休憩時間中に、友人と運動場でフリスビーをしているときに、バランスを崩し、右斜め前方

26障-３８ 小６年・男 手指切断・機能障害

26障-３９ 小５年・男 上肢切断・機能障害

26障-４0 小５年・男 手指切断・機能障害

26障-４１ 小１年・男 外貌・露出部分の醜状障害

26障-４2 小１年・男 手指切断・機能障害

26障-４３ 小１年・男 精神・神経障害

26障-４４ 小２年・男 外貌・露出部分の醜状障害

26障-４５ 小２年・女 外貌・露出部分の醜状障害

26障-４6 小３年・男 外貌・露出部分の醜状障害
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に転倒し、朝礼台の角で顔面をうち負傷する。

　休憩時間中に、校庭の綱のアスレチック遊具の高さ３m弱のところから、地面に降りるため

に足を綱にかけようとした際、あやまってうしろ向きに地面に落下し、左腕を痛めてしまった。

　休憩時間中に、本児童がコンピュータールームから教室へ走って戻る途中、廊下で他の児童

が引きとめようとうしろから手をだした。その際、手が本児童の顔面右側にかかり、うしろに

引き寄せることとなり、右頬上部に爪痕が残った。

　休憩時間中に、本児童が廊下に立っていたところ、友人に足を引っかけられて転倒し、床に

口部を打ちつけた。

　下校準備中にトラブルとなり、本児童が友人の足をけり自分の席に戻ろうとした。一緒にい

た他の児童が追いかけた際、つまずいて転び、前のめりになり、本児童の背中にぶつかった。

本児童も前方に転んでしまい、机の角に左眼をぶつけてしまい、まぶたが切れ出血した。本児

童は眼鏡をしていたがレンズが割れてしまっていた。

　休憩時間中に、友人と回転シーソーで遊んでいた際、ふざけた乗り方をしていた。上になっ

た児童が逆さま状態となってずり落ち、下にいた本児童とぶつかって歯を負傷した。

　休憩時間中に、水槽を洗っていたところ、水を抜いて横にしたガラス部分に手をあてたまま

力を入れた際、ガラスが割れ、左小指を深く切った。

　休憩時間中に、校庭でサッカーをしていたところ、本児童の視界に入らない所から鬼ごっこ

で走ってきた２年女子児童と交錯した。その際、本児童の右眼球付近と２年女子児童の額がぶ

つかり、本児童は右眼の痛みを訴えた。

　休憩時間中に、運動場で友人とボール遊びをしている際、飛んできたボールを受けそびれて

指に当たった。

　休憩時間中に、教室の後方で友人と遊んでいた際、本児童が友人に、からかうような言葉を

かけたため、それに怒った友人が本児童に馬乗りになった。それをよけようとした本児童が腹

をブリッジのように持ち上げたところ、友人の体が浮き、本児童の顔にお尻から落ち、左眼付

近を負傷した。

　休憩時間中に、昇降口で友人と追いかけっこをして、金属製の傘立ての周りを走っていた際、

26障-４７ 小３年・男 外貌・露出部分の醜状障害

26障-４８ 小３年・男 視力・眼球運動障害

26障-４９ 小３年・女 歯牙障害

26障-５0 小４年・男 外貌・露出部分の醜状障害

26障-５１ 小４年・女 歯牙障害

26障-５2 小５年・男 手指切断・機能障害

26障-５３ 小５年・男 視力・眼球運動障害

26障-５４ 小５年・女 手指切断・機能障害

26障-５５ 小６年・男 視力・眼球運動障害

26障-５6 小６年・男 外貌・露出部分の醜状障害
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傘立てを乗り越えようと左足を乗せたところ、踏み外し、傘立ての突起している部分で左膝の

内側に広範囲に渡る挫創を負った。

　休憩時間中に、廊下で友人とふざけて走っていて、友人の足にひっかかり転倒した。その際

右腕を床に強打して骨折した。

　休憩時間中に、トイレへ行った友人を追いかけた際、その友人が閉めたドアを手で止めよう

と左手を前に伸ばしたところ、ドアのガラス部分が手に当たり、ガラスが割れ、左前腕をガラ

スで切った。

　休憩時間中に、友人と４人で、ブランコの周りにある鉄の柵の上を歩いていた。チャイムが

鳴ったため一旦は降りたが、一人でもう一度上がった時に滑って落下した。その際、体がくの

字になり、柵が腹部に当たった。

（２）昼食時休憩時間中

　昼休みに、運動場のローラー滑り台で遊ぼうとして総合遊具に上がっていた。他の児童とふ

ざけ誤って足を滑らせ、約2.7m下の地面に落ちた。

　昼休みに、教室から校庭へ向かう途中、階段の５段目辺りから落下し、右側頭部を強打した。

　昼休みに、鬼ごっこをしていたときに、走ってきた男子児童とぶつかり、転び、頬に木の枝

の先が刺さった。

　昼休みに、校庭の隅で追いかけっこをしていた。体育小屋と石灰小屋の狭い間から飛び出し

たところ、別グループで追いかけっこをしていた６年生とぶつかり、その反動で消火栓施設（コ

ンクリート製）の角に前額部を強くぶつけてしまい裂創・打撲を負ってしまった。

　昼休みに、友人と講堂で、バスケットボールを使って遊んでいた。ボールを持ったまま走っ

て、転倒し、左手首が床とバスケットボールの間に挟まり、骨折する。

　昼休みに、プレイルーム室内でかくれんぼをして遊んでいた。５時限始りの合図で、低いト

ランポリンの下にかくれていた本児童が急に立ち上がり、トランポリンの外へ出ようとした時、

高いトランポリンから降りてきた２年生の男子児童と衝突し、左肘を骨折した。

　昼休みに、教室で友人とクラスレクリエーションでやる鬼ごっこの鬼を決めていた。そのう

26障-５７ 小６年・男 上肢切断・機能障害

26障-５８ 小６年・男 外貌・露出部分の醜状障害

26障-５９ 小６年・男 胸腹部臓器障害

26障-60 小１年・男 視力・眼球運動障害

26障-6１ 小１年・男 精神・神経障害

26障-62 小１年・女 外貌・露出部分の醜状障害

26障-6３ 小２年・男 外貌・露出部分の醜状障害

26障-6４ 小２年・女 精神・神経障害

26障-6５ 小３年・男 上肢切断・機能障害

26障-66 小４年・男 精神・神経障害
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ち、１人が腹を立て、本児童の首に腕をかけて引っ張った。また、別の児童が本児童の首付近

を上から押さえ、首・頭を痛めてしまった。

　昼休みに、教室でうしろ向きで友人の机をつかみ揺らしていたところ、机が前に倒れそうに

なったので支えようとしたが支えきれず、尻餅をついた。手の上に机が倒れてきて床と机に左

手小指をはさんだ。

　昼休みに、友人と両手を繋ぎ遊んでいた。相手児童が本児童の股下を勢いよく潜り抜けたため、

繋いだままの手を引っ張られ前方に倒れた。その際、床に顔面を強打し、上前歯２本を折った。

　昼休みに、昇降口で友人とふざけ合いをしていた。友人が昇降口から出て扉を閉めたとき、

本児童は閉まってくる扉を左手で開けようとした際、ガラスを押したのでガラスが割れ、破片

が左眼周辺に当たり、負傷した。

　昼休みに、校庭に隣接する公園で、担任教諭指導のもと、学級レクリエーションで鬼ごっこ

をしていた。最後まで捕まらなかった児童を数名で追いかけていた際、うしろから勢いよく走っ

てきた１名が、立っていた本児童にぶつかってきた。本児童の目の前には樹木があり、本児童

は避けきれずに樹木にぶつかり、頬と胸、腹、腰、眼、手首を負傷（打撲、擦過傷）した。

　昼休みに、教室で友人と一緒に交替でジャンプしていた。垂直にジャンプをした際に、柱に

取り付けてあった扇風機のひもが右手の小指にからまり、右手小指の爪から先の部分が切れて

しまった。

　昼休みに、階段を駆け上がってきた児童と、廊下を通行していた本児童が出合い頭に接触し

た。その際に相手児童の前歯が本児童の右眼上に当たり、切れた。

　昼休みに、トイレの個室でズボンのベルトを外すために、踏ん張った際、左膝が痛くなった。

（３）始業前の特定時間中

　登校してすぐに学校の畑を見に行った帰り、急いで校舎に入ろうと走っていて、校舎脇の側

溝の蓋で滑って転倒したため、額をぶつけた。

　児童集会で、鬼ごっこを全児童で行っていた際、運動場の隅に寄せていたサッカーゴールの

方に逃げ込んだ。サッカーゴールには、網をひっかける構造になっているフックが出ており、

本児童は、このフックに右頬をぶつけ５cmほど縦に切れた。

26障-6７ 小５年・男 手指切断・機能障害

26障-6８ 小５年・男 歯牙障害

26障-6９ 小５年・男 外貌・露出部分の醜状障害

26障-７0 小５年・女 外貌・露出部分の醜状障害

26障-７１ 小６年・男 手指切断・機能障害

26障-７2 小６年・女 外貌・露出部分の醜状障害

26障-７３ 小６年・女 外貌・露出部分の醜状障害

26障-７４ 小２年・女 外貌・露出部分の醜状障害

26障-７５ 小３年・男 外貌・露出部分の醜状障害
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　朝の会の前に、教室の自分の席に座っていたとき、隣の席の児童が本児童の耳元でリコーダー

を大きな音で吹いた直後から、耳が痛くなった。

　感情が乱れると体を壁にぶつけたり、こぶしで机をたたいたりする行動が本児童には見られ

た。当日、教室で朝の準備をしていたところ、左手の人差し指の付け根辺りで、左眼の脇あた

りをたたく行為が見られた。その後、授業中や休憩時間中など頻繁にたたき、毎日のように続

いて、左眼頬部は内出血を起こしてきた。その後、両手でたたくようになり、両方の眼の近く

の頬部に内出血が見られた。

　教室移動の際、友人の手が顔面に当たり受傷した。相手の児童の指の爪が長く伸びていたた

め、頬部の皮膚が削れるような傷になった。

（４）授業終了後の特定時間中

　３年生の学校行事に母親が参加しているので、待っているときに、草むらでバッタをとって

いたら蛇がいた。20cmくらい離れていた所でしゃがんで見ていた際、右手小指と薬指を蛇に

咬まれた。

　下校のため階段を降りていたところ下から３段めで転倒し、踊り場の床で顔面を強打し上歯

３本が折れた。翌日になり頭痛を訴えたため、脳神経外科を受診した。

　５時限め終了後、トイレ休憩時に友人がふざけて本児童を羽交い絞めにした。それを振り払

おうとして、前の方へ踏み出して転倒し右眼を床に強打してしまった。

　帰りの会が終わり、友人と一緒に昇降口を出たあたりで、遊びながら言い合っていたとき、

友人が紙や小さなテープカッターが入っていたスーパーの袋を振り下ろした。そのとき、本児

童の左頬にその袋が当たり、左頬が３～４cmほど切れてしまった。

　放課後、クラブ活動中から口論になっていた相手が本児童の背負っていたランドセルを持っ

て振り回した。相手が手を離した際に、体が投げ出されて廊下に転倒し、床で右腕を強打した。

　放課後、教室に残り、野球をしていた。本児童が投げたボールがはずれ打てなかったことに

腹を立て、バッターの児童が手に持っていた新聞紙を丸めて作ったバットを、本児童の体をめ

がけて投げつけ、その先が右眼に当たり負傷した。

26障-７6 小４年・女 聴力障害

26障-７７ 小６年・男 視力・眼球運動障害

26障-７８ 小６年・男 外貌・露出部分の醜状障害

26障-７９ 小１年・男 手指切断・機能障害

26障-８0 小２年・男 歯牙障害

26障-８１ 小３年・男 視力・眼球運動障害

26障-８2 小４年・男 外貌・露出部分の醜状障害

26障-８３ 小５年・男 外貌・露出部分の醜状障害

26障-８４ 小６年・男 視力・眼球運動障害
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　授業終了後、ソフトボール練習に参加しようと、階段を急いでかけ降りていた。勢い余って

廊下を曲がりきれず、２階の廊下の窓に手から突っこんでしまい、左腕と前額に大きな傷を負っ

た。その他右手なども多数の切り傷を負った。

〔Ⅵ〕通学中
（１）下校（降園）中
❶徒　歩

　下校中、校門を出て道路を歩いていたところ、同じクラスの男子児童が割りばしで作成した

おもちゃの鉄砲で葉っぱをたたいて遊んでいたが、手から割りばし鉄砲が離れてしまい、３m

ほど離れたところにいた本児童の左眼球に当たった。

　下校中、校門を出たところで、なみ板のようなものを積んでいる車が駐車していた。本児童

は、その車に積んであるものに気づかずに、まっすぐ歩いていたが、たまたま、本児童の顔の

高さにその積載物があり、顔を切った。

　下校中、坂道を下っているときに地面でつまずき転倒した。その際、とっさに手が出ず、地

面で顔を打ち、上の前歯２本が欠け、額と下唇を打撲した。

　友人３人と下校中、友人を追いかけ、傘を手に持ち、水筒を首からかけ、ランドセルを背負っ

ていたため走っていた勢いのまま転倒し、眼の付近から出血、頭部に傷、左手の掌や両膝も擦

りむいた。

　友人と下校中、駐車場に停車していた軽トラックの荷台につながれていた犬に近づいたとこ

ろ、犬が勢いよく本児童に飛びかかり、下唇、右頬に咬みつかれ負傷した。

　帰りの会終了後、いつもと同じように、友人と２人で帰宅しようと正門を出て、歩道橋を上

がり始めたところで、事故を目撃してしまう。

　一緒に下校していた友人のランドセルに本児童が乗りかかり、ふざけていた。友人がランド

セルを振りほどいて逃げていき、その際にそばにいた６年生の男子児童が友人と本児童の間に

入りとおせんぼをした。とおせんぼした手の横を通ろうと本児童が動いたときに、砂利に足を

とられてすべり、顔面が横の塀にぶつかり、上の前歯２本が折れて抜け落ちた。

　下校中、友人と一緒に帰り道を急いでいた。学校近くのガードレールを過ぎたところで道路

26障-８５ 小６年・男 外貌・露出部分の醜状障害

26障-８6 小２年・男 視力・眼球運動障害

26障-８７ 小２年・女 外貌・露出部分の醜状障害

26障-８８ 小２年・女 歯牙障害

26障-８９ 小２年・女 外貌・露出部分の醜状障害

26障-９0 小３年・男 外貌・露出部分の醜状障害

26障-９１ 小３年・女 精神・神経障害

26障-９2 小３年・女 歯牙障害

26障-９３ 小４年・女 歯牙障害
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を横断しようとした。そこへ車が走ってくるのが見えたので立ち止まったが、車も止まり急い

でその前を横切ろうとした。その際、両手に荷物を持っていたため転倒し、顔を道路に打ちつ

け、前歯部分を負傷した。

　友人と一緒に下校していたときに、うしろにいた友人が自分の方に倒れこんできたため避ける

ことができず、本児童が道路に倒れ、顔面を路面に打ちつけてしまい、前歯を負傷してしまった。

　本児童が友人と一緒に下校中、マンションの非常階段を上って自宅へ向かおうとしたとき、

友人が非常階段にわたる通路に立っていたため、本児童がその隙間から通ろうとしたところ、

友人につまずいて、転倒した際に、消火器ボックスに激突し、顔面を強打した。

❷自転車

　校内自転車教室が実施された日の下校中、持ってきた自転車に乗って通学路の坂道を降りて

いるとき、バランスを崩し道路に転倒した際、口の部分を強く打ち負傷した。

26障-９４ 小５年・女 歯牙障害

26障-９５ 小６年・女 外貌・露出部分の醜状障害

26障-９6 小３年・女 歯牙障害
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２　中学校における障害の事例

〔Ⅰ〕各教科等
（１）体育（保健体育）
❶水　泳

　水泳の授業中の自由時間に遊んでいて耳に水が入り、右耳が聞こえにくくなった。帰宅後、

夕食をとると気分が悪くなり、吐き気に襲われた。その後、めまいがして立つこともできなく

なり、救急車で病院へ搬送され、治療を受けた。

　水泳の授業中、飛び込みをした際に、左耳を強く打ってしまった。

　水泳の授業中、飛び込みをしたときに、プールの底で頭部を強打した。意識はあるが首から

下が動かなくなった。

❷跳箱運動

　体育の授業中、高さ約110cmの跳箱に着手して跳んだところ、バランスを崩して前のめりに

なり、セーフティマット上に首から背中にかけて落ち、背中に衝撃が走り動けなくなった。

　体育の授業中、跳箱を飛んでいた際、勢いあまって背中から着地し、背中が痛くなった。

　体育の授業中、跳箱の上に手をついた瞬間、左に倒れて左手をけがしてしまった。

　体育の授業中、跳箱をしていた際、勢いをつけすぎ、着地に失敗し、腰を痛めた。

　体育の授業中、跳箱をに手をついた際、右手を捻り、そのままバランスを崩して右腕から床

に落下した。

❸マット運動

　体育の授業中、前転・開脚前転の練習で床に手をついたときに、両手に体重が乗ったところ

で右手が横へ抜け、右後方へと転り、肩を痛めた

❹陸上（その他）

　体育の授業中、運動場でリレーの練習を行っていた際、カーブで足を滑らせ転倒し、左手首

を捻挫した。

26障-９７ 中１年・男 聴力障害

26障-９８ 中１年・男 聴力障害

26障-９９ 中２年・男 精神・神経障害

26障-１00 中２年・男 せき柱障害

26障-１0１ 中２年・男 せき柱障害

26障-１02 中２年・男 外貌・露出部分の醜状障害

26障-１0３ 中２年・男 せき柱障害

26障-１0４ 中２年・女 上肢切断・機能障害

26障-１0５ 中３年・女 精神・神経障害

26障-１06 中３年・男 外貌・露出部分の醜状障害
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❺サッカー・フットサル

　体育の授業中、サッカーをしていて相手チームの蹴ったボールが右眼に当たった。

　体育の授業中、運動場でサッカーのゴールキーパーをしていたところ、ボールが右眼球にぶ

つかった。

❻ソフトボール

　体育の授業中、校庭でソフトボールを行っていた際、前の生徒が振り切ったバットを投げて

しまい、本生徒の口元にバットが当たり歯を折った。

　体育の授業中、運動場でソフトボールをしていて、バッターから５、６m離れた場所にしゃ

がんで前方をみていた際に、バッターが打った後、バットを離したため、バットが飛んできて、

本生徒の口に当たった。

❼バドミントン

　体育の授業中、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のシャトルが左眼

に当たった。

❽柔　道

　柔道の授業を見学中、友人と一緒に畳を持って運ぶ際、ギブスをしている左足から異音がし、

その場に転び、一緒に左手も着いてしまった。

❾体操（組体操）

　体育の授業中、組体操で２人１組で肩車をしているとき、上に乗っていた他の生徒がうしろ

に倒れそうになり、そのままうしろ向きに転倒し、手をつき損ね負傷した。

　体育祭の練習中に、組体操の練習をしていたところ上に乗っていた生徒がバランスを崩して

落下した際、下にいた本生徒の首に当たり頚椎を脱臼骨折した。

❿その他

　水泳の授業後、着替えを体育館のステージで行っていたときに、友人がぶつかってきて、ス

テージから飛び降り着地する際、睾丸を両大腿部ではさんで負傷した。

　馬跳びをしていた際、馬役の子の背中に手をつき損ねて顔面から床に落ち前歯を強打した。

26障-１0７ 中３年・男 視力・眼球運動障害

26障-１0８ 中３年・男 視力・眼球運動障害

26障-１0９ 中２年・男 歯牙障害

26障-１１0 中３年・女 歯牙障害

26障-１１１ 中２年・男 視力・眼球運動障害

26障-１１2 中１年・女 精神・神経障害

26障-１１３ 中１年・男 精神・神経障害

26障-１１４ 中３年・男 せき柱障害

26障-１１５ 中３年・男 胸腹部臓器障害

26障-１１6 中３年・男 歯牙障害

42



（２）家庭（技術・家庭）

　蛍光灯の傘を作るためアクリル板を加熱しながら曲げていくところを、十分に過熱しないま

ま無理に曲げようとしたため、アクリル板が折れ、破片が右眼を直撃した。

（３）その他の教科

　部の早朝練習に参加後、１時限目の英語の授業の始まる直前に席についた。気分が悪くなり、

吐き気をもよおしたため、トイレに行こうと教室を飛び出した際に、ふらつき廊下で転倒し、

顔面打撲で歯を損傷した。

〔Ⅱ〕特別活動（除学校行事）
（１）給食指導

　給食準備の時間に、コンテナ室に教室へ運ぶ物を取りに行き、コンテナの棚の前で倒れてし

まった。

　給食準備中に、トイレの窓から転落しているのを発見された。その後、ドクターヘリで病院

へ搬送され、治療を受けた。

（２）日常の清掃

　清掃時間中、１階から２階に向かう階段の場所で清掃をしていたところ、外側から窓を拭い

ていてバランスを崩し転落した。

　清掃時間終了後に、廊下を走ってきた他の生徒とぶつかり、下腹部を負傷した。

　清掃時間前に、廊下で友人に背中を押されバランスを崩し、手洗い場のタイルの角で額を打

ち深く切った。

〔Ⅲ〕学校行事
（１）運動会・体育祭
❶その他

　体育大会で棒倒しをしている際に、守備側の生徒の腕に顔面をぶつけ、歯と上顎を負傷し、

歯が脱落した。

26障-１１７ 中３年・男 視力・眼球運動障害

26障-１１８ 中２年・女 歯牙障害

26障-１１９ 中１年・男 精神・神経障害

26障-１20 中３年・男 せき柱障害

26障-１2１ 中１年・男 歯牙障害

26障-１22 中２年・男 胸腹部臓器障害

26障-１2３ 中２年・女 外貌・露出部分の醜状障害

26障-１2４ 中２年・男 歯牙障害

障　害　編　　43



（２）その他集団宿泊的行事

　宿泊学習から学校へ帰着後、トイレに行こうとグラウンドを走っていた際、倒してあった防

球ネットにつまずき転倒し、防球ネットの足の部分に顔をぶつけ顔面を切るとともに膝や左手

の指を地面に強くぶつけた。

〔Ⅳ〕課外指導
（１）体育的部活動
❶水　泳

　夏休みに、水泳部の練習中に、飛び込んだ後、浮いてきたため、プールサイドに引き上げ、

意識はあったが手足が思うように動かないため救急車を呼んだ。

❷持久走・長距離走

　陸上部の部活動で、ランニング中に、前を走っていた他の部員がふざけ半分に本生徒の腹部

をパンチしてきたため、転倒して、顔面を地面に強くぶつけ歯を負傷した。

　部活動で陸上競技場に集合し、その後学校へ戻る際、河川敷をランニング中、階段を踏み外

して転倒した。

❸障害走（ハードル）

　110mハードルの競技に出ていて、ハードルに足を引っかけて転倒した。その際、身体を支

えようと左手を地面につき、肘を痛めた。

❹サッカー・フットサル

　サッカー部の部活動中、ヘディングをするためジャンプし、着地した際、左大腿部の付け根

に激痛を感じ倒れ込んでしまった。

　サッカー部の部活動中、石灰小屋の扉を開けるため、鍵を開けようとしたときに、鉄製の鍵

が左手人差し指の爪に落下し爪先を切断してしまった。

　サッカーの試合中、相手チームの選手と接触して転び、左腕をつき、骨折をした。

　サッカー部の部活動の休憩中、他の生徒の蹴ったボールが右顔面に当たり口の中が切れ、出

血した。約15～20分休み、練習に戻ったが約10分後、頭痛がし、意識がうすれ、ゆっくりと座

り込むように横に倒れた。

26障-１2５ 中２年・男 外貌・露出部分の醜状障害

26障-１26 中３年・男 精神・神経障害

26障-１2７ 中１年・男 歯牙障害

26障-１2８ 中１年・女 精神・神経障害

26障-１2９ 中２年・男 上肢切断・機能障害

26障-１３0 中１年・男 下肢切断・機能障害

26障-１３１ 中１年・男 手指切断・機能障害

26障-１３2 中１年・男 外貌・露出部分の醜状障害

26障-１３３ 中１年・男 精神・神経障害
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　サッカー部の部活動でヘディングの練習をしているとき、ボールを顔面で受け、左眼あたり

に強く当たり、一瞬見えにくくなった。

　サッカー大会中、ゴールキーパーの前でディフェンスとして守っていたところ、相手チーム

の選手がシュートしたボールを左顔面に近距離から受けてしまった。

　サッカー部の部活動中、本生徒が蹴ったボールが、前にいた生徒の足に当たり、跳ね返って

きて右眼に当たった。

　サッカーの練習試合中、キーパーとして相手選手の蹴ったボールを右手で弾こうとした際、

右手薬指を負傷した。

　サッカー部の部活動中、本生徒が、相手チーム選手にスライディングをかけ、ボールを奪お

うとした際、本生徒の顔面と相手選手の膝がぶつかってしまった。

　サッカーの練習試合で、シュートしようと走りこんだとき、相手チームのゴールキーパーが

クリアーのためにボールを蹴り、本生徒の右眼付近に当たり、両者が交錯して転倒した。その

後に右眼の異常を訴えた。

　サッカーの試合中、相手選手と接触し右側に転倒した。その時右腕を骨折した。

　サッカー部の朝練習で、近距離にいた他の生徒が蹴ったボールが、本生徒の左眼に当たり負

傷した。

❺テニス（含ソフトテニス）

　中学校体育大会の集合場所で自転車にまたがり、部員を待っていたとき、前にいた生徒が突

然、自転車をバックさせてきたため転倒し、頭部をかばったため左手を負傷した。

　夏休みのテニス部の練習で、玄関の手すりに座って友人を待っていたときバランスを崩して

転倒し、左上腕部をコンクリートの床に強くぶつけた。

　テニス部の部活動の片付けをしているとき、転んで右手を地面についた。そのとき、痛みを

感じた。

　テニス部の部活動中に、テニスコートでネットを張ろうとして、ワイヤーを巻いている際に、

26障-１３４ 中１年・男 視力・眼球運動障害

26障-１３５ 中１年・男 視力・眼球運動障害

26障-１３6 中１年・男 視力・眼球運動障害

26障-１３７ 中２年・男 手指切断・機能障害

26障-１３８ 中２年・男 視力・眼球運動障害

26障-１３９ 中２年・男 視力・眼球運動障害

26障-１４0 中２年・男 上肢切断・機能障害

26障-１４１ 中２年・男 視力・眼球運動障害

26障-１４2 中１年・男 上肢切断・機能障害

26障-１４３ 中１年・男 上肢切断・機能障害

26障-１４４ 中２年・男 精神・神経障害

26障-１４５ 中２年・女 視力・眼球運動障害
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ワイヤーが支柱から外れて、左眼にワイヤーがはね、眼が開けられなくなった。

　ソフトテニス大会の試合中、ボールを無理に打ち返そうとして転倒し、右大腿のつけ根を打

撲した。

❻ソフトボール

　ソフトボールの練習中、ボールが本生徒の口に当たり、上前歯が動き、歯茎から出血した。

　ソフトボール部の部活動中、ウォーミングアップで走っているときに、サッカー部の生徒が

蹴ったボールが顔に強く当たり、右眼を負傷する。

　ソフトボールの試合で、自分が打った打球が右眼に当たった。

　ソフトボール部の部活動中、グラウンドでノック練習のとき、フライを取ろうとして右手人

差し指にボールが当たった。

❼野球（含軟式）

　放課後の野球部の部活動中に運動場でキャッチャーをしていた際、ノッカーのバットが手か

ら滑って飛び、左後方にいた本生徒の顔面にバットが直撃し負傷した。

　野球部の練習の一環で、廊下の雑巾がけをしていたところ、勢い余って床に顔面をぶつけた。

　ノックを受けている最中、左寄りに流れたフライを捕球しようとしていたときに、近くにあっ

た朝礼台に気付かずに突進し、腹部を打ち、前歯を朝礼台の上に強く打ちつけた。

　友人と水筒の中身について口論となり、友人が水筒を取り逃げたため、水筒を取り返そうと

して、水筒に前歯が当たった。

　野球の試合をしていたところ、自分の打った打球が右顔面に当たり、擦り傷と切り傷を負い、

右眼も充血した。

　野球部の練習中、校舎内の階段でランニングを行っていた際、友人に声をかけられ、振り向

いた勢いで転倒し、階段から数段落下、踊り場の床に口を強打した。

　野球部の練習試合に備え草刈作業中、草刈機が跳ねた石が本生徒の右眼に当たった。

26障-１４6 中３年・男 下肢切断・機能障害

26障-１４７ 中１年・女 歯牙障害

26障-１４８ 中２年・女 視力・眼球運動障害

26障-１４９ 中３年・女 視力・眼球運動障害

26障-１５0 中３年・女 手指切断・機能障害

26障-１５１ 中１年・男 歯牙障害

26障-１５2 中１年・男 歯牙障害

26障-１５３ 中１年・男 歯牙障害

26障-１５４ 中１年・男 歯牙障害

26障-１５５ 中２年・男 視力・眼球運動障害

26障-１５6 中２年・男 歯牙障害

26障-１５７ 中２年・男 視力・眼球運動障害
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　夏休み中、校庭で野球部の部活動中に、自分の打った打球が、左眼に当たった。

　朝練習のとき、自分の打った打球が左眼に当たった。

　野球部の試合中、自分の打った打球が右眼に当たった。

　練習中、マスクをつけずキャッチャーをしていた際、ピッチャーが投げたボールが右眼に当

たった。

　放課後の部活動中、バッティング練習をしていたときに、自分の打った打球が眼を直撃した。

　バッティング練習のため、本生徒がピッチングマシーンに球入れをしていたとき、打ち返さ

れた打球が、本生徒の右眼とその周辺部に当たった（防護用ネットは通常通り張られていたが、

マシーンからの投球を通すための穴を打球がたまたまくぐり抜けてしまった。）。右眼、周辺部

の疼痛、挫創、著しい腫脹があった。その後、嘔気を訴え嘔吐する。

❽バレーボール

　部活動が終了して後片付けをしていた。本生徒がバレーの支柱を一人で持って運んでいた。

その際、偶然に左手人差指が高さ調整の穴に入ったところ、支柱を床に落としてしまった。落

とした拍子に、穴に入っていた左手人差指の先端が切断された。

　バレーボールの試合中に、飛んできたボールをレシーブしようとジャンプしたときに、同じ

チームの生徒も同じタイミングでジャンプし、正面衝突した。その際に相手の額に歯が当たり、

前歯が３本抜けた。

❾バスケットボール

　バスケットボール部の練習でランニングしていたとき、隣を走っていた生徒の足にひっかか

り転倒し、顔面左側を道で強打し、右手右足も負傷した

　バスケットボール部の練習中、友人の足にひっかかり尻餅をつき、右手をついて右腕を骨折

した。

　バスケットボール部の練習中、ランニングシュートをしたあと、ボールを拾いシュートの列

に戻ろうと振り返った際、壁に頭部及び鼻を強打した。

26障-１５８ 中２年・男 視力・眼球運動障害

26障-１５９ 中３年・男 視力・眼球運動障害

26障-１60 中３年・男 視力・眼球運動障害

26障-１6１ 中３年・男 視力・眼球運動障害

26障-１62 中３年・男 視力・眼球運動障害

26障-１6３ 中３年・女 視力・眼球運動障害

26障-１6４ 中１年・男 手指切断・機能障害

26障-１6５ 中２年・男 歯牙障害

26障-１66 中１年・男 外貌・露出部分の醜状障害

26障-１6７ 中１年・女 上肢切断・機能障害

26障-１6８ 中２年・男 外貌・露出部分の醜状障害
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　バスケットボール部の練習を体育館で行い、練習後の片付けを行っていた。そのうち友人と

追いかけっこをしてしまい、体育館の防球ネットに足を引っ掛けて転倒した。前歯を強打し、

前歯２本が破折してしまった。

　バスケットボール部の練習中、走りながらのパス練習を行っていたところ、顔面左側が左の

レーンの生徒の胸とぶつかった。

　バスケットボール部の練習試合で、相手チームの選手がシュートをしようとしたときに相手

の肘が口にあたり、上の前歯が２本折れた。

　バスケットボール部の練習中、外の水飲み場に移動するとき、別の部員が急に閉めたガラス

ドアにぶつかり、ガラスが割れ、切り傷を数か所に負い、唇から多量の流血をした。

　バスケットボール部の練習でのゲーム中、パスボールを取ろうとしてかがんだ際、他の生徒

の膝が右眼に強くあたり、負傷した。

　バスケットボールの試合中、相手選手の肘が本生徒の口に当たり、上の前歯１本を負傷した。

その後、再度試合に出場した際、相手選手の肘があごに当たり、上の前歯２本を負傷した。

　バスケットボールの試合中、本生徒が不調を訴えたため、ベンチで休ませたが、約１分後に

激しいけいれんを起こし、救急車の担架で体育館外へ運び出していたときに心肺停止状態に

なった。すぐにAEDを使用して、心肺蘇生を行った。その後、救急車で病院へ搬送され、治

療を受けた。

❿ラグビー

　ラグビー部でタックルの練習中にうしろから押されたとき、体勢を崩し、前から来た相手の

頭部のヘッドキャップが、本生徒の右眼まぶた上にあたり深く切創するとともに、頭部も打撲

した。

　ラグビー部の練習試合中、タックルに行った際、頭頂部から相手の脇腹に突っ込み、そのま

ま倒れ込んだ。

⓫卓　球

　体育館で部活動の見学後、二階から階段に背を向け降りようしたとき、足を滑らせ落下した。

落下直後、上側の手すりの支えの鉄と階段の鉄の間が三角になっている部分に左手中指が挟ま

26障-１6９ 中２年・男 歯牙障害

26障-１７0 中２年・女 精神・神経障害

26障-１７１ 中３年・男 歯牙障害

26障-１７2 中３年・男 外貌・露出部分の醜状障害

26障-１７３ 中３年・男 視力・眼球運動障害

26障-１７４ 中３年・男 歯牙障害

26障-１７５ 中３年・男 胸腹部臓器障害

26障-１７6 中１年・男 外貌・露出部分の醜状障害

26障-１７７ 中３年・男 せき柱障害

26障-１７８ 中１年・男 手指切断・機能障害
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り、切断した。また、左足も打撲した。

　卓球部の練習中、他の生徒に右腕を引きながら投げられ、右肘と腕を負傷した。

　登校した際、昇降口の段差につまずき転倒し、腹部を強打し負傷した。

　卓球部の練習で、ランニングしていた際、他部の馬跳びに参加し、バランスを崩し頭部から

転落し、前額部をブロックに打ちつけた。

⓬バドミントン

　バトミントン部の練習時に、打ち返されたシャトルが右眼に当たって傷めてしまった。

　バトミントン部の昼練習時にプッシュされたシャトルが本生徒の眼に当たった。

　バトミントン部の練習終了時の片づけで、落ちていたシャトルをラケットで打って集めてい

た生徒の振ったラケットが左眼にぶつかった。

⓭柔　道

　柔道部の活動中、寝技の練習をしていたところ、相手生徒の膝が股間を強打した。

　柔道部の部活動で乱取り中、大内刈りをかけられ、背中から落ちた際、後頭部上部を畳に打っ

た。その後、左斜め前方に倒れ、意識が消失した。応急処置後、病院へ搬送され、治療を受けた。

〔Ⅴ〕休憩時間
（１）休憩時間中

　休憩時間中に、花壇で友人と、木の枝と石で野球をして遊んでいた際、友人が投げた石が右

眼に当たった。

　休憩時間中に、湿気でぬれていた廊下で、友人と遊んでいて足をすべらせて顔から転倒し、

前歯を折った。

　廊下で友人数人と鬼ごっこをしていて、走っていたところ、カーブを曲がりきれず、右手を

理科室の窓に突っ込み負傷した。

　本を読んでいた生徒に、本生徒がちょっかいをかけ、かっとなったその生徒が自分の机の中

26障-１７９ 中１年・男 外貌・露出部分の醜状障害

26障-１８0 中１年・男 胸腹部臓器障害

26障-１８１ 中１年・女 外貌・露出部分の醜状障害

26障-１８2 中２年・男 視力・眼球運動障害

26障-１８３ 中２年・女 視力・眼球運動障害

26障-１８４ 中３年・男 視力・眼球運動障害

26障-１８５ 中１年・男 胸腹部臓器障害

26障-１８6 中２年・男 精神・神経障害

26障-１８７ 中１年・男 視力・眼球運動障害

26障-１８８ 中１年・男 歯牙障害

26障-１８９ 中２年・男 外貌・露出部分の醜状障害

26障-１９0 中２年・男 外貌・露出部分の醜状障害
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にあったカッターナイフを取り出し、本生徒の右腕を２ヶ所切りつけた。

　休憩時間中に、水道に行く途中、近くで遊んでいた友人の足に引っかかり転倒し、床に顔を

強打し歯を負傷した。

　教室にて友人と話していたときに、友人に押されて転倒し、左足脛骨を骨折した。

（２）昼食時休憩時間中

　昼休みに、長縄跳びの練習をするため、グラウンドに出ようとした際、靴をしっかり履かな

いまま、ドアを出ようとしたところ、転びそうになり、玄関のガラスに顔からぶつかり負傷した。

　体育祭当日の昼休憩時間中に、クラスの生徒と口論になり、本生徒が相手生徒の腕をつかん

だだめ、相手がそれを振り払おうとして腕が、本生徒の口に当たり、前歯が抜けてしまった。

　昼休みに、教室で友人と遊んでいたところ、友人が近くにあったシャープペンシルを近距離

より上投げしてきて、右眼球に刺さって見えなくなった。

　昼休みに、体育館で、バスケットボールのリングにつかまろうとして、積んであったマット

の上から、リングめがけてジャンプしたところ、リングをつかみきれずに転落し、両手前腕部

と左側頭部を床に強打した。

　昼休みに、教室の後方で、野球のまねごとをしていたところ、バッターをしていた生徒が手

を滑らせ、バットの代わりのペットボトルが飛び、左眼に当たった。

　昼休みに、椅子に座っていた本生徒に向かって、同じクラスの生徒が投げた消しゴムが、右

眼に当たり負傷した。

　昼休みに、体育館の外階段に出ようとしたところ、ドアが急に閉まり、右手指を挟んだ。

　昼休みに、友人と廊下を全力で走っていた際、友人が出した足が左足の膝の裏に当たり、前

のめりに倒れ、左膝を床にぶつけてしまった。

　昼休みに、グラウンドで、サッカーをしていて、他の生徒に口がぶつかり、歯が１本抜けて

２本グラグラになった。

26障-１９１ 中２年・女 歯牙障害

26障-１９2 中３年・男 精神・神経障害

26障-１９３ 中１年・男 外貌・露出部分の醜状障害

26障-１９４ 中１年・男 歯牙障害

26障-１９５ 中２年・男 視力・眼球運動障害

26障-１９6 中２年・男 視力・眼球運動障害

26障-１９７ 中２年・男 視力・眼球運動障害

26障-１９８ 中２年・男 視力・眼球運動障害

26障-１９９ 中２年・男 手指切断・機能障害

26障-200 中２年・男 精神・神経障害

26障-20１ 中３年・男 歯牙障害
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（３）始業前の特定時間中

　隣のクラスの友人と休日にトラブルになり、この日の朝、偶然廊下で出会い、相手から顔面

に膝蹴りを受けた。

　始業前、学校のグラウンド横の広場で同級生５人で、落ちていた木の枝を投げ合って遊ぶゲー

ムをしていたところ、本生徒が振り向いたとき、一人の投げた木の枝が左眼球を直撃し損傷した。

　体育祭の朝練習のため、校庭に移動しようとしたところ、他の生徒が本生徒の後方から体当

たりをしたため、壁にぶつかり、その後床に倒れた。その際、右大腿部に痛みとしびれが出た。

　登校後、教室へ向かう途中の廊下で、他の生徒と出くわし、その生徒から因縁をつけられた

うえに、全身を殴る蹴るの身体的暴行を受けた。

　登校後、２階の教室で、窓側の自分の机で準備をしていたところ、消しゴムが窓から落ちて

庇にひっかかり、ほうきを使って下へ落とそうとして室内の防護柵から身を乗り出したところ、

バランスを失い落下した。両手を突いたため両手首の骨折と顔面（主に口腔内）を打撲し口腔

からの出血があった。意識はあった。

　朝の休憩時間に、他の生徒に左頬をこぶしで殴られた。

（４）授業終了後の特定時間中

　放課後、文化祭の準備を出入り口のドア付近で眺めていた際、室内から出てきた生徒がドア

を開けたため、左手薬指をドアとサッシの間に挟まれ、左薬指を不全切断、爪脱臼、末節骨開

放骨折をした。

　放課後、生徒会活動への移動中、ガラスの扉にぶつかり転倒し、顔・足など十数ヶ所をガラ

スで切った。

　放課後、ロール状の和紙を運搬していた際、階段でバランスを崩して転倒した。その際にロー

ルと階段に手を挟み、左手薬指・小指に裂傷を負った。

　下校前に、自転車置き場で、自転車に乗って帰宅しようとしたところ、後方より同級生の自

転車が追突してきた。その際に前方に転倒し、前歯を負傷した。

26障-202 中１年・男 視力・眼球運動障害

26障-20３ 中１年・男 視力・眼球運動障害

26障-20４ 中２年・男 外貌・露出部分の醜状障害

26障-20５ 中２年・男 歯牙障害

26障-206 中２年・女 歯牙障害

26障-20７ 中２年・女 精神・神経障害

26障-20８ 中１年・男 手指切断・機能障害

26障-20９ 中１年・女 外貌・露出部分の醜状障害

26障-2１0 中２年・男 手指切断・機能障害

26障-2１１ 中３年・男 歯牙障害
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　放課後体育館でバスケットボールをして遊んでいたとき、他の生徒と同時にボールを取りに

行った際、左眉毛の部分と他の生徒のおでこがぶつかり切れた。

〔Ⅵ〕通学中
（１）登校（登園）中
❶徒　歩

　登校中に熊と遭遇し、負傷した。

❷自転車

　自転車で登校中、坂道を降りていたところ、アスファルトが盛り上がって段差になっていた

ところでブレーキをかけた際、転倒し、左膝をアスファルトに打ちつけ負傷した。

　自転車で登校中、傘が車輪に絡まり転倒し、左腕を打ち、口元を打撲し歯を脱臼した。

（２）下校（降園）中
❶徒　歩

　下校中、本生徒は複数の生徒から空き地や公園で、ほとんど無抵抗の状態で何度も一方的に

暴行を受けた。その際、頭・顎・顔・歯・左薬指を負傷した。その後、不眠症の症状を呈して

いる。

　運動部活動の練習終了後、下校途中、他の生徒と児童公園に立ち寄り、他の生徒数名より暴

行を受けた。

❷自転車

　自転車で下校中、段差につまずき顔から倒れ込み、前歯を地面で打ち、頬を擦りむいた。

　自転車で下校中、歩道の段差に自転車の前輪が接触し、転倒し、後続の友人の自転車がぶつ

かった。その際に、両膝、下顎を負傷してしまった。

26障-2１2 中３年・男 外貌・露出部分の醜状障害

26障-2１３ 中３年・男 視力・眼球運動障害

26障-2１４ 中２年・女 外貌・露出部分の醜状障害

26障-2１５ 中３年・女 歯牙障害

26障-2１6 中２年・男 精神・神経障害

26障-2１７ 中２年・男 精神・神経障害

26障-2１８ 中１年・男 歯牙障害

26障-2１９ 中１年・女 外貌・露出部分の醜状障害
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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
（２）体育（保健体育）
❶跳箱運動

　体育のため剣道場に集合し、跳箱で授業開始まで遊んでいた際、跳箱から前転宙返りをして、

着地に失敗し、腰部に全体重がかかるように転落した。腰部の痛みで動けなかった。

❷マット運動

　体育の授業中、倒立状態から体を反らせ足から着地をする練習中に、右足を捻った状態でマッ

トに落ちた。

　体育の授業中で補助倒立の練習中、マットの上に転倒し、腰のやや上辺りの背部を強打した。

❸短距離走

　ウォーミングアップでグラウンドを３周、準備体操を終え、30m走のタイムトライアルをし

た後、30m加速走タイムトライアルをして、次の準備でスタートラインに戻ったときに、しゃ

がみ込むように倒れた。すぐにAEDを使用し、心肺蘇生を行った。その後、救急車で病院へ

搬送され、治療を受けた。

❹持久走・長距離走

　授業公開で体育の授業が校庭で行われ、マラソンの練習をした際、ゴール付近で突然意識が

無くなり、倒れ込み無呼吸状態になった。すぐにAEDを使用し、心肺蘇生を行った。その後、

救急車で病院へ搬送され、治療を受けた。

❺ドッジボール

　体育の授業中に体育館でドッジボールをしていたときに、投げられたボールをよけようと、

伏せたところ、勢い余って床に顔面を強打し、歯を負傷した。

❻サッカー・フットサル

　体育の授業でサッカーの試合中、ボールの取り合いで近くにいた相手の蹴ったボールが左眼

に強く当たり、左眼を負傷した。

　サッカーをしているとき、相手生徒がボールを取ろうとし、本生徒の口が相手生徒の頭部と

ぶつかり、前歯２本が破折した。

26障-220 高１年・男 せき柱障害

26障-22１ 高１年・男 足指切断・機能障害

26障-222 中後１年・女 せき柱障害

26障-22３ 高３年・男 胸腹部臓器障害

26障-22４ 高３年・男 胸腹部臓器障害

26障-22５ 高１年・男 歯牙障害

26障-226 高２年・女 視力・眼球運動障害

26障-22７ 高３年・男 歯牙障害
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❼ソフトボール

　体育の授業中、校庭でソフトボールをしていたところ、フライをキャッチできず、左眼に直

接ボールが当たった。

　ソフトボールの試合中、バッターがボールを打った瞬間、バットがバッターの手をすり抜け

て本生徒の口に直接当たり、口腔内から出血し、歯も地面に落ちた。

　ソフトボールの試合中、打者が一塁に駆け込んだところ、ベース上で本生徒と交鎖し激突し

た。本生徒は右後方に大きくはじき飛ばされ後頭部をグラウンドに強打した。

　体育の授業でソフトボールをしていたところ、守備中で打球を追っていたが、勢いがあまっ

て側溝に左足が落ち痛めた。

　体育の授業中、ソフトボールの試合をフェンスの内側で座って見ていたとき、打者が打った

後バットを手放したため、飛んできたバットが頭に当たった。

❽バドミントン

　体育の授業中、体育館でバドミントンをしていたところ、終了間際に突然その場に倒れ込み、

全身けいれん発作を起こした。すぐにAEDを使用し、心肺蘇生を行った。その後、救急車で

病院へ搬送され、治療を受けた。

❾球技（その他）

　体育の授業中に校庭でゴルフをしていた際、本生徒と同じグループの友人が本生徒の確認を

せずにスイングを開始し、ボールを打った後のフォロースイングで、ゴルフクラブが左側にい

た本生徒の口の辺りに当たった。

　体育の授業でゴルフをしていた際、下を向いてしゃがんで自分の球を置こうとしたときに、

隣の生徒が打ったボールが飛んできて、右眼に当たった。

（２）農　業

　総合実習の授業で、梨園にて、脚立を使用し藤蔓の撤去作業を行っていた際、脚立上でバラ

ンスを崩し、落下し転倒した。この際、右手で持っていた刈り込みばさみの刃が、本生徒の右

上腕部に刺さり、貫通した。

26障-22８ 高２年・男 視力・眼球運動障害

26障-22９ 高２年・男 歯牙障害

26障-2３0 高２年・男 精神・神経障害

26障-2３１ 高３年・男 外貌・露出部分の醜状障害

26障-2３2 高３年・女 外貌・露出部分の醜状障害

26障-2３３ 高通１年・男 胸腹部臓器障害

26障-2３４ 高定２年・男 歯牙障害

26障-2３５ 高３年・男 視力・眼球運動障害

26障-2３6 高３年・男 手指切断・機能障害
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（３）工　業

　授業中に課題研究の丸ノコ盤で合板の切断作業中、切断した合板を持ち上げたところ、つか

み損ねて落下しそうになったため、拾い上げようとして右手薬指を回転中のノコに接触させて

しまった。

（４）総合的な学習の時間

　総合的な学習の時間に、川で野外活動をしていたところ、岩から滑り落ち、前歯を岩にぶつ

けた。

（５）その他の教科

　シャーリングマシンを使って作業をしたときに、機械から異音が発生したので、機械を停止

して歯車を覆うカバーを取り外して原因を探求したが見つからず、この作業をやめ、他の作業

を優先させようとした。担当教諭が「触らぬよう」注意をし、マシンから離れたところ、本生

徒は関心を持ち、ほぼ停止状態になっていた歯車を点検しようとした。歯車はゆっくり回転し

ており、このとき、左第２、３、４指が巻き込まれてしまった。

　授業で、粉加工のクッキー作りの実習をしていた際、クッキーの生地を搾り出す成型機の使

用中に、生地を上から押さえたところ右手を誤ってローラーに挟んでしまった。

〔Ⅱ〕特別活動（除学校行事）
（１）学級（ホームルーム）活動

　ホームルームのときに大縄跳びで床に座り出番を待っていた際、隣に座っていた生徒に寄り

かかりながら傾き、仰向けの状態に倒れた。担任が確認したところ、頭は打っておらず、意識

もあり言葉もはっきりしゃべっていたが、頭痛がし、左手足に力が入らない状態であった。保

健室へ運び、経過を観察していたが、容態が回復しなかったため、病院へ搬送した。

〔Ⅲ〕学校行事
（１）その他儀式的行事

　卒業式の準備で体育館のギャラリーでビデオカメラの配線をした際、ギャラリーに上り下り

する梯子の穴から落下し、腰椎と胸椎を圧迫骨折した。

26障-2３７ 高３年・男 手指切断・機能障害

26障-2３８ 高３年・男 歯牙障害

26障-2３９ 高３年・男 手指切断・機能障害

26障-2４0 高３年・女 外貌・露出部分の醜状障害

26障-2４１ 高３年・男 精神・神経障害

26障-2４2 高２年・女 せき柱障害
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（２）運動会・体育祭
❶ドッジボール

　ドッジボールのキャッチボールの練習をしていて、ボールを取り損ねて左手の小指にボール

が当たり、小指を痛めてしまった。

❷その他

　体育祭予行の綱取りの競技中、綱を取ろうとしゃがんだところ、前で綱を持ってしゃがんで

いた他の生徒が、綱を引っぱりながら勢いよく立ち上がったため、その生徒の肩が本生徒の口

のところに当たり、本生徒は前の歯の痛みを訴えた。

　運動会でのチアリーディング演技中、バランスを崩したが二回転して降りられると判断して

飛び出し、下でキャッチしたメンバーと頭部同士で衝突した。

（３）競技大会・球技大会
❶サッカー・フットサル

　校庭で球技大会に参加していたとき、相手チームからボールを奪おうと近づいた際、相手チー

ムが蹴ったボールが至近距離で左眼を直撃してしまい負傷した。

（４）その他健康安全・体育的行事

　避難訓練の際に、４階に設置してある救助袋から中庭に降りたところ、着地時に左下腿に衝

撃を受けた。（下腿が勢いよく地面についた可能性が高い。）

（５）その他集団宿泊的行事

　体験学習旅行のキャンプファイヤーで花火を行っていた際に、打ち上げ花火の１本が点火後

に本生徒のいる方へ飛んで行き、花火が左眼に当たった。

❶スキー

　スキー実習中に、リフト乗車中、プラットホームより先の約20m付近（地上高さ約５m位）

より転落し、左肘骨折及び左手首骨折した。

❷その他

　海外研修中に、ホームステイ宅内に入ろうとしたところ、扉の横にいたホストファミリーの

26障-2４３ 高１年・男 手指切断・機能障害

26障-2４４ 高３年・男 歯牙障害

26障-2４５ 高３年・女 外貌・露出部分の醜状障害

26障-2４6 高２年・女 視力・眼球運動障害

26障-2４７ 高２年・男 下肢切断・機能障害

26障-2４８ 高１年・女 視力・眼球運動障害

26障-2４９ 高１年・女 外貌・露出部分の醜状障害

26障-2５0 高３年・女 精神・神経障害
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飼い犬に、突然、左手と左足太ももを咬まれ、負傷した。

〔Ⅳ〕課外指導
（１）体育的部活動
❶水　泳

　水泳部の全体練習が終わり、自主練習をしていた際にプールへ飛び込んだ後、浮上してこな

かった。他の部員が異変に気付き、本生徒をプールサイドに引き上げ、心臓マッサージを行っ

た。その後、救急車で病院へ搬送され、治療を受けた。

❷体操（その他）

　体操部の活動中、跳躍板を使用し、前方２回宙返りを行った際、回りきれずに頭部から落下

してしまった。動けない状態だったため、救急車で病院へ搬送され、治療を受けた。

❸持久走・長距離走

　陸上部の活動で長距離練習のため、走って学校から湖まで往復していたとき、途中の川の堤

防で足がもつれて転倒し、歯が２本折れた。

❹投てき

　運動公園で記録会へ参加中、ハンマー投げの練習をしていて、網にハンマーが引っかかり、

そのハンマーを取ろうとしたときに、バランスを崩して前方に倒れて顔から地面に落ち、前頭

部・右眼の上を打って、落ちたときに左手首を捻った。

❺陸上競技（その他）

　陸上部の試合中、棒高跳びの競技で、踏み切る際に手が棒から外れてしまい、しなっていた

棒が股間に当たった。

❻サッカー・フットサル

　サッカー部の部活動中にシュートを左足で打ち、バランスをくずし転倒した際に左手のつき

方が悪く、けがをした。

　冬休みのサッカー部の部活動中に、ゴールキーパーをしていてシュートを受けたとき強打し、

左小指を骨折した。

　サッカーの練習試合中、相手のシュートが味方に当たった際、ボールを見失い避けることが

できなく右眼を強打した。

26障-2５１ 高２年・男 精神・神経障害

26障-2５2 高１年・男 精神・神経障害

26障-2５３ 高定３年・男 歯牙障害

26障-2５４ 高１年・男 視力・眼球運動障害

26障-2５５ 高２年・男 胸腹部臓器障害

26障-2５6 高１年・男 外貌・露出部分の醜状障害

26障-2５７ 高１年・男 手指切断・機能障害

26障-2５８ 高１年・男 視力・眼球運動障害
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　サッカー部の部活動中に、選手の膝が腹部に当たり、痛みを生じた。その後、夜間に腹部の

痛みが激しくなり、翌日、病院を受診し、緊急手術が必要とされ、胆のう摘出手術を受けた。

　キーパーの練習をしていたところ、他の選手の足が口に強く当たった。

　サッカー部夏季合宿の練習試合中に、蹴ったボールが相手校の生徒に当たり、跳ね返って本

生徒の左眼に当たった。

　サッカー部の部活動中にミニゲームをしていたところ、相手チームの選手２人に挟まれる形

で接触した際、股間に膝が当たった。

　サッカー部の練習終了後着替えている際に、本生徒がチームメイトとふざけていたところ、

突然相手が激怒し、本生徒の顔面を膝で蹴った。その勢いで本生徒が倒れ、怒りがおさまらな

かった相手は、本生徒の頭部を持って、数回地面に打ちつけた。

　サッカー部の遠征試合中、同じチームの生徒がクリアしたボールが、１mの至近距離から本

生徒の右眼に直撃し受傷し、右眼が見えないと訴えた。

　サッカー部の試合中、相手選手と接触により頭部、顔面を強打し脳震盪をおこした。

　部活動終了後、翌日の準備のため、サッカー部員とともにサッカーゴールを運搬していたと

ころ、サッカーゴールを乗せる台座の上で、本生徒の左手中指と薬指がサッカーゴールと台座

の間に挟まれ、中指が切断された。

　試合形式の練習中、バランスを崩し転倒し、右手及び左足を負傷した。

　サッカー大会で、ゴールキーパーをしていた本生徒がスライディングキャッチを試みボール

に飛び込んだ際、顔面でボールを捕球し胸に抱え込んだところ、足を振り上げていた相手のキッ

クが、そのまま顔面に入ってしまった。

　日曜日のサッカー部の練習試合で、空中のボールを競り合った際に他の生徒の頭が本生徒の

前歯に当たり、前歯が２本折れた。

❼テニス（含ソフトテニス）

　硬式テニス部の部活動中、テニスコートの後方で球拾いをしていたところ、コートの反対側

26障-2５９ 高１年・男 胸腹部臓器障害

26障-260 高１年・男 歯牙障害

26障-26１ 高１年・男 視力・眼球運動障害

26障-262 高１年・男 胸腹部臓器障害

26障-26３ 高１年・男 歯牙障害

26障-26４ 高２年・男 視力・眼球運動障害

26障-26５ 高２年・男 精神・神経障害

26障-266 高２年・男 手指切断・機能障害

26障-26７ 高２年・男 精神・神経障害

26障-26８ 中後２年・男 精神・神経障害

26障-26９ 高３年・男 歯牙障害

26障-2７0 高１年・男 視力・眼球運動障害
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から他の生徒が打ったボールがワンバウンドで左眼に当たり、眼が全く見えなくなった。

　テニス部の部活動中、試合形式の練習をしていた。自分の試合中に眼鏡がずれたので、直そ

うとしたときに、相手からの返球が左眼に直撃した。

　テニス部の部活動中で、準備体操やアップを終え、ボレー練習をしていた。特に持病や既往

歴もなく、それまでの練習中では、特に体調不良もなかったのだが、ボレーを打っている最中

に、急に本生徒が「ちょっと待って。」と言って前方に倒れてしまった。他の生徒が近寄り声

をかけるが、反応もなく、仰向けにするも意識がない状態であった。近くにいた教諭が異変に

気付き、すぐに心肺蘇生を行い、病院へ搬送した。その後、病院で治療を受けた。

❽ソフトボール

　ソフトボールの練習中、フライを捕る練習をしていたら、高く上がったボールを見失い、顔

面にボールが直撃した。鼻血と右眼部を負傷した。

　ソフトボール部の部活動中に、グラウンドでバッティングマシーンでのバント練習をしてい

たところ、時速80km/hの投球が右眼と鼻に直撃してしまった。

　試合中、本塁上にて、ボールを捕球するために前屈みにしゃがみこむ姿勢の本生徒の左側に

走者がぶつかり、上に圧し掛かる様な状態になった。その後30分間試合を継続したが、試合終

了後に倒れ意識が遠のくのとめまい、吐気を訴えた。すぐに救急車で病院へ搬送され、治療を受けた。

❾野球（含軟式）

　野球部の練習試合で、外野の守備をしていた際に、大きなフライを捕ろうとして全力で追い

かけていたところ、自分がフェンスに近づいていることに気付かずに激突し、フェンスの縁の

金属部分に、顔面を強打した。

　野球部の打撃練習中、打者の打球がイレギュラーバウンドし、本生徒の歯に当たり、上前歯

２本を破折した。

　野球部の試合中に顔にボールが当たり、左眼を眼底骨折した。

　試合中にデッドボールが口にあたり、下唇が切れ、上の前歯が３本折れた。

　野球部の練習中、グラウンドでバッティング練習をしていたところ、ボールが右眼に当たり、

打撲・骨折・出血した。

26障-2７１ 高２年・男 視力・眼球運動障害

26障-2７2 高２年・女 胸腹部臓器障害

26障-2７３ 高１年・女 視力・眼球運動障害

26障-2７４ 高２年・女 視力・眼球運動障害

26障-2７５ 高３年・女 精神・神経障害

26障-2７6 高１年・男 歯牙障害

26障-2７７ 高１年・男 歯牙障害

26障-2７８ 高１年・男 視力・眼球運動障害

26障-2７９ 高１年・男 歯牙障害

26障-2８0 高１年・男 視力・眼球運動障害
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　野球部の練習中、バッティングピッチャーをしていたところ、ピッチャー返しのような打球

が飛び、顔面にボールが当たった。

　野球部のバッティングマシーンを使用したバッティング練習の際、本生徒は機械にボールを

詰める役割をしていて、打者の打ったボールがネットの隙間から本生徒の左眼に当たり、負傷

した。

　野球部の打撃練習中、ゲージ横で順番待ちをしていたところ、ゲージ内のファールボールが

ネットとネットの隙間から飛び出し、本生徒の顔面に当たった。

　２人１組でティーバッティングの練習中、トスしたボールが外側へずれ、打者が体勢を崩し

ながら打ったボールが本生徒の左眼に当たった。

　硬式野球部の部活動でキャッチボールをしていた際、捕球を誤りボールが左眼に当たった。

　野球部の試合の準備のため、グラウンド周りにネットを張るために、ハンマーを使って杭を

打っていたところ、誤って指を打ってしまった。

　野球部の部活動中、インターバルランニングをしていて、急に前のめりに倒れ意識を失くし

た。すぐにAEDを使用し、心肺蘇生を行った。その後、救急車で病院へ搬送され、治療を受

けた。

　野球部の練習試合中、ショートで守備についていた際、相手方選手の打ったボールがイレギュ

ラーし、本生徒の顔面に当たった。

　野球場にてピッチング練習を行っていた際、キャッチャーを行っていた本生徒からピッ

チャーへサインがうまく伝わらなかったため、ボールをキャッチできず、股間にぶつかり左精

巣が破裂した。

　打撃練習時に遊撃の守備についていた本生徒が、２塁ベース付近への打球を処理して１塁に

送球しようとした際に、次打者の打ったハーフライナーが頭部をめがけて飛んできて、打球が

左眼球を直撃し、その場に倒れた。

　硬式野球部のバッティング練習中に本生徒がバッターにボールをトスしていたところ、打球

が右頬のあたりに当たり、負傷した。

26障-2８１ 高１年・男 視力・眼球運動障害

26障-2８2 高１年・男 視力・眼球運動障害

26障-2８３ 高１年・男 視力・眼球運動障害

26障-2８４ 高１年・男 視力・眼球運動障害

26障-2８５ 高１年・男 視力・眼球運動障害

26障-2８6 高１年・男 手指切断・機能障害

26障-2８７ 高１年・男 胸腹部臓器障害

26障-2８８ 高１年・男 歯牙障害

26障-2８９ 高１年・男 胸腹部臓器障害

26障-2９0 高１年・男 視力・眼球運動障害

26障-2９１ 高１年・男 視力・眼球運動障害
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　野球部の練習中、ノックマシーンの操作を行った際、誤って左手人指し指をローターベルト

に巻き込まれ負傷した。

　野球部の練習中、グラウンドでバッティング練習をしていたとき、打球が天蓋ネットに当た

り、その落ちてきたボールが左眼下部に当たった。

　野球部の部活動中に、運動場でバッティング練習をしていたとき、３mほど横隣で同様に打

撃練習をしていた部員の手から離れたバットが本生徒の方に飛んできて、顔面に当たり、歯欠

損及び顔面を負傷した。

　軟式野球部の練習試合中、サードの守備に入っていた際、飛んできたゴロがイレギュラーバ

ウンドしたのを取り損ねてボールが歯に当たった。

　部活動中、バント練習をしようとしていて、マシーンが調整途中であるにもかかわらず、調

整が完全であると思って、マシーンからの球発射をマネージャーに指示した際、マシーンから

出てきた球が左眼球を直撃し負傷した。

　顧問教師指導のもとバッティングマシンを使用して練習を実施していた際、本生徒が次の

ボールを入れるために打者の方から目を離していたとき、打者のボールが防護ネットをすり抜

けてきて、ヘルメットをつけていなかった本生徒の左耳下に当たり、倒れて意識不明となった。

　野球部で他校との練習試合中、サードの守備で相手バッターが打った打球が口に直撃して下

の歯茎が切れて出血し、上の歯が３本折れた。上下の前歯に激しい傷みが出る。

　硬式野球部の練習で、２人１組でティーバッティング中に、相手がボールを打ち損じて、打

球が顔面に当たった。

　試合中、対戦校の打球を追いかけフェンスぎりぎりまで走って行き、そのままフェンスと壁

の境目のあたりに顔面を強打し、その場に倒れたまま動けなくなった。

　野球部の練習試合中に、本生徒がセカンドの守備をしていた際、イレギュラーバウンドした

ボールが口元に当たった。

　軟式野球部の練習中、ベースランニングで三塁からホームベースへキャッチャーを避けるス

ライディングをしていた際、うまく回りこめずキャッチャーをしていた他の生徒の左足に滑り

26障-2９2 高１年・男 手指切断・機能障害

26障-2９３ 高１年・女 視力・眼球運動障害

26障-2９４ 高２年・男 歯牙障害

26障-2９５ 高２年・男 歯牙障害

26障-2９6 高２年・男 視力・眼球運動障害

26障-2９７ 高２年・男 精神・神経障害

26障-2９８ 高２年・男 歯牙障害

26障-2９９ 高２年・男 視力・眼球運動障害

26障-３00 高２年・男 歯牙障害

26障-３0１ 高２年・男 歯牙障害

26障-３02 高２年・男 胸腹部臓器障害
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込んだ形になり、他の生徒は尻餅をついた。これに腹をたてた他の生徒が、立ち上がって本生

徒の右腰を左足で軽く蹴ろうとしたところ、本生徒は他の生徒の左足を右手で持ったので、他

の生徒が腹を立て、同じ左足で本生徒の股間を蹴り上げた。

　野球部の練習試合でバッターボックスに立っているときに、投手の投げたボールがデット

ボールとなり、口元に当たり、下口唇に裂傷を負って出血し、前歯数本を破折、脱臼した。

　野球部の練習後、体育館でバスケットボールの試合を行った際、ボールを取りに行った本生

徒の頭と相手の顎がぶつかった。

　バッティングピッチャーをしていたとき、打者が打ったボールが口に当たり、上下の前歯と

唇を負傷した。

　野球部の試合中、セーフティバントをして、一塁まで駆け抜けた直後、ベンチに戻ろうとし

た瞬間に転倒し意識がなくなり、心肺停止状態になった。

　各ポジションについてシートノックをしていた。本生徒はショートでキャッチャーからの

ボールを捕球し１塁に送球した後、２塁後方を回ってポジションに戻っていたときに、次のプ

レーが始まっており送球されたボールが２塁ベース上を高くはずれ、本生徒の左耳に当たった。

　野球部の部活動中、打者の打撃練習で投手をしていたところ、打球が１バウンドし、口に当

たり、前歯の上右１左１が脱臼、右下１が破折し、上口唇が裂傷した。

　野球部のミーティングに参加後、ストレッチなどのウォーミングアップし、学校周辺をラン

ニングしていたところ、校門から約480mの路上で倒れ込んだ。うしろを走っていた生徒が気

付き、顧問に連絡し、顧問が駆けつけたときには、意識がもうろうとしていたため、心臓マッ

サージを開始し、救急車を要請した。

　練習試合中にキャッチャーをしていて、ピッチャーの投げたボールが左精巣に当たってし

まった。

　軟式野球部の練習中、打席に立っていた際、頭部にデッドボールを受け転倒し、意識はあっ

たが立ち上がれなかったため、救急車で病院に搬送した。

　野球部のマネージャーとして練習に参加し、バッティング練習中、バッティングマシンの球

入れをしていた際、安全ネットの隙間から打球が飛び込み、何かに当たって跳ね返ったボール

26障-３0３ 高２年・男 歯牙障害

26障-３0４ 高２年・男 精神・神経障害

26障-３0５ 高２年・男 歯牙障害

26障-３06 高２年・男 胸腹部臓器障害

26障-３0７ 高２年・男 聴力障害

26障-３0８ 高２年・男 歯牙障害

26障-３0９ 高２年・男 胸腹部臓器障害

26障-３１0 高２年・男 胸腹部臓器障害

26障-３１１ 高専２年・男 精神・神経障害

26障-３１2 高２年・女 視力・眼球運動障害
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が右眼の下あたりに当たった。

　野球部のマネージャーとして練習に参加していた際、１塁側左後方でボール集めをしていた

ところ、ショートの生徒が捕球したボールが本塁側へ大きく外れ、本生徒の左顔面に当たった。

　練習試合前のシートノック時、センターにノックしていた際に、セカンドを守っていた本生

徒がノックの打球に気付かず振り向いたときに、口の左側に打球がぶつかった。

　野球部の試合中、キャッチャー守備中にピッチャーのショートバウンドの投球を止めようと

した際に、ボールが股間を強打し、外傷を負った。

　野球部の練習試合中、相手バッターの打ったボールが３塁で守っていた本生徒の手前でイレ

ギュラーバウンドし、打球が顔（口のあたり）に当たった。

　野球部の部活動中、１塁を守っていた本生徒は、遊撃手からの送球がないと思ってうしろを

向いていた際に、遊撃手が送球をしたボールが、振り返った本生徒の左眼に当たり、負傷した。

　バッティングピッチャーをしていた際、打球がネットの土台に当たってはねかえり、本生徒

の口に当たり、前歯を破折した。

　野球大会中、ピッチャーをしていた際、打球が直接股間に当たり、負傷した。

❿ハンドボール

　ハンドボール部の部活動中、フットワークの練習中に腰に違和感を感じ、その後振り返った

際、同時に急に両下肢に力が入らなくなり、倒れた。その後、病院を受診し、治療を受けた。

　練習試合中に相手ディフェンスの足に乗ってしまった際、右足を強く捻った。

⓫バレーボール

　部活動中、体育館でバレーボールのネットを支柱に巻き付けているとき、突然ロープが切れ、

その反動でロープが歯に当たり前歯を損傷した。

　バレーボールの練習中、パス、ダッシュ、スパイクの練習を30分程度行い、ひと休みしてか

らラリーの練習が始まった。10分もたたないうちに、本生徒は突然コートから出て、四つんば

いになって座り込み、頭痛と吐き気を訴えた。すぐに救急車で病院へ搬送し、治療を受けた。

26障-３１３ 高２年・女 視力・眼球運動障害

26障-３１４ 高３年・男 歯牙障害

26障-３１５ 高３年・男 胸腹部臓器障害

26障-３１6 高３年・男 歯牙障害

26障-３１７ 高３年・男 視力・眼球運動障害

26障-３１８ 高３年・男 歯牙障害

26障-３１９ 高専３年・男 胸腹部臓器障害

26障-３20 高２年・男 精神・神経障害

26障-３2１ 高２年・女 下肢切断・機能障害

26障-３22 高１年・男 歯牙障害

26障-３2３ 高１年・女 精神・神経障害
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　バレーボール部でレシーブ練習をしていたところ、フライングレシーブに失敗し、床に歯を

打って負傷した。

　バレーボール部の練習中にマシーンにてブロックの練習をしていたところ、ボールが右手の

小指に当たり受傷した。

⓬バスケットボール

　バスケットボール部の試合中、相手ボールをカットしようとして、右手小指にボールを強く

当て、脱臼し変形した。

　ゲーム練習中、相手選手と接触し転倒した際、顔面を床に強打し、前歯を負傷した。

　攻防の練習をしていたところ、ボールをとろうと前に出たとき、ディフェンスの生徒の頭部

が顔面に強く当たり、歯が脱臼し、唇にもけがをした。

　バスケットボール部の試合の休憩時間にシュート練習をしていた際、他校選手の打った

シュートが外れ、当たりそうになったため、とっさに避けようとしたところ足をすべらせ転倒

し、下顎を強打し、前歯も負傷した。

　バスケットボール部の練習試合中、走っていた際に味方選手と衝突し、その生徒の後頭部で

口部を打ち、上の前歯２本を負傷した。

　部活動中の試合で、相手がドリブルシュートをしたとき、ボールをカットしようと思い、相

手の前に立ってジャンプをし、着地したときに、相手の肘が自分の歯に当たり負傷した。

　部活動中、ハーフコートで練習試合をしていて、飛んできたボールをジャンプして捕ろうと

した際、前にいたチームメイトも同じくボールを捕ろうとジャンプしたため、そのチームメイ

トの後頭部が本生徒の顔面に当たり、右眼の周囲を強打してしまった。

⓭ラグビー

　グラウンドで10人制のラグビーの試合をしていた際、本生徒がマイボールのスクラムから右

サイドをついたとき、相手が手をかけたが、本生徒は前進した。相手は後方より左肩を生徒の

左腰部やや上にあて、両手でつかみ、後方より本生徒を倒した。うしろから押された形になり、

そのまま前に倒れ、左こめかみあたりを地面にぶつけた。

26障-３2４ 高１年・女 歯牙障害

26障-３2５ 高専５年・男 手指切断・機能障害

26障-３26 高１年・男 手指切断・機能障害

26障-３2７ 高１年・女 歯牙障害

26障-３2８ 高１年・女 歯牙障害

26障-３2９ 高１年・女 歯牙障害

26障-３３0 高２年・男 歯牙障害

26障-３３１ 高２年・男 歯牙障害

26障-３３2 高２年・女 視力・眼球運動障害

26障-３３３ 高１年・男 視力・眼球運動障害
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　ラグビー部の練習中、ボールを持っていたチームメイトの肘が左眼の下に当たった。

　ラグビー部の練習中、本生徒がボールを持って立っている所を相手プレーヤーに背後から抱
きかかえられ、そこに別のプレーヤーが加わり、１対２の形でボールの争奪となった後、相手
のプレーヤーが背後から乗りかかる形となり、胸椎を骨折した。

　ラグビー部の午前練習終了後の休憩時間中に、他の部員たちと野球をしていたところ、バッ
ターとして金属バットを振っていた部員のバットが手から離れ、バッターの右うしろに座って
いた本生徒の左眼を直撃し、その場にうずくまり、眼を開けることができない状況になった。

　ラグビー部で学校敷地の外周をランニング中、３周（約3.6km）走ったところで、意識がも
うろうとなり、北門のところで前のめりに倒れた。すぐに救急車で病院へ搬送し、治療を受けた。

⓮卓　球

　外でトレーニングをするために、昇降口から走って出ようとしたとき、はめ込み式ガラスが
開いているものと勘違いし、助走をつけて突進し、右下腿に割れたガラスが刺さった。

⓯バドミントン

　バドミントン部の活動中、スマッシュ練習の球出しをするため、ネットを挟んでシャトルを
投げていたときに、スマッシュ練習をしていた生徒の打ったシャトルが、本生徒の右眼に当た
り負傷した。

⓰ホッケー

　グラウンドホッケーの試合中、ディフェンスをしていて相手に抜かれたのでボールをとりに
行ったところ、相手が振ったスティックが口に当たって前歯が折れた。

　グラウンドホッケー部の練習中、パスされたボールをスティックで止めようとしたところ、
スティックに当たったボールが跳ね返り、歯に当たり、前歯が３本破折した。

⓱球技（その他）

　アメリカンフットボールの試合中、ボールを持って走っているところを相手選手に左側面か
らタックルされ、転倒した際に左膝関節を痛めた。

⓲柔　道

　柔道の練習で足を払われ、受け身を取れずに転倒したり、膝を打ったりすることが数回あり、
両膝を痛めた。

26障-３３４ 高２年・男 視力・眼球運動障害

26障-３３５ 高２年・男 せき柱障害

26障-３３6 高２年・男 外貌・露出部分の醜状障害

26障-３３７ 高２年・男 胸腹部臓器障害

26障-３３８ 高１年・男 下肢切断・機能障害

26障-３３９ 高１年・女 視力・眼球運動障害

26障-３４0 高２年・男 歯牙障害

26障-３４１ 高２年・男 歯牙障害

26障-３４2 高１年・男 精神・神経障害

26障-３４３ 高３年・男 下肢切断・機能障害
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　練習試合中、相手選手から大外刈りの技を受け、こらえようとしたところ、体重がかかり、

左膝を負傷した。

⓳剣　道

　剣道部の合宿最終日に海水浴に行き、常設の飛び込みで台の上で足が滑ったため飛び込む姿

勢が傾き、側面の下の方の金具接合部に右足親指が挟まり負傷し、さらに支柱で腰を打撲した。

⓴ボクシング

　放課後、ボクシングの練習を開始し、マスボクシングを行っていた際、相手の左ストレート

が右頭部に当たり足元がふらついたため、顧問がストップをかけその場に腰をおろさせる。10

秒ぐらいで本人が立ち上がったので様子を見るためリングをおろさせ顧問指導となる。本生徒

の話を聞いた後、本生徒は、全身のけいれんと硬直が始まり、意識が遠のいていった。すぐに

救急車で病院へ搬送し、治療を受けた。

�武道等（その他）

　テコンドーの試合中に、対戦相手の蹴りが２回股間に当たり、試合後痛みが治まらなかった

ため、病院へ搬送し、その夜、手術となった。

（２）文化的部活動

　インターアクトクラブの一環として、ボランティア活動に参加していた際、身体障害者会館

の入り口にあったコンクリートのブロックを２人で動かし角に寄せ降ろしたとき、本生徒の右

手小指がブロックと壁の間に挟まってしまった。

　天文部の活動として物理室で文化祭の片付けをしているときに、部員同士で言い合いとなり、

相手生徒がアルミパイプを投げ、本生徒の右眼に当たり、受傷した。

　吹奏楽マーチングバンド部の部室で打ち合わせで顧問の話を聞いているときに、ストーブの

前に20分ほど立っていて、両足脛を火傷した。

（３）その他

　夏季休業に入った日、学級担任からの連絡で、欠点解消指導の書類を受け取るために登校し

ていた。学級担任の職員会議が終わるのを待っている間、３階の教室の窓から転落した。本生

徒は加療通院していた生徒であった。

26障-３４４ 高３年・男 下肢切断・機能障害

26障-３４５ 高２年・男 足指切断・機能障害

26障-３４6 高２年・男 精神・神経障害

26障-３４７ 高３年・男 胸腹部臓器障害

26障-３４８ 高１年・女 手指切断・機能障害

26障-３４９ 高２年・男 視力・眼球運動障害

26障-３５0 高２年・女 外貌・露出部分の醜状障害

26障-３５１ 高１年・女 精神・神経障害
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〔Ⅴ〕休憩時間
（１）休憩時間中

　検定試験受験後、部活動の服装に着替え教室で待機中、友人が南側窓下の庇に落とした黒板

消しを拾おうとして、誤って４階から転落した。

　授業終了後、部活動で使うラジカセと延長コードをしまうため、１人でバトン部の部室へ行っ

た際、部室の扉（鉄製・片開き戸）が閉まらないように、左手と左足で扉を押さえながら右手

で荷物を置いた。出て行こうとして左足をずらした瞬間、扉が閉まったため、扉の蝶番側に左

手中指を挟んでしまい、左手中指の先端部が挫滅した。

（２）昼食時休憩時間中

　昼休みに、教室に行くまでの階段でつまずいてしまい、顔面が床に当たり、前歯が３本折れた。

（３）始業前の特定時間中

　教室で生徒間でもみ合いになった際、相手の手が当たり右眼に負傷した。

（４）授業終了後の特定時間中

　部活動前の時間に、他の生徒をおんぶして遊んでいるときに、右足がひっかかり、おんぶし

たまま転倒し、顔面から倒れ、前歯を４本折った。また、右こめかみと唇に擦過傷を負った。

　放課後、部活動の準備をしていた際、同じ部活動の部員と言い争いになり、背後より持ち上

げられ本生徒が前方に倒れ、床で顔面を打ち、前歯と唇を負傷した。

　体育祭の応援団の練習を講堂にて行った。太鼓でリズムを取っていたとき、太鼓の打者が振

り抜いたバチが本生徒の口元に当たり、前歯上２本、下１本が折れてしまい、負傷する（医療

機関にてレントゲン撮影後、上顎３本、下顎２本破折していたことが判明する。）。

　放課後、部活動へ行こうと体育館横の通路を歩いていた際、通路で野球部が素振り練習をし

ていて、その振り切ったバットが前頭部に当たった。

　体育大会予行終了後、全校生徒及び教職員がグラウンドから教室へ移動している中、昇降口

前でふざけていた男子生徒３人が転倒し、本生徒に勢いよくぶつかり、本生徒も転倒し、左腕

26障-３５2 高１年・女 精神・神経障害

26障-３５３ 高２年・女 手指切断・機能障害

26障-３５４ 高１年・男 歯牙障害

26障-３５５ 高１年・男 外貌・露出部分の醜状障害

26障-３５6 高１年・男 歯牙障害

26障-３５７ 高１年・男 歯牙障害

26障-３５８ 高２年・女 歯牙障害

26障-３５９ 高３年・女 外貌・露出部分の醜状障害

26障-３60 高３年・女 精神・神経障害
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を強打し激痛を訴えた。

〔Ⅵ〕通学中
（１）登校（登園）中
❶徒　歩

　下り坂の車道左側を自転車で登校中、歩行者が横切ろうとしたのを避けきれず接触し、転倒

して、左顔面の擦り傷と打撲、右手の擦り傷と捻挫、上前歯１本を脱臼、３本を欠損した。う

ち１本は、救急隊員が歯を見つけてくれて、救急病院で再植してもらった。

❷自転車

　自転車で登校中、優先道路を通行中に信号のない交差点で一旦停止を無視し近回りをしよう

とした相手方自転車が急に現れ、避けきれず、衝突し右頬を切り左膝をすりむいた。

　自転車で登校中、信号のない横断歩道を渡っている際、一旦停止していた車が発進してきて、

本生徒の横に当たり、自転車と相手のバンパーの間に足が挟まった。その後、救急車で病院へ

搬送され、治療を受けた。

　自転車で登校中、よそ見をして顔面を電柱に強打し、前歯を脱臼し、大量の鼻出血した。

　自転車での登校中、下り坂を走行中、雨が降っていて路面が濡れていたため、ハンドルをきっ

た際にタイヤが横に滑ってしまい、転倒し、顔から地面に着き、全身を強打した。顔と胸部の

打撲傷、顔・下肢・上肢の擦過傷などを負い、右上の中切歯が折れ、右上側切歯と左上中切歯

が抜けてしまった。

　自転車で坂を下っていて、スピードのある状態でカーブに入ったとき、前夜の雨で地面が濡

れていて、ハンドルを取られてタイヤが滑って転倒した。そのとき右手首を捻り、顔をぶつけ

て口が切れた。

　自転車での登校中、めまいがしてハンドル操作ができなくなり、側溝にタイヤが落ちた。そ

の際、側溝の横にあったブロックに顔が当たった。

（２）下校（降園）中
❶徒　歩

　友人と話しながら徒歩で下校中、滑って左側に倒れ、左腕や左足を負傷する。

26障-３6１ 高２年・男 歯牙障害

26障-３62 高１年・女 外貌・露出部分の醜状障害

26障-３6３ 高１年・女 精神・神経障害

26障-３6４ 高２年・男 歯牙障害

26障-３6５ 高２年・男 歯牙障害

26障-３66 高２年・男 歯牙障害

26障-３6７ 高定２年・男 外貌・露出部分の醜状障害

26障-３6８ 高３年・女 外貌・露出部分の醜状障害
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❷自転車

　雨の中、自転車で下校中、道路の段差で滑って転倒し顎部付近を強打した。

　下校中、坂道を走行していたとき、段差に乗り上げた弾みで前かごに入れてあった荷物が落

ちそうになったので、落ちないように片手で荷物を押さえようとし、バランスを崩し転倒した。

　坂を走行中、カーブを曲がりきれず電柱に激突し、頭部、左眼、顎部を強打した。

　自転車で下校中、道路の端に、歩行者用の白線がひかれており、そのすぐ内側に側溝の蓋が

続いていた。本生徒は、車の往来が危険なため、白線の内側通行していた。側溝の蓋が途切れ

ているのに気が付きブレーキをかけたが間に合わず、側溝に落ちてしまった。

　自転車で下校中、路沿いから車が出てきそうだったので、よけようとハンドルを切ったとこ

ろ、タイヤが滑って転倒し顎を負傷した。

　春季休業中の学校での部活動を終えて、自転車で下校中に、カゴに入っていた物が落ちそう

になり気を取られ、前方に停車していた車に気が付かず、ぶつかってしまい、口、歯を負傷した。

（３）通学（通園）に準ずるとき
❶自転車

　試合後、自転車で帰宅途中、下り坂で道路と歩道の境目で自転車の前輪がひっかかり転倒し

て、顔面から突っ込み顔と頭を打ちその際、前歯を２本負傷した。

26障-３6９ 高１年・男 歯牙障害

26障-３７0 高１年・女 外貌・露出部分の醜状障害

26障-３７１ 高２年・男 視力・眼球運動障害

26障-３７2 高２年・男 歯牙障害

26障-３７３ 高２年・男 外貌・露出部分の醜状障害

26障-３７４ 高２年・女 歯牙障害

26障-３７５ 高１年・男 歯牙障害
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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

　体育の授業中、時間走をしていたところ、右足側面の痛みを訴えた。

❷その他

　体育の授業中、嘔吐があり教室内で休んでいた。全身に震えを認め発熱してきたため、毛布

で本生徒を包んだ。手足が冷えていたため、担任がドライヤーで毛布内に温風を送り込み、し

ばらくして左脚をみたところ、左の下腿部に水泡があり、前面が赤く腫れていた。

（２）自立活動

　授業中、介助者に抱きかかえられてエアートランポリンで活動していたところ、介助者ととも

にバランスを崩し、足部周辺から「ポキッ」という音がした直後、本生徒が激しく泣き始めた。

　日常生活の指導の時間に、教諭が洗顔の準備でポットで沸かしたお湯を洗面器に入れ、本生

徒の車いすの机上に置いた。教諭が目を離した際に本生徒が洗面器を手で倒したため、お湯が

机を伝って両大腿にかかった。

〔Ⅱ〕特別活動（除学校行事）
（１）学級（ホームルーム）活動

　帰りの着替え中、同じクラスの生徒が本生徒の顔を手で叩いた。

〔Ⅲ〕学校行事
（１）その他集団宿泊的行事

　宿泊学習中、就寝時間帯中の早朝に目が覚め、衝動的に施設駐車場のバス付近に近づき、転

倒し、下顎部を強打した。

　宿泊学習で生活訓練室で少し離れた教室へ荷物を取りに向かった途中の廊下で、発作をおこ

し、顔面から床に倒れこみ、その際、口腔部を床に打撲し、前歯数本を強打・欠損した。

26障-３７6 養中３年・女 下肢切断・機能障害

26障-３７７ 養高２年・女 外貌・露出部分の醜状障害

26障-３７８ 養中３年・男 下肢切断・機能障害

26障-３７９ 養高１年・女 外貌・露出部分の醜状障害

26障-３８0 養高２年・男 歯牙障害

26障-３８１ 養中１年・男 歯牙障害

26障-３８2 養高３年・女 歯牙障害
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〔Ⅳ〕休憩時間
（１）休憩時間中

　運動場での朝のランニング終了後、３階まで上がり、教室前のトイレに入ろうとした際、足

ふきマットにつまずき転倒し、顔面をトイレのコンクリート部分に強打したため上口唇を負傷

し、上の前歯２本が抜け落ちた。

（２）始業前の特定時間中

　担任が排泄を確認したところ、排便があり広範囲に便が付着していたため、学校の浴室で下

半身を洗浄するために本児童を浴槽の中に長座位で入れ、お湯を出した。担任は適温と思い、

着替えを取りに行くためその場を一旦離れたが、実際は高温になっており、本児童を浴槽から

上げたところ下半身後面の発赤と水疱に気付いた。

　朝の会が始まる前、読んでいた本を本棚に戻しに行く際の移動中につまずき、正面にあった

本棚の扉にぶつかり、口部より出血、歯牙が脱落した。

〔Ⅴ〕寄宿舎にあるとき

　寄宿舎の廊下を勢いよく走り、曲がりきれず、寄宿舎から生活訓練棟へのドアのガラスに手

をついて、ガラスを突き破ってしまった。その際、左手親指の下に大きなガラスの破片が刺さ

り、大量に出血してしまった。

　寄宿舎での入浴中、気分が悪くなったため、浴室から出ようとした途端、転倒し、近くにあっ

た洗面台に顔面をぶつけ、顎や前歯を負傷した。転倒の際、床で両膝もぶつけた。

26障-３８３ 養高３年・男 歯牙障害

26障-３８４ 養小６年・男 外貌・露出部分の醜状障害

26障-３８５ 養高２年・女 歯牙障害

26障-３８6 養中３年・男 手指切断・機能障害

26障-３８７ 養高１年・男 歯牙障害
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５　幼稚園・保育所における障害の事例

〔Ⅰ〕保育中
❶ジャングルジム

　遊戯場のジャングルジムの１段目（45cm）から転落した。左側頭部から落ち、その直後お

う吐し、５分ほどして視線が合わず呼びかけにも反応がなかったため、救急車で病院へ搬送し、

治療を受けた。

❷雲てい

　雲ていで遊んでいるとき、手が滑って落ちてしまい、右側頭部を地面にぶつけた。

❸鉄棒

　鉄棒で遊んでいた際、手が滑って、下に置いていた高さ調節の踏み台用の小さい丸太に額が

ぶつかり切れた。

　室内での鉄棒練習時、前に並んでいた男児とトラブルがあり、顔をひっかかれた。

❹その他

　保育者が昼食準備のため、調乳室より、鍋に入ったスープを運んでいるとき、近付いてきた

子を避けようとして転倒し、スープがこぼれ、本児にスープがかかり熱傷した。

　昼食時、保育士が給食の準備をしている際に、熱いうどんの入ったお鍋を置き、保育士が目

を離した際に本児が左手をお鍋に入れてしまい、大泣きする。

　保育室で遊んでいたところ、同じクラスの１歳児が持っていたおもちゃが欲しくて、黙って

おもちゃを取り上げたときに、おもちゃをもっていた他児が本児の左頬をひっかいた。

　保育室で自由遊びをしていた際、一緒に遊んでいた他児に右頬を突然ひっかかれた。

　保育所内で走っていて水槽手前で転び、勢いよく水槽にぶつかり、衝撃で水槽が割れ、右頬、

右こめかみを裂傷した。

　お迎えに行った際、園敷地内の駐輪場で本児を自転車に乗せようとした直前に、転倒し自転

車に突っ込むように倒れ、鼻を３cmほど切った。

26障-３８８ 幼３歳・男 精神・神経障害

26障-３８９ 保４歳・男 聴力障害

26障-３９0 保４歳・女 外貌・露出部分の醜状障害

26障-３９１ 保４歳・女 外貌・露出部分の醜状障害

26障-３９2 保１歳・男 外貌・露出部分の醜状障害

26障-３９３ 保１歳・男 外貌・露出部分の醜状障害

26障-３９４ 保１歳・女 外貌・露出部分の醜状障害

26障-３９５ 保２歳・男 外貌・露出部分の醜状障害

26障-３９6 保２歳・男 外貌・露出部分の醜状障害

26障-３９７ 保２歳・男 外貌・露出部分の醜状障害
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　保育室で絵カルタ遊びをしていたところ、本児の右頬に縦５cm程のひっかき傷ができていた。

　保育中、トイレの便器から下り、パンツやズボンをあげる前に走り出し、そのまま柱で前額

部を打ち、切れた。

　砂場で遊んでいるときに、他児に右頬を爪でひっかかれた。

　遊戯室で自由に体を動かす活動中、体育器具庫側横から思いきり直線で走ってきた本児と、

ステージ側から走り出た友人とがぶつかり、左前額部を挫創した。

　保育中、保育室で自分の持ち物の片付けをし、自分のロッカーに戻るため、駆け出した際に

自分の足につまずき、ロッカーの角に額をぶつけ、額の中央４cmを裂傷した。

　プールに入る前、トイレに向かっていて、前方をよく確認せずに走って行き、トイレ入り口

の壁にぶつかり、額を打った。

　降園後の園庭開放で親子で遊んでいるとき、他児の爪が顔に当たり右頬にひっかき傷ができた。

　遠足に行った際、カピバラが本児に近ずき、追いかけてきたときに転んでしまい、カピバラ

に腕と足と腹を噛みつかれ、出血した。

　廊下で突然うしろから他の男児に押され、壁にぶつかり左肘を強打、転倒し、その後床で再

び同じ左肘を強打した。

　廊下を走っていて、人を避けた際、ボール掛けにぶつかり、左眼瞼を裂傷した。

　教室に戻る際、サッシにつまずいて、転びその先にあった別のサッシにおでこをぶつけ、切っ

て大量出血した。

　通常保育終了後の保育中に、本児がロッカーの引き出しを開けようとしたところ、ロッカー

の上に置いてあった電気ケトルが転倒し、お湯が本児にかかった。

26障-３９８ 保２歳・男 外貌・露出部分の醜状障害

26障-３９９ 保２歳・女 外貌・露出部分の醜状障害

26障-４00 保３歳・男 外貌・露出部分の醜状障害

26障-４0１ 幼３歳・女 外貌・露出部分の醜状障害

26障-４02 保４歳・男 外貌・露出部分の醜状障害

26障-４0３ 保４歳・男 外貌・露出部分の醜状障害

26障-４0４ 幼４歳・女 外貌・露出部分の醜状障害

26障-４0５ 幼４歳・女 外貌・露出部分の醜状障害

26障-４06 保５歳・男 外貌・露出部分の醜状障害

26障-４0７ 幼５歳・男 外貌・露出部分の醜状障害

26障-４0８ 幼５歳・女 外貌・露出部分の醜状障害

26障-４0９ 幼５歳・女 外貌・露出部分の醜状障害
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