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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28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・
幼連・
保育所等

総計小 中 高

各
　
教
　
科
　
等

体育（保健体育）

水泳 2 1 3
跳箱運動 1 1 1 3
マット運動 3 1 4
短距離走 1 1 2
持久走・長距離走 1 3 4
障害走 1 1 2
走り高跳び 1 1
走り幅跳び 1 1
サッカー・フットサル 3 2 5
ソフトボール 5 5
野球（含軟式） 1 1
バレーボール 2 2
バスケットボール 2 2 4 8
ラグビー 1 1
バドミントン 1 1
球技（その他） 2 1 3
柔道 2 2
準備・整理運動 1 1
体操（組体操） 4 4
その他 6 3 9

小　　　　　計 20 16 26 0 0 0 0 62
図画工作（美術） 1 1 2
家庭（技術・家庭） 1 3 4
総合的な学習の時間 2 2
自立活動 1 1
その他の教科 4 2 2 1 1 10

各教科　　計 28 22 28 0 2 1 0 81
保育中 19 19

（
除
学
校
行
事
）

特
別
活
動

学級（ホームルーム）活動 1 2 1 4
給食指導 1 1
日常の清掃 4 1 5
その他 1 1
児童（生徒・学生）会活動 1 1 2
体育的クラブ活動 ソフトボール 1 1

バドミントン 1 1
特別活動　　計 8 6 0 0 1 0 0 15

学
校
行
事

その他儀式的行事 1 1
文化的行事 2 1 3

運動会・体育祭
予行練習 1 1
体操（組体操） 1 1
短距離走 1 1
サッカー・フットサル 1 1

競技大会・球技大会 サッカー・フットサル 1 1
バスケットボール 1 1 2

その他健康安全・体育的行事 1 2 3
遠足 2 1 3
修学旅行 1 1 2
その他集団宿泊的行事 2 1 1 4
その他 2 2

学校行事　　計 5 7 11 0 1 1 0 25

課
外
指
導

体育的部活動

体操 1 1
短距離走 1 1
持久走・長距離走 3 3
陸上競技（その他） 1 3 4
サッカー・フットサル 8 11 19
テニス（含ソフトテニス） 2 2 4
ソフトボール 2 3 5
野球（含軟式） 12 45 57
ハンドボール 2 2
バレーボール 4 6 10
バスケットボール 6 9 15
ラグビー 1 4 5
卓球 1 1 2
バドミントン 8 8
柔道 4 4 8
剣道 2 2
空手 2 2
弓道 1 1
ボクシング 2 2
レスリング 1 1
自転車競技 1 1
その他 1 1 2

小　　　　　計 2 41 112 0 0 0 0 155
文化的部活動 1 1
その他 1 1

課外指導　　計 2 41 114 0 0 0 0 157
休
憩
時
間

休憩時間中 24 2 26
昼食時休憩時間中 17 6 4 27
始業前の特定時間中 2 1 3 6
授業終了後の特定時間中 4 4 1 9

休憩時間　　計 47 13 8 0 0 0 0 68
寄宿舎にあるとき 3 1 4

通
学
中

登校（登園）中 1 2 7 10
下校（降園）中 1 5 6
通学（通園）に準ずるとき 3 3

通学中　　計 2 10 7 0 0 0 0 19
総　　　　　計 92 99 171 0 4 3 19 388

※幼連：幼保連携型認定こども園の略
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表－5　障害別の発生件数

小学校 中学校 高等学校・
高等専門学校

特別支援学校 幼稚園・幼連・
保育所等 総計

小 中 高
歯牙障害 19 16 43 1 1 80
視力・眼球運動障害 16 28 48 92
手指切断・機能障害 5 3 17 1 26
上肢切断・機能障害 3 4 4 1 1 13
足指切断・機能障害 1 1
下肢切断・機能障害 1 2 1 1 5
精神・神経障害 7 17 19 1 1 45
胸腹部臓器障害 1 5 14 20
外貌・露出部分の醜状障害 37 15 18 1 17 88
聴力障害 2 3 3 8
せき柱障害 1 4 4 9
そしゃく機能障害 1 1

総　　　計 92 99 171 0 4 3 19 388

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・幼連・
保育所等 総計

小 中 高
男 55 70 144 1 8 278
女 37 29 27 4 2 11 110

総　　　計 92 99 171 0 4 3 19 388

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

28障 - 1 小２年・男 歯牙障害

　体育の時間、プールサイドの見学席で座っていたところ、隣で見学していた児童が、突然走

りだし本児童にぶつかった。そのはずみで顔面をプールサイドの地面に打ちつけた。
28障 - 2 小３年・女 聴力障害

　体育の授業中、準備運動を終えプールで各自がそれぞれに課題に向かって練習に入った。本

児童も教師の補助のもと、頭を水につけて、バタ足の練習をくり返した。翌朝、耳の痛みを訴

えた。

❷跳箱運動
28障 - 3 小６年・女 下肢切断・機能障害

　体育の授業中、跳び箱の頭ハネ跳びという技をしていた際、着地時に右足関節を捻り負傷し

た。

❸短距離走
28障 - 4 小６年・女 外貌・露出部分の醜状障害

　体育の授業で、運動会の練習中グラウンドで走った際、右足を捻挫した。保健室で固定・冷

却の処置をした。冷却用具が直接肌に触れていたため負傷した。
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❹走り高跳び
28障 - 5 小５年・男 外貌・露出部分の醜状障害

　体育の授業中、体育館で高跳びをしていたところ、走って跳んできた他の児童が支柱を倒

し、その支柱が左ほおに当たった。

❺野球（含軟式）
28障 - 6 小６年・男 歯牙障害

　授業中、野球をしていた。本児童は３塁側で応援をしていた。バッターがヒットを打ち手元

が滑りバットが飛び、前歯に当たった。

❻バスケットボール
28障 - 7 小４年・男 歯牙障害

　体育の授業中、バスケットボールの試合をしていたところ、相手チームの児童がボールを取

ろうとした際、うしろから本児童がジャンプをしてボールを取ろうとしたとき、友人の頭と本

児童の下顎がぶつかり、下前歯２本が欠けた。
28障 - 8 小５年・女 視力・眼球運動障害

　５時限の体育の授業中、体育館でバスケットのドリブル練習をしていた。反対方向からドリ

ブルをしてきた他の児童の頭が顔面に当たり負傷した。

❼球技（その他）
28障 - 9 小３年・女 歯牙障害

　体育の時間、体育館でボールゲームをしていて他の児童とぶつかり、床に口唇部をぶつけた。
28障 - 10 小４年・女 視力・眼球運動障害

　体育の時間、ボール運動中、バスケットボールを使いボールの受け渡しの練習をしていたと

ころ、別方向から飛んできたボールが、右顔面ほお部に当たった。

❽体操（組体操）
28障 - 11 小５年・男 精神・神経障害

　体育館で体育の授業中、３人組の技（前回り）で失敗し、床に頭をぶつけ、さらにその他の

部位も打撲した。
28障 - 12 小６年・男 外貌・露出部分の醜状障害

　3 時限の体育の授業で、体育館で運動会の組体操の練習をしていた。 ３段タワーを完成さ

せた後、教師が付いて順次降ろしていた。１番上の児童がしゃがみ、２段目の段を降ろしてい

たときにバランスが崩れ、タワーが倒れた。２段目にいた本児童は、他の児童の頭で右額を強

打し、７～８センチほど打ち切った。
28障 - 13 小６年・女 せき柱障害

　組体操の３人技の一つである「飛行機」をしていて、下の前方にいた本児童が立ち上がろう

としたときに、バランスを崩し上に乗っていた児童が本児童の首から腰にかけて落ちてきた。

そのはずみで息ができなくなり腰も痛くなった。その場で治まるまで少し休み、落ち着いてき
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たので歩いて保健室に来た。
28障 - 14 小６年・女 上肢切断・機能障害

　運動場で５・６年生合同で運動会に向けた組体操の練習で、３段タワーをしていた。女子が

タワーを作り始め、合図でまず１番下の６人が輪になり立ち上がった。次の合図で２段目の３

人が立ち上がった。最後に３段目の本児童が立ち上がった。その際、２段目がバランスを崩し

てうしろに傾いた。その後、２段目が崩れを持ち直そうと立ち上がろうとしたため、重心が前

に傾いた。そのため、本児童が右前方に落下し右腕を負傷した。

❾その他
28障 - 15 小３年・男 視力・眼球運動障害

　体育の時間に体育館で体つくり運動のサーキットをしていたときだった。本児童は跳び箱８

段からターザンロープを使ってセーフティマットへ着地するコーナーで運動をしていた。ちょ

うどマットにしゃがみ込むような状態で着地したところ、左膝が左眼に当たって負傷した。
28障 - 16 小６年・女 歯牙障害

　学級で皆と一緒に学習できない状態になり、その後、保健室登校をしていた。当日保健室に

登校していた本児童が保健室を出たとき、学級の他の児童たちが、体育の運動会練習のため、

体育館から運動場へ移動してきたのを見て、パニック状態になり、それを避けるように校舎の

２階へ上がり、教室にある自分の椅
い

子
す

を廊下に出して、発作的に窓から飛び降りたと思われ

る。（目撃者もいなく、本児童も覚えていない。）その際、地面で顔面や全身を強く打った。
28障 - 17 小１年・男 視力・眼球運動障害

　体育の遊具の使い方の学習で、一人ずつ雲ていにぶら下がって実習していて、次の段に手を

進めようとした際、片手で体を支えきれず、体を振るようにして落下し、地面で左ほお辺りを

打ち負傷した。
28障 - 18 小２年・女 外貌・露出部分の醜状障害

　体育の時間、校庭で鬼遊びをしていた。本児童は鬼役で、追いかけていた他の児童に接近し

たところ他の児童がうしろを振り返り衝突した。他の児童の口（前歯）と、本児童の左ほほが

接触し、挫創した。
28障 - 19 小２年・女 外貌・露出部分の醜状障害

　体育の授業中、体育館で鬼ごっこをしていて他の児童と衝突し、歯が本児童の下顎部に当た

り、切傷を負った。
28障 - 20 小６年・女 外貌・露出部分の醜状障害

　６時限、体育館での体育の時間、体ならし運動で鬼ごっこをしている最中、友人とぶつかり

転んだ。顎から床に落ち、顎部分を切り出血した。

（２）図画工作（美術）
28障 - 21 小１年・男 視力・眼球運動障害

　授業中、絵を描いているとき担任が教室を離れたため、席を離れ教室の後方で友人に話しか
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けたりふざけていて、友人が鉛筆を投げて本児童の右眼まぶたに当たりけがをした。

　

（３）家庭（技術・家庭）
28障 - 22 小５年・男 外貌・露出部分の醜状障害

　家庭科の調理実習で温野菜サラダを作っていた。じゃがいもをゆでこぼすときに、鍋の取っ

手が熱くて鍋を放してしまい、熱湯が右大腿部にこぼれ火傷した。

（４）総合的な学習の時間
❶ポートボール

28障 - 23 小２年・女 外貌・露出部分の醜状障害

　授業中、校庭でフリスビーを使ったポートボールをしていた。ボールを取りに追いかけて拾

おうとしたところ、友人にうしろから押されスパイダーネットのロープに激突。右ほほを摩擦

熱による火傷状態となった。

❷その他
28障 - 24 小６年・女 外貌・露出部分の醜状障害

　総合学習のまとめを開催するために準備をしていた。本児童は、自分の担当準備が終わった

ため染め物コーナーを見に行った。そこでは他の児童２人がカセットコンロで鍋を火にかけタ

マネギの皮を煮出し布を染める準備をしていた。本児童は貫頭衣（木綿製）を着用していた。

鍋を見ようと近づいたとき、貫頭衣の裾に燃え移り走り回った。火が下に着ていたジャンパー

に燃え広がり、20 ｍほど離れた所にある手洗い場まで走った。その間校舎内にいた教師と養

護教諭が気付いてホースで水を浴びせ火を消し、全身を冷やしたが熱傷となった。

（５）その他の教科
28障 - 25 小１年・女 外貌・露出部分の醜状障害

　生活科の授業で、学校の周りの植物の冬の様子を見に行った。桜の木に登った本児童が、木

の幹が横に張り出しているのを見て渡り、戻りかけたときに足を踏み外し、地面に落下した。

そのときに左腕を骨折した。
28障 - 26 小６年・男 視力・眼球運動障害

　鼓笛引継ぎ式のための最終練習を体育館で行っていた。本児童は、フラッグ（長さ 160cm、

上下ゴムラバー、ジュラルミン製）の担当であった。終了して、片付けるときに他の児童のフ

ラッグが右眼に当たった。
28障 - 27 小６年・女 外貌・露出部分の醜状障害

　木琴の練習中に、持病の発作を起こし転倒。額を柱の角に打ち付け損傷した。
28障 - 28 小１年・男 視力・眼球運動障害

　プリントを各自が着席して取り組んでいた。本児童は、自分の席で鉛筆を振っていて、その

鉛筆のうしろが右眼に当たった。
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〔Ⅱ〕特別活動（除学校行事）
（１）学級（ホームルーム）活動
❶サッカー・フットサル

28障 - 29 小５年・男 視力・眼球運動障害

　運動場で学級レクリエーションのサッカーをしていた。 サッカーのゲーム中、本児童がボー

ルを蹴ったところ、友人に当たり、ディフェンスされ、そのボールが右眼に当たり負傷した。

（２）日常の清掃
28障 - 30 小１年・男 精神・神経障害

　廊下で数人の友人とけんかになり、背中を叩かれたり、肩を押しつけられたりした。下校後、

そのため首の痛みが出て、数日後に病院に行ったことを後日、保護者が担任に伝えた。
28障 - 31 小２年・女 精神・神経障害

　清掃時間中に雑巾による床ぶきを行っていた。移動してあった机の近くを拭いた際、机が倒

れ、左手の人差し指と中指が床と机の天板の側面との間に挟まれ、負傷した。
28障 - 32 小５年・男 手指切断・機能障害

　男子トイレを清掃中、本児童がほうきを取るために掃除用具置き場に入り、ドアを開けて右

手でドアを押さえていた。他の児童が掃除用具置き場のドアが開いていて床を拭きにくかった

ことからドアを閉めようとした。本児童と他の児童とで４・５回ドアの押し合いになり床拭き

の児童が強くドアを閉めた際、本児童は右手人差し指をドアに挟み指先を負傷した。
28障 - 33 小５年・女 歯牙障害

　音楽室の清掃中、教室に戻ろうと思って走り出そうとした瞬間につまずき、転倒して顔面を

床に打ちつけて前歯が折れた。

（３）児童（生徒・学生）会活動
28障 - 34 小５年・男 歯牙障害

　異学年交流行事で中庭で鬼ごっこをして遊んでいた。逃げようとして振り向いた瞬間、体育

館周りのバルコニーの土台部分に顔を打ちつけて負傷した。

（４）体育的クラブ活動
❶ソフトボール

28障 - 35 小４年・男 歯牙障害

　校庭でソフトボールクラブが試合をしていたとき、先頭バッターがバッターボックス付近で

スイングしたところ、バットが守備につこうとした本児童の口元に強打し、負傷した。
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❷バドミントン
28障 - 36 小４年・男 歯牙障害

　本児童は体育館でバドミントンクラブの活動を行っていた。その際複数のシャトルを使って

練習しており、落ちたシャトルを本児童が拾おうとした瞬間に、本児童の右側に並んでいた他

の児童が別のシャトルでサーブをし、振られたラケットの縁が本児童の口に強く当たった。

〔Ⅲ〕学校行事
（１）球技大会
❶バスケットボール

28障 - 37 小５年・男 外貌・露出部分の醜状障害

　バスケットボール交流終了後、帰校しようと体育館を出たところ、側溝の鉄板のふたの角で

股を切った。

（２）遠足
28障 - 38 小３年・男 歯牙障害

　遠足で、昼食後、友人と鬼ごっこをしていた。本児童は逃げようと振り返った際、鉄棒に顎

を強打し、下の歯２本が完全脱臼、右下唇裂
れっ

傷
しょう

をした。
28障 - 39 小３年・男 精神・神経障害

　特別支援学級の校外学習で港へ電車で出かけた。湖岸で船を見たり、お弁当を食べたりして

過ごし学校に戻り帰宅した。帰宅後、天気は良かったが風が冷たく体が冷えたためか声がかれ

ていた。その夜に激しい咳が出たため夜間救急で病院を受診した。

（３）その他集団宿泊的行事
28障 - 40 小６年・男 外貌・露出部分の醜状障害

　臨海学舎において、海から戻り入浴していた。湯の出るカランをひねり、洗面器に湯を注ぎ、

洗い場にいる他の児童に渡そうとしたが湯が必要なかったため、その洗面器を返したところ、

非常に高温の湯が本児童にかかった。

❶登山
28障 - 41 小５年・男 精神・神経障害

　夏季学園で登山をしていた。下山中に本児童の両足にけいれんが起こった。下山中７～８回

のけいれんが断続的に起こり、翌日にもけいれんが発生した。自宅帰宅後も断続的にけいれん

が続き、病院を受診した。病院から帰宅後、夜に再度激しいけいれんが発生し、救急車で運ば

れた。
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〔Ⅳ〕課外指導
（１）体育的部活動
❶跳箱運動

28障 - 42 小５年・女 上肢切断・機能障害

　体育館で体操部の部活動中、跳び箱で台上倒立前転跳びの練習を行っていた際、跳び箱に手

を着いたときバランスを崩し、左手からマットに落ちてしまい、左上腕を負傷した。

❷陸上競技（その他）
28障 - 43 小４年・男 歯牙障害

　本児童は、陸上競技部の練習の後、セーフティーマットを他の児童数名とともに体育館の中

へ運び入れようとしていた。入口の幅が狭いため、マットを斜めに傾けながら他の児童ととも

に、下から支えるように運んでいた。体育館入口に入る際、段差につまずき、本児童と他の児

童が転んでしまった。転んでうつぶせになった状態から起き上がろうとした瞬間、マットが本

児童の上に覆い被さるように倒れてきたため、床に歯を打ちつけた。

〔Ⅴ〕休憩時間
（１）休憩時間中

28障 - 44 小１年・男 胸腹部臓器障害

　校庭で担任とともにクラス全体で鬼ごっこをして遊んでいた。本児童が他の児童１人ととも

に、移動式のバスケットゴールの中に入り込んでいるのを担任が見つけ注意しようと近づい

た。捕まえられると勘違いした本児童がゴールの中をくぐって出ようとした際に足部分の鉄柱

につまずき転倒し鉄柱で左脇腹を打撲し負傷した。
28障 - 45 小１年・男 外貌・露出部分の醜状障害

　休み時間に運動場でぶらんこに乗って遊んでいた。ぶらんこから降りて隣のぶらんこの前を

横切ろうとしたところ、隣で乗っていた他の児童のぶらんこの椅
い

子
す

の部分が本児童の顎に当た

り負傷した。
28障 - 46 小１年・女 外貌・露出部分の醜状障害

　休憩時間終了間際、運動場に設置されている、雲ていの部分を歩いていたところ、両足とも

が間に滑り落ちてそのまま体も抜け落ちたが、頭部が挟まりぶら下がった状態になった。近く

に支柱があったため、それに手をのばし頭部を引き抜いて自力で下へ降りたが、頭部を無理に

引き抜いたため額全面が大きく開くほどの傷ができた。
28障 - 47 小２年・男 外貌・露出部分の醜状障害

　大休憩の時間に脱靴場で走っている友人を止めようとして、腕をつかまれ前のめりになり、

額を打った。
28障 - 48 小２年・男 外貌・露出部分の醜状障害

　一時限終了後の休憩時間中に教室内で男子児童４人が「たたかいごっこ」の遊びをしていた。
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手を振り回している本児童を見て、遊び仲間とは別の男子児童一人がうしろから本児童の両腕

をかかえて止めようとした。その腕を振り払おうとして、もがいているうちに足が滑り、前に

つんのめり、配膳台におおいかぶさるように倒れ、うしろの壁の給食袋用のフックが、左眼の

まぶたに刺さり負傷した。
28障 - 49 小２年・男 聴力障害

　休憩時間が終わる音楽が鳴ったため走って教室に戻ろうとしたとき、右横方向から走ってき

た１年児童と激しくぶつかり転倒した。その際、右耳及び右側頭部を相手児童の顔面で強打し、

転倒したときに地面で同じ箇所（右耳及び右側側頭部付近）を打ちつけた。
28障 - 50 小２年・男 精神・神経障害

　教室の黒板に貼ってあった小さなホワイトボードの文字を消そうと強くこすっていたとこ

ろ、ホワイトボードのプラスチック枠が外れた。そのとき、本児童はボードの鉄板で、右手親

指を切った。
28障 - 51 小２年・女 外貌・露出部分の醜状障害

　休み時間に全員で、講堂で鬼を増やすという遊びをしていた。鬼の本児童ともう１人の鬼の

児童が他児童を前後から同時に挟もうとしたときに勢いついてぶつかってしまった。２人で顔

を打ち、その場に座り込んだ。本児童は、相手のメガネの縁で右のほおを打ち出血した。
28障 - 52 小２年・女 歯牙障害

　縄跳び用縄で、お互いうしろ向きになって引っ張り合いごっこをしているとき、前に転んだ。

そのとき、前歯を床に強打し、歯がグラグラ動いた。
28障 - 53 小３年・女 手指切断・機能障害

　業間休み教室で本児童は級友と遊んでいた。本児童が教卓の端に手を置き、他の児童が本児

童の足を持ち上げたところ、左手に教卓が倒れてきた際、母指が教卓と床の間に挟まり負傷し

た。
28障 - 54 小３年・女 外貌・露出部分の醜状障害

　休み時間に友人と教室で過ごしていた。友人は先生の手伝いをしていて、手に両面テープを

持っていたがその場でくるくる回って踊ったところに、本児童が通りかかり、左上瞼に両面

テープの外枠の部分がぶつかり負傷した。
28障 - 55 小４年・男 外貌・露出部分の醜状障害

　本児童の在籍する特別支援学級で、同じクラスの友人と遊んでいたところ、じゃれあいとな

り、友人の爪が本児童の顔の左眉毛横に当たり、引っかき傷となった。
28障 - 56 小４年・男 視力・眼球運動障害

　休み時間、友人と３人で廊下でものさしや三角定規を使用してちゃんばらのようなことをし

て遊んでいた。１名の児童が投げた三角定規が、かがんでよけた本児童の左眼に当たり、負傷

した。
28障 - 57 小４年・男 視力・眼球運動障害

　サッカーをしていたとき、他の児童がゴールに向かってボールを蹴ったところ、本児童がそ
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れをとめようとしてボールが右眼に当たった。
28障 - 58 小４年・男 歯牙障害

　教室で男子児童３人が遊んでいた。本児童が相手を倒そうと突っ込んでいったが逆に相手に

腕をつかまれ、一周ぐるっとまわったところで相手が手を離し、前のめりに倒れた際に床で顔

を打ち、前歯が脱臼し破折した。
28障 - 59 小５年・男 外貌・露出部分の醜状障害

　本児童が閉まっていたドアを足で開けようとしたところガラスが割れて足をけがした。
28障 - 60 小５年・男 視力・眼球運動障害

　休み時間に教室で、うしろの席に座っていた他の児童が、輪ゴムと鉛筆をパチンコのように

して遊んでいた。本児童が振り返ったときに鉛筆が飛んできて、左眼に芯の部分が当たった。
28障 - 61 小６年・男 歯牙障害

　廊下で友人と追いかけっこをしていて、滑って転んでしまった。そのとき手をつかなかった

ので、顔面をそのまま床にぶつけてしまい歯を傷めた。
28障 - 62 小６年・男 歯牙障害

　担任が給食当番の子どもたちに給食エプロンの袋を配っていたところ、本児童の近くをかす

めた袋にびっくりして、思わずしゃがみ込んだ際、椅
い

子
す

の背の金具の部分に歯を強打し、前歯

が２本抜けた。
28障 - 63 小５年・男 精神・神経障害

　休み時間に教室のストーブの上に座ってその状態で頭を下にしてうずくまった。その際滑っ

て転倒し、床に前頭部、首、背中をぶつけた。
28障 - 64 小６年・男 上肢切断・機能障害

　中休み終了間際に、同じクラスの男子児童同士でちょっかいを出していた。本児童が腕をつ

かんで防ぎ離れようとした際、他の児童に足を出され転倒し、廊下に左手をつきその衝撃で左

腕を負傷した。
28障 - 65 小６年・男 視力・眼球運動障害

　サッカーのゲームをしていた。ドリブルをしながら攻めていたところ、他の児童がクリアし

たボールが１m 位の至近距離で直接右眼に当たり負傷した。
28障 - 66 小６年・男 視力・眼球運動障害

　本児童がからかわれたため、相手にやり返そうとしたところ、相手から腹部を蹴られバラン

スを崩したところを殴られた。そのため、右眼とその周囲を負傷した。
28障 - 67 小６年・女 外貌・露出部分の醜状障害

　休み時間に、女子児童の言葉に気分を悪くした男子児童が、手元にあった友人の筆箱を女子

児童に向かって投げた。その際、筆箱の中から出た鋭利な物が女子児童の右ほお部に当たり裂
れっ

創
そう

し、出血した。
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（２）昼食時休憩時間中
28障 - 68 小１年・男 外貌・露出部分の醜状障害

　給食後、本児童は給食当番で片付けのため給食室に行った。その後、教室に戻ろうと、階段

を急ぎ足で上っていて、階段を踏み外し転び、前額部を段差に打ちつけ、３㎝ほどの切創を

負った。
28障 - 69 小１年・男 外貌・露出部分の醜状障害

　廊下を早歩きしていたところ、壁と壁の間にあるコンクリート製の柱に額をぶつけた。
28障 - 70 小１年・男 外貌・露出部分の醜状障害

　昼休み、運動場で鬼ごっこをして遊んでいたとき、友人を走って追いかけていてつまずいて

転び、右瞼をシーソーの角に打ちつけ切れた。
28障 - 71 小１年・男 外貌・露出部分の醜状障害

　昼休みに、タッチごっこをしていたところ、すべり台に上ったときタッチされ上部から落下

した。
28障 - 72 小１年・女 視力・眼球運動障害

　昼休み、本児童は友人と運動場でかけっこをして遊んでいた。２年生の男子児童数名がふざ

けて小石を投げて遊んでいた。その小石が本児童の左眼に当たって負傷した。
28障 - 73 小１年・女 外貌・露出部分の醜状障害

　昼休み、校庭の側溝のところで、葉っぱを流して遊んでいた。そこへ同級生の男子児童が

走ってきて、突然うしろから本児童を押したため、バランスを崩し転倒した。その際、側溝脇

のコンクリートに額をぶつけて負傷した。
28障 - 74 小１年・女 外貌・露出部分の醜状障害

　昼休み運動場の一本橋を使って鬼ごっこをしていた。そばを走っていてつまずき、転倒し遊

具で前額部をぶつけ負傷した。
28障 - 75 小１年・女 外貌・露出部分の醜状障害

　運動場で友人とこおりおにをして遊んでいた。チャイムが鳴り、走って校舎内に戻ろうとし

ていたところ、同じく走って戻ろうとしていた他の児童と衝突し後方へ転倒した。その際、地

面に後頭部を打ちつけ、負傷した。
28障 - 76 小２年・男 手指切断・機能障害

　昼休み、クラスの友人と虫とり遊びをしていた。友人がＵ字溝のふたを持ち上げ、本児童は

クモを見つけてとろうとしたが、同時にクモがふたを持ち上げた児童の手の方に近づいてきた

ため、手を離した。そのふたが手に落ち指を切断した。
28障 - 77 小３年・男 外貌・露出部分の醜状障害

　給食終了後、クラスの児童に注意されたことから、本児童が相手児童に顔を近づけたところ、

防ごうとした相手児童の手が本児童に触れたことで窓際に走っていき、勢い余って窓に左手を

つき、割れたガラスで左前腕を切った。
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28障 - 78 小３年・女 歯牙障害

　昼休み、家庭科室前の廊下から渡り廊下に向かって歩いていたとき、境目の階段でつまずい

て転倒し、階段で口を強く打って負傷した。
28障 - 79 小３年・女 手指切断・機能障害

　昼休み、グラウンドにある鉄棒で遊んでいた。逆上がりをする補助用具を移動しようと自分

の方へ引き寄せようとしたが、反対側から押した児童の力が強かったため、自分の方へ倒れて

きた。完全に倒れなかったが、補助用具が反対側に戻った際に、その反動で左指が挟まり負傷

した。
28障 - 80 小５年・男 歯牙障害

　昼休み、体育館でドッジボールをして遊んでいた。拾ったボールを投げようとコート中央に

走っている際に、友人の足に引っ掛かり転倒した。その際、ボールを持っていたため手が出

ず、顎を床に強打し、下の歯が上の前歯に当たり、歯が折れた。
28障 - 81 小５年・男 歯牙障害

　昼休み、運動場のシーソーで４人で遊んでいた。１対３で１人を跳ね上げる遊びをしていた。

他の３人で本児童を跳ね上げたときに、本児童の体勢が崩れ前のめりになり、その際、握り棒

で顎と下口唇辺りを打ち下の歯が抜け、下口唇辺りを切った。
28障 - 82 小５年・女 視力・眼球運動障害

　昼休み、体育館で友人と遊んでいて、転がったボールを拾いうしろを振り向いたとき、他の

児童が体育館後方のコートから前方のコートに向かって約５m の距離から蹴ったバスケット

ボールが右顔面に当たった。
28障 - 83 小５年・女 外貌・露出部分の醜状障害

　昼休み、校庭で大縄跳びをしていたとき、跳び終ったところでつまずいて転倒し、右腕を強

打して痛めた。
28障 - 84 小６年・男 外貌・露出部分の醜状障害

　教室の出入り口のドアに体当たりしようと走ったところ、床に散乱していたゴミや牛乳に足

を滑らせ、外れて倒れていたドアのガラス部分に左手から突っ込んだため、ガラスが割れて左

腕を切った。

（３）始業前の特定時間中
28障 - 85 小３年・女 歯牙障害

　朝の会が始まる前の時間に、友人と平行棒の片方に腰をかけて話をしていた。教室に戻ろう

と棒から降りかけた際、手を滑らせ、正面にあったもう１本の平行棒に前歯をぶつけ負傷した。
28障 - 86 小４年・男 視力・眼球運動障害

　登校後、朝遊びの時間に校庭でリレーをして遊んでいたところ、友人とトラブルになり、顔

面を二度蹴られ、踏みつけられた際、左眼を痛めた。
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（４）授業終了後の特定時間中
28障 - 87 小１年・女 外貌・露出部分の醜状障害

　下校しようと昇降口を出たところ、つまずいて転んだ。ちょうど数段の階段があるところに

頭をぶつけ、段の角で額を切った。
28障 - 88 小２年・男 外貌・露出部分の醜状障害

　帰りの会終了後、児童玄関に向かっていたところ、他の児童とぶつかり廊下の壁に顔面から

ぶつかり、ほおの部分を擦った。
28障 - 89 小３年・男 外貌・露出部分の醜状障害

　玄関の出口から走って段差のあるところに飛びおりたところで転んで、右足・膝下を骨折し

た。
28障 - 90 小６年・男 手指切断・機能障害

　放課後に、運動場でバスケットをしていたところ、ボールの取り合いで、バランスを崩して

転倒した際、相手が児童の右手の上に倒れて、右手人指し指を負傷した。

〔Ⅵ〕通学中
（１）登校（登園）中
❶徒歩

28障 - 91 小１年・女 外貌・露出部分の醜状障害

　登校中に教員を見つけ、走って追いつこうとしたら転び、点字ブロックの膨らみの部分に額

を強くぶつけた。

（２）下校（降園）中
❶徒歩

28障 - 92 小４年・女 外貌・露出部分の醜状障害

　下校中、同級生にランドセルを押され転倒し、顔面を負傷した。
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２　中学校における障害の事例

〔I〕各教科等
（１）体育（保健体育）
❶水泳

28障 - 93 中３年・男 外貌・露出部分の醜状障害

　水泳の授業中、25m プールのコースを３本一方通行に泳いでいた。本生徒は潜水で水底の

近くを泳いでいたときに、同級生がふざけて足から飛び込んだ。その足が本生徒の頭部を勢い

よく踏みつけ、顔面を水底に激しく叩きつけられた。前歯１本が抜け、前歯の貫通した下唇と

水底に当たった顎が切れて出血した。

❷跳箱運動
28障 - 94 中３年・男 外貌・露出部分の醜状障害

　４時限体育の時間、跳箱運動で、屈腕前方倒立回転跳び（８段）の練習をしていて、勢いよ

く跳んだ後、着地のときにバランスを崩し、右方に体重がかかり負傷した。

❸マット運動
28障 - 95 中１年・女 精神・神経障害

　体育の授業中にマット運動で倒立前転の練習を補助生徒が付いて行っていたが、倒立から前

転に移行する際、両腕で体を押さえきれずに崩れるように倒れた。そのときに頚部をひねった

状態で崩れ、捻挫した。
28障 - 96 中２年・女 せき柱障害

　体育の授業中に、体育館でマット運動の跳び前転という技を行っていたが、途中でバランス

を崩し腰部の左側をマットに打ちつけ、第１腰椎を圧迫骨折した。
28障 - 97 中３年・男 せき柱障害

　体育のマット運動で倒立前転をした際、体を支えきれず腰をマットに強くぶつけた。

❹持久走・長距離走
28障 - 98 中２年・男 胸腹部臓器障害

　本生徒は、体育の授業で駅伝型の持久走をしていた。本生徒は、アンカーで最後まで走りき

りゴールしたが、その直後、友人と話をしていたところ意識を失い、そのまま校庭に倒れ、心

肺停止状態になった。AED による救命処置を行い、病院に搬送後入院し、ペースメーカーの

植込み手術を行った。

❺障害走
28障 - 99 中２年・男 上肢切断・機能障害

　体育の授業でハードル走の練習中、飛びきれず足が引っ掛かって転倒した。その際右腕や肘

を地面に強打した。
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❻走り幅跳び
28障 - 100 中２年・男 外貌・露出部分の醜状障害

　体育の授業中、走り幅跳びをしようとして助走して踏み切る瞬間に、足を突っ張ってしまい

転倒して負傷した。

❼サッカー・フットサル
28障 - 101 中２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。ボールを追いかけていたところ、同じチームの友人が

先にボールに追いついたので、本生徒は移動しようと振り返った際、友人が蹴ったボールが、

左眼に強く当たり負傷した。
28障 - 102 中２年・男 外貌・露出部分の醜状障害

　体育の授業でサッカーの試合をしていたとき、相手が蹴ったボールが顔に当たって負傷し

た。
28障 - 103 中３年・男 胸腹部臓器障害

　４時限の体育の授業中、校庭でサッカーをしていた。10 分ハーフでの試合中、前半が終わっ

て体育教諭がコートチェンジを指示し、生徒たちがコートの上を移動していたとき、突然、本

生徒が喉元を両手で押さえるようにして倒れた。AED による救命処置を行い、病院に搬送後

入院し、除細動器の植込み手術を行った。

❽バスケットボール
28障 - 104 中３年・男 歯牙障害

　保健体育でバスケットボールのゲームをしていた。ボールを受け取ろうとしたときに、前に

いた生徒がうしろに下がってきて衝突した。その際相手の後頭部が本生徒の前歯にぶつかって

負傷した。
28障 - 105 中３年・男 そしゃく機能障害

　６時限の体育の授業中、バスケットボールで両サイドからシュート練習をしていた。その

際、一方からシュートしようとした相手と、もう一方からシュートしようとした本生徒とが激

しくぶつかり、相手の前額部に本生徒の前歯部が当たり、数本の歯を負傷した。

❾その他
28障 - 106 中２年・女 視力・眼球運動障害

　保健の授業中、男子生徒が別の男子生徒に向かって投げた美術用のへらが、うしろをふり返っ

た本生徒の右眼に当たり負傷した。
28障 - 107 中３年・男 精神・神経障害

　体育の時間に、体育館で新体力テストのシャトルランをしているとき、15 ～ 16 往復を走っ

たところ、突然意識障害を起こした。
28障 - 108 中３年・女 精神・神経障害

　体育の時間、ゲーム形式のダッシュを行った。７m を前向きでダッシュ、バトンタッチを
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して次の人に交代。次に 14m を同じように行った。次に７m のうしろ向きでのダッシュを首

を捻って振り返りながら行った。その後、14m を行おうとしたときに、本生徒が友人に「何

となく手に力が入らない、足が変」と異変を訴えた。教師が気付き、本生徒を体育館の隅に移

動して休ませ、様子を観察していた。その後、授業が終了したので保健室に運んだ。病院に搬

送後、入院点滴加療やリハビリを施行したが後遺症が残った。

（２）図画工作（美術）
28障 - 109 中１年・男 手指切断・機能障害

　美術の授業中に、彫刻刀で作業していたところ、左手中指の付け根を切り、負傷した。

（３）家庭（技術家庭）
28障 - 110 中１年・男 視力・眼球運動障害

　工作物を作成していて、その部品（板）を万力に固定して板からペンチで釘を引き抜く作業

中に、勢い余って、抜いた釘の頭の部分が右眼に強く当たった。
28障 - 111 中２年・男 外貌・露出部分の醜状障害

　技術の授業中、金木工室で銅板のストラップを作成中、他の生徒がやすりをかけた熱い銅板

を本生徒の右ほおに当てた。
28障 - 112 中１年・女 外貌・露出部分の醜状障害

　休憩時間に本生徒と他の生徒の間でトラブルがあった。３時限は家庭科の授業であったが、

始業のチャイムが鳴った後も本生徒の怒りは収まらず、授業に出ずに玄関近くまで歩き、玄関

のガラス扉を右足で蹴りガラスが割れ、右下腿部を損傷した。

（４）その他の教科
28障 - 113 中１年・女 外貌・露出部分の醜状障害

　授業中に、体をうしろに向け友人と問題を解いていた。前を向こうと体を戻した際に、カッ

ターの刃を出して出歩いていた友人と本生徒の顔面が偶然接触してしまい、顔面を切った。
28障 - 114 中３年・女 歯牙障害

　３階で授業を受けていたが、「トイレへ行く」と教科担任に申し出て教室を出た後、校舎の

渡り廊下へ向かった。その後、渡り廊下の側壁を乗り越えて飛び降りたと思われる。

〔Ⅱ〕特別活動（除学校行事）
（１）学級（ホームルーム）活動

28障 - 115 中２年・男 外貌・露出部分の醜状障害

　学活中、本生徒がその場にふさわしくない本を見ていたため、担任が指導した。そのことが

きっかけで、本生徒が抱えていたこれまでの学校生活における指導（不適切な発言、合唱練習

の指導、給食中の指導）に対する不満があらわれ、担任とトラブルになった。指導が継続され
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ていく中で、本生徒の心身の状態が不安定となった。転校後も、心身の状態は不安定なままで

あり、自傷行為を行うようになった。
28障 - 116 中２年・女 外貌・露出部分の醜状障害

　合唱コンクールの練習で、パート毎に練習をしていたとき、教室内にいた他の生徒が誰かに

腰付近をタックルされて教室前部のドアに当たり、引き戸ドアの片側が外れドアごと倒れた。

廊下で練習をしていた本生徒に後方からそのドアが頭部に当たり前向きに倒れ、左手と左膝を

ついたが、支えきれず、顔全体を床面に打ちつけた。外れた戸のガラスで額と鼻の下を切っ

た。

（２）給食指導
28障 - 117 中１年・女 聴力障害

　給食準備の時間、教室内で班で机を合わせて着席し、給食準備が出来るのを待っていた。右

隣の席の生徒が、本生徒の右耳の中に牛乳のストローを奥まで入れ、本生徒は右耳を痛めた。

（３）日常の清掃
28障 - 118 中３年・女 精神・神経障害

　終礼のため、教室に戻ろうとしていた際、清掃時間中に撒いていた水で、友人が本生徒の足

をすくうようにしたため、本生徒はうしろ向きに転倒し体を打ちつけた。

（４）その他学級活動
28障 - 119 中２年・男 精神・神経障害

　学校での出来事による障害

（５）児童（生徒・学生）会活動
28障 - 120 中２年・男 聴力障害

　放課後、全校の学級委員で係の仕事をしていたとき、先輩から耳元で大きな声を出され、そ

の後から耳の痛み、違和感を感じた。

〔Ⅲ〕学校行事
（１）運動会・体育祭

28障 - 121 中２年・男 視力・眼球運動障害

　体育祭の予行練習をしていた際、右眼に友人の足が当たり負傷した。

❶体操（組体操）
28障 - 122 中２年・男 下肢切断・機能障害

　体育会の予行練習中に、運動場で組体操をしていた。二人組の回転という技のときに本生徒

は上で回転するそばで背中合わせで技に入り、着地の際にバランスを崩して転落し、左大腿部
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辺りを負傷した。

❷短距離走
28障 - 123 中３年・女 せき柱障害

　体育祭で３年全員リレーに出場した際、バトンパスのときに転倒し、右肩から強く地面につ

いた。

（２）その他健康安全・体育的行事
28障 - 124 中２年・女 精神・神経障害

　スポーツテストの立ち幅跳びの練習をしているとき、立ち幅跳びをして着地した際、右足首

をひねり負傷した。

（３）遠足
28障 - 125 中３年・男 外貌・露出部分の醜状障害

　雨天のため室内遠足となり、体育館でコロコロドッジボールが行われた。ゲームが始まって

間もなく本生徒が受け取ったボールを投げた後、足が滑り体育館側面の鉄柵に衝突し負傷し

た。

（４）修学旅行
28障 - 126 中３年・男 手指切断・機能障害

　修学旅行初日、周囲の農家を、グループに分けて民泊し、農業体験を行っていた。２人が柿

の木の下にわらを敷く作業をし、２人がわらを裁断する農作業をしていた際、本生徒が詰まっ

たわらを取り除こうとして、わらを裁断する農機具に右手を挟まれ、右手人差し指と中指を切

断、右手薬指の一部の肉を削ぐなどの重症を負った。

（５）その他集団宿泊的行事
28障 - 127 中１年・男 せき柱障害

　体験学習で、ウォールクライミングに参加した。活動の終盤に、ペアになった生徒とのコミュ

ニケーションがうまくとれず、高所から落下した。

〔Ⅳ〕課外指導
（１）体育的部活動
❶サッカー・フットサル

28障 - 128 中１年・男 視力・眼球運動障害

　サッカー部のゲーム練習中に、相手選手が蹴ったボールが、本生徒の右眼に当たり負傷した。
28障 - 129 中１年・男 視力・眼球運動障害

　シュート練習中、スルーパスを受けた本生徒が、ボールを追っていたところ、ゴールキーパー
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の生徒が先にボールに追いつきボールを蹴った。そのボールが本生徒の左眼に当たった。
28障 - 130 中１年・男 視力・眼球運動障害

　サッカー部の練習中に他の生徒が蹴ったサッカーボールが左眼に当たり受傷、救急病院を受

診した。
28障 - 131 中１年・男 聴力障害

　サッカー部の活動中、運動場でミニゲームを行っていた。高く上がったボールをヘディング

しようとしたときに相手チームの生徒と交錯し、相手の頭が本生徒の右耳後部に強く当たっ

た。
28障 - 132 中１年・男 外貌・露出部分の醜状障害

　サッカー部の練習試合中に、キーパーの練習をしていたところ、ボールを止めようとして転

倒し、コンクリートの段差で鼻を強打した。
28障 - 133 中２年・男 視力・眼球運動障害

　サッカー部の練習中に、キーパーが蹴ったボールが至近距離で本生徒の右眼に当たった。
28障 - 134 中２年・男 視力・眼球運動障害

　練習試合後半、本生徒はキーパーとして出場していた。ゴール前でクリアしたボールがすぐ

うしろにいた本生徒の右眼に直接当たった。
28障 - 135 中２年・男 精神・神経障害

　サッカー部の練習中、他の部員が蹴ったボールが左まゆの辺りに当たり、一瞬、気を失った。

その後、痛みは少しあったが、最後まで練習を続けた。帰宅後痛みが強くなったため、病院を

受診した。

❷テニス（含ソフトテニス）
28障 - 136 中２年・女 精神・神経障害

　テニスコートで部活動であるテニスの練習を行っていた。乱打をしている際、右側に低めの

ボールを追い、走ったとき、激しい腰の痛みを感じた。
28障 - 137 中２年・女 外貌・露出部分の醜状障害

　部活動の練習をしていて、集合の際に立ちくらみを起こし、前に倒れた。その際、地面で顎

を打った。

❸ソフトボール
28障 - 138 中１年・女 歯牙障害

　ソフトボール部の練習中、体育館で、挟殺プレーの動きを確認していたところ、投げられた

ボールが直接歯に当たり、下の前歯が２本抜け、１本がぐらぐら揺れた。
28障 - 139 中３年・女 視力・眼球運動障害

　実戦形式のノック（ランナーも実際に走る）を行っていた。顧問教諭が打ったボールをファー

ストの生徒が取り、一塁に送球したところベースカバーに入った本生徒の左眼にボールが当

たった。
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❹野球（含軟式）
28障 - 140 中１年・男 視力・眼球運動障害

　他校の運動場で合同練習をしていた。ノックの練習中に、教諭が打った打球を、本生徒が捕

球しようとしたところ、イレギュラーバウンドし左眼に直撃し負傷した。
28障 - 141 中１年・男 視力・眼球運動障害

　夏季休業中、野球部の練習で他の中学校のグラウンドで練習試合をしていた。打席に入った

本生徒がボールを打ったとき、自打球が本生徒の右眼に直撃した。
28障 - 142 中１年・男 視力・眼球運動障害

　運動場でバッティング練習中、自打球が右眼を直撃し負傷した。
28障 - 143 中１年・男 視力・眼球運動障害

　顧問によるノック練習が行われていた。本生徒はファーストを守っていた。ピッチャーマウ

ンド辺りにフライボールが上がったので、ボールめがけてファーストとサードの生徒２人が

走ってきて、２人の頭部が激突した。
28障 - 144 中１年・男 外貌・露出部分の醜状障害

　練習試合中、ボールボーイをしていたところ、ネクストバッターズサークルで素振りをして

いた選手のバットが顎に当たった。
28障 - 145 中２年・男 視力・眼球運動障害

　部活動中、フリーバッティングの練習をしていた。そのとき、ピッチャーをしていて、打球

が右眼に直撃した。
28障 - 146 中２年・男 視力・眼球運動障害

　野球部活動中にバッティング練習をしていたところ、自打球が右眼に当たった。
28障 - 147 中３年・男 視力・眼球運動障害

　野球部練習中、相手の打ったボールを取ろうとしたときにボールがバウンドして眼に強打し

た。
28障 - 148 中３年・男 視力・眼球運動障害

　野球部の活動中、飛んできたボールが右眼に当たった。
28障 - 149 中３年・男 視力・眼球運動障害

　二人組の投球練習をしており、縦 18 ｍ程、横は 1.5 ～２ｍ弱の距離を保ち、四組が並んで

いた。その際、隣の二人組の生徒がストレートにボールを返して投げるべきところ、斜め方向

に送球し、本生徒の右眼に球が直撃。右眼が白っぽく見え、数十分後にはそれが進行した。
28障 - 150 中３年・男 視力・眼球運動障害

　休日、校外の野球場で野球部の練習試合を行っていた。打者として、本生徒が打席に立ち、

ピッチャーが投げた速球を強振した結果、ファウルチップとなった自打球が右眼を直撃した。

その際、かけていた眼鏡が破損し、その破片で眼球を傷つけた。
28障 - 151 中３年・男 視力・眼球運動障害

　部活でノックを受ける練習中、イレギュラーしたボールが本生徒の右眼に当たり痛めた。
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❺バレーボール
28障 - 152 中１年・男 胸腹部臓器障害

　バレーボール部の活動をしていた。フットワーク練習として前後走をして、本生徒は走るコー

スが左にずれてしまい左側を走っていた他の生徒と衝突し、腹部を痛めた。
28障 - 153 中１年・女 視力・眼球運動障害

　自校の体育館で練習試合をしていた。相手からのボールをレシーブしようとしたところ、同

じようにレシーブしようとした味方の選手とぶつかった。そのときに本生徒の眼と、相手の生

徒のおでこと強くぶつかり、その後、眼の周りが痛くなった。
28障 - 154 中２年・女 歯牙障害

　運動場で、バレーボール部の練習でリレーの走り込みの練習をしていたところ、近くで活動

していた野球部の生徒が素振りをしたバットが口部に当たった。
28障 - 155 中２年・女 精神・神経障害

　他校での練習試合と合同練習後、帰宅翌日に腰痛が発生した。

❻バスケットボール
28障 - 156 中１年・男 視力・眼球運動障害

　雨天のため、三階ピロティで筋トレをしている際、友人とふざけ合いになり、靴を投げられ

本生徒の右眼に当たった。
28障 - 157 中１年・男 歯牙障害

　部活動終了後、廊下で顧問が終礼に来るのを待っている間に、他の部員とふざけ合いをして

いた。相手に手を握られたまま体を投げられ、顔面を強く廊下に打ちつけた。その際計３本の

歯を痛めた。
28障 - 158 中１年・男 上肢切断・機能障害

　練習試合でゲームをしていたとき、相手選手とぶつかって転倒した。そのとき、床に右手を

強くつき、痛めた。
28障 - 159 中１年・女 手指切断・機能障害

　バスケットボール部の部活動中でパスカットをした際、ボールで左薬指を強打し、脱臼骨折

をした。
28障 - 160 中２年・男 視力・眼球運動障害

　他校体育館にて、大会で試合中に相手チームのプレーヤーの肘が本生徒の右眼に当たった。

そのときは我慢できる程度の痛みであったため、そのまま午後まで試合をしていた。痛みはな

くなっていたが翌日頃から視界の変化に気付き、右眼網膜剥離と診断された。
28障 - 161 中３年・女 視力・眼球運動障害

　バスケットボール大会に参加し、他校と対戦した際に相手チーム選手の頭部と本生徒の左眼

部分が強く接触し負傷した。
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❼ラグビー
28障 - 162 中１年・男 精神・神経障害

　部活動中、３対３の練習をしていたところ、相手選手の頭部が本生徒の左眼部に当たった。

❽卓球
28障 - 163 中２年・女 精神・神経障害

　部活動中、４階中央廊下で換気のため、窓開け作業をしていた。窓辺に立った際、庇
ひさし

（幅

95cm）にピンポン球が１個あるのに気付いた。それを取りにいこうと窓枠（床からの高さ

95cm）を越えて庇に出ようとした瞬間、バランスを崩し約 10m 下の駐車場の屋根に転落した。

❾柔道
28障 - 164 中２年・男 足指切断・機能障害

　練習中、相手に投げられた際、右足の親指が畳に引っ掛かり指を痛めた。
28障 - 165 中２年・男 精神・神経障害

　登校後、柔道部の練習開始前に校舎４階廊下を一人で歩いていた。廊下の窓ガラスに鳥がぶ

つかったのに気付き、その鳥の行方を確認するため窓から上半身を乗り出した。このとき、フ

リース製の手袋をつけていたため、手が滑り下の校庭に転落した。
28障 - 166 中２年・男 精神・神経障害

　練習会で、他校の中学生と乱取りの練習中、相手生徒に内股をかけたとき、相手生徒は、お

腹を突き出して技を受けた。そのとき、本生徒の体勢が崩れ、頭から畳に突っ込む形で右側頭

部を打ち、左に体を捻って仰向けになり、首を痛めた。
28障 - 167 中３年・女 上肢切断・機能障害

　柔道の試合中、相手を投げたときに、もつれるような形で倒れた。そのときに右手から畳に

つくような形になった。右肘が完全に変形していることが見て分かったため、すぐに救急車を

呼び対応した。

❿その他
28障 - 168 中２年・女 外貌・露出部分の醜状障害

　放課後、ダンス部の部活練習中に、体育館で側転をしていたところ、踏み切った足が床で滑

り、片手に全体重がかかってしまい、腕に激しい痛みを感じた。

〔Ⅴ〕休憩時間
（１）休憩時間中

28障 - 169 中１年・男 精神・神経障害

　休憩時間中、６限目体育（柔道）のため、生徒たちは武道場に集合していた。本生徒は、体

操服を忘れたので、見学のため壁際に座っていた。他の生徒が入ってきて、「投げ合い」をし

ようと、一方的に声をかけてきた。３回目に投げられた際、左大腿部を床に強く打ち、左大腿

骨顆上骨折となった。
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28障 - 170 中３年・男 上肢切断・機能障害

　友人と会話中にけんかになり、腹部を蹴られそうになったので、両手でガードをした。その

際、足が右手の甲に当たり負傷した。

（２）昼食時休憩時間中
28障 - 171 中１年・男 胸腹部臓器障害

　昼食時休憩時間中に、昇降口を大きく手を振りながら歩いていたところ、かばんを取ろうと

してかがんでいる友人の後頭部に上から手がぶつかってしまった。頭をぶつけられた生徒が本

生徒にお返しをしようと膝で蹴ろうとしたが、本生徒がよけたところ、膝が股間に当たった。
28障 - 172 中１年・女 外貌・露出部分の醜状障害

　本生徒は昼休み、教室後方にある高さ約１ｍ 20ｃｍのロッカーの上にふざけて乗ろうと飛び

上がったとき、他の女子生徒にスカートをめくられて慌て、床に膝から落ち負傷した。
28障 - 173 中２年・男 精神・神経障害

　サッカーをしていて、ボールを追いかけていたら、隣にいた友人と接触し転倒した。
28障 - 174 中２年・女 精神・神経障害

　昼休み、廊下で鬼ごっこをしていた男子生徒に、たまたま教室のドア付近にいた本生徒の右

手をつかまれ、廊下に引っぱり出されようとした。本生徒は、もう一方の左手をサッシ製のド

アに掛け抵抗していたが、引っ張られた勢いで急にドアが閉まり、左手指が柱とドアの間に挟

まって負傷した。
28障 - 175 中３年・男 視力・眼球運動障害

　昼休みに友人とサッカーをしていて、ドリブルしていたボールを、友人の一人が奪おうと足

を出したところ、ボールが本生徒の膝に当たった後、左眼を直撃した。
28障 - 176 中３年・男 歯牙障害

　昼休憩時、本生徒は友人とバスケットボールをしていた。その際、ボールを取ろうと友人と

競ったときに、友人の腕が本生徒の口元に当たり、ぐらついていた歯が取れた。

（３）始業前の特定時間中
28障 - 177 中１年・男 歯牙障害

　朝の学活終了後、空き教室で友人と柔道の技をかけあっていたところ、誤って床に顔面を強

打し、前歯を負傷した。

（４）授業終了後の特定時間中
28障 - 178 中１年・男 胸腹部臓器障害

　野球部の練習終了後、友人とすもうを取っているときに心肺停止を発症し倒れた。AED に

よる救命処置を行い、病院に搬送後入院し、除細動器の植込み手術を行った。
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28障 - 179 中２年・男 歯牙障害

　帰り学活が終わり、廊下に出て友人と追いかけっこをして全力で教室に駆け込んできたとこ

ろ、つまずいて勢いよく転倒した。その際、机の縁に前歯を強くぶつけ出血し、３本の歯を破

折した。
28障 - 180 中３年・男 精神・神経障害

　当日、本生徒は診療のため早退をした。その後、受診を終えて部活動をするために再登校し

た。保護者は、早退することと、受診後に部活動に参加することの連絡を行っていたが担任に

伝わっていなかった。本生徒は、部活動終了後に友人達と体育館前にいるときに、担任が授業

は参加せずに部活動に参加したことについて本生徒を指導した。本生徒はその指導にストレス

を感じ翌日は学校を休んだ。遅れて登校後、担任が本生徒を呼び止め、一対一で話をした。本

生徒は担任との一対一の指導に不安を感じたとして、翌日から４日間学校を休んだ。その後、

登校するようになったが、保護者から、本生徒は頭痛、食欲不振、不眠、意欲低下など症状を

訴え、登校することに強いストレスを感じていると連絡があった。
28障 - 181 中３年・女 下肢切断・機能障害

　大むかでの練習をしていて、うしろに足のひもを引っ張られる形で転倒し、左足をひねって

痛めた。

〔Ⅵ〕通学中
（１）登校（登園）中
❶自転車

28障 - 182 中１年・女 歯牙障害

　登校中、自転車の前かごに荷物を入れていたためふらつき、川に落ち、顔（口元）を強打し

た。
28障 - 183 中１年・女 歯牙障害

　部活動のため、自転車で登校中、学校沿いの坂道を下り終えたところ、スピードが出ていた

ため、道沿いの駐車場に駐車していた自動車をよけきれずに激突し、体が数ｍ飛ばされ、顔か

ら落下し負傷した。

（２）下校（降園）中
❶徒歩

28障 - 184 中１年・男 視力・眼球運動障害

　友人と一緒に下校しているとき、前を歩いていた友人が急に振り返り、その際に持っていた

水筒が入った袋を振り上げたため、ちょうどうしろにいた本生徒の左眼にその袋が当たった。
28障 - 185 中２年・男 歯牙障害

　下校中、他の生徒に「1,000 円出せ。」と言われ、1,000 円を二人に渡した。その後他の生徒
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とけんかをするように約束させられ、先に本生徒が３発殴り、それを合図の様に他の生徒が本

生徒の顔面に蹴りを１発入れた。その際に、上唇を裂
れっ

傷
しょう

し、計４本を歯牙脱臼した。
28障 - 186 中３年・男 歯牙障害

　体育祭の前日準備を終え下校中、一緒に帰っていた友人にふざけて飛びかかろうとしたとこ

ろ、その友人が本生徒の動きをかわし、そのまま転倒して顎から上の前歯にかけて強打し、前

歯が３本欠け、顎を負傷した。

❷自転車
28障 - 187 中１年・男 歯牙障害

　自転車で下校中、下り坂のカーブのところでブレーキをかけたところ、スリップをして転倒

し、顔面（歯の部分）を強打した。
28障 - 188 中３年・男 歯牙障害

　部活動終了後、自転車で下校していた。学校から出て途中道路で、急に自転車の前輪がロッ

ク状態となり、前方に投げ出された。このとき、顔から転倒し前歯を折り、唇も切るなどのけ

がをした。

（３）通学（通園）に準ずるとき
❶自転車

28障 - 189 中１年・男 歯牙障害

　部の大会の帰り道、自転車走行中に、集合場所近くの路上で、前の自転車が止まったので、

避けようとしたが、道幅が足りないことに気付き、急ブレーキをかけたためタイヤがロックし

てしまい、顔面から路上に飛ばされて前歯（上）を４本損傷し、顔面と両腕の擦過傷と打撲を

負った。
28障 - 190 中３年・男 歯牙障害

　自転車で、職場体験先に向かっていた。道路でカーブに差し掛かかり溝を覆っていた鉄板の

上を通った際にタイヤが滑り転倒し、道路横壁に顔面を強く打ち被災した。

❷徒歩
28障 - 191 中３年・男 視力・眼球運動障害

　遠征試合に参加した帰り道で、同じ部の他の生徒とトラブルになり、他の生徒が本生徒の顔

を殴り、右眼窩内壁を骨折した。
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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跳箱運動

28障 - 192 高２年・男 せき柱障害

　器械運動（跳び箱）で開脚跳びをしたときバランスを崩し、台上で前にのめったまま上半身

からマットに落ちた。通常のマットの上に補助ソフトマットを敷いていたが、そこに飛び込み

前転するような姿で着地し、胸部が極端に屈曲した。

❷マット運動
28障 - 193 高１年・男 せき柱障害

　体育の授業中に倒立前転の試験を行っていたところ、倒立しようとした際バランスを崩し、

腕と顔と胸がマット上についた状態で、腰がくの字に曲がったままつぶれた。その際、腰背部

を負傷した。

❸短距離走
28障 - 194 高３年・男 歯牙障害

　体育の時間ランニング後の小休止の際、朝礼台に腰掛け休んでいたところ、気を失い前のめ

りになり顔から地面に落下した。そのとき、前歯を破折し額を地面に打った。

❹持久走・長距離走
28障 - 195 高１年・男 胸腹部臓器障害

　体育の授業中に、体育館内で実施していた８分間走の２回目の途中で突然倒れ、意識を失っ

た。AED による救命処置を行い、病院に搬送後入院し、除細動器の植込み手術を行った。
28障 - 196 高２年・男 胸腹部臓器障害

　体育の授業中に、校内マラソンに向けた練習中に１周 1.1km の周回コース（歩道）を３周

するところ、残り 300m 地点で転倒し心肺停止状態になった。AED による救命処置を行い、

病院に搬送後入院し、除細動器の植込み手術を行った。
28障 - 197 高定３年・男 胸腹部臓器障害

　３時限の体育の授業で、体育館での 10 分間走、準備体操、柔軟体操を終え、グラウンドへ

移動。１周 195 ｍを 14 周走る持久走が行われ、10 周と 50m を走った時点で突然倒れた。手

足のけいれんはなかったが、口から嘔吐物があり、小さく ｢うっ～｣ と声があった。 次第に

呼びかけても反応がなくなり、少しずつ動きがなくなってきて、救急車が到着と同時くらいに

心肺停止になった。AED による救命処置を行い、病院に搬送後入院し、除細動器の植込み手

術を行った。
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❺障害走
28障 - 198 高１年・男 上肢切断・機能障害

　体育の授業中、グラウンドでハードルの練習中に転倒し、左肘を強打し痛めた。

❻サッカー・フットサル
28障 - 199 高１年・男 視力・眼球運動障害

　体育の授業中、サッカーの試合中、相手の蹴ったボールが右眼に当たった。
28障 - 200 高３年・男 胸腹部臓器障害

　体育の授業中、クラスメイト数人と円陣を組み、リフティングをしていたとき、自分のうし

ろに外れたボールを取りにいこうとして、１・２歩進んだあと、意識を失って倒れた。AED

による救命処置を行い、病院に搬送後入院し、除細動器の植込み手術を行った。

❼ソフトボール
28障 - 201 高２年・男 歯牙障害

　体育の授業でソフトボールをしていた。素振りをしていた生徒の背後から近づいたとき、バッ

トが顔面に当たった。
28障 - 202 高２年・男 歯牙障害

　体育の授業でソフトボールの試合中、本生徒のチームが攻撃中だったので、声援を送ってい

た。バッターがフライを打ち、その勢いでバットを投げ捨てたところ、本生徒の口に当たり、

歯が抜けた。
28障 - 203 高３年・男 精神・神経障害

　体育の授業中に、グラウンドでソフトボールの試合をしていたところ、バットの素振りをし

ていた他のプレーヤーに近づき、額にそのバットが当たり負傷した。
28障 - 204 高３年・男 手指切断・機能障害

　体育の授業中にソフトボールをしていたところ、守備位置はショートでダイビングキャッチ

をした際に着地に失敗し右手を負傷した。
28障 - 205 高３年・女 外貌・露出部分の醜状障害

　ソフトボールをしていた際、他のプレーヤーが振ったバットが飛び、本生徒に当たった。

❽バレーボール
28障 - 206 高２年・男 視力・眼球運動障害

　体育の授業中、バレーボールをしていた。本生徒は、バレーボールコート脇の得点板付近で

試合を観戦していたところ、突然、他の生徒より右膝を蹴られ、顔面を数発殴られた。本災害

発生前、体育の授業開始後しばらくたって、ささいなトラブルがあったことが後で分かった。
28障 - 207 高２年・女 手指切断・機能障害

　３時限の体育の授業中で、バレーボールをしていた。２人組でのアタックの練習前に、授業

担当教諭と本生徒が他の生徒にやり方の手本を見せていた。２回バウンドしたボールをとろう

とした際に、左手小指にボールが強く当たり、痛めた。
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❾バスケットボール
28障 - 208 高１年・男 聴力障害

　体育の授業中、バスケットボールの試合をしていて審判が持っていたホイッスルが耳のそば

で鳴り耳鳴りが続いた。
28障 - 209 高２年・男 歯牙障害

　体育の授業中に、バスケットボールをしていたところ、ゲーム形式の練習をしていてボール

を受け取ろうとしたら、目の前にいた友人の肘が前歯にぶつかり負傷した。
28障 - 210 高３年・男 精神・神経障害

　体育の授業でバスケットボールの試合をしていた。試合終了後に激しい頭痛が起こり、教員

が本生徒に症状を確認したところ「大丈夫」と答え教室へ戻った。その後、下校中まで頭痛が

続き、最寄り駅で水分補給したが、電車内で嘔吐したため、一旦途中下車した。そのときから、

左片麻
ま

痺
ひ

が徐々に進行した。電車を降り、駅の改札を出たところで転倒。駅員室に運ばれた後、

救急車で病院へ搬送された。
28障 - 211 高３年・女 手指切断・機能障害

　体育の授業中に体育館でバスケットのゲームをしていたところ、リバウンドしたボールを地

面近くで取ろうとしたら指に当たった。

❿ラグビー
28障 - 212 高１年・男 歯牙障害

　体育の授業でラグビーをしていた際、ボールの取り合いで相手チームの生徒が背後からぶつ

かってきたため前方に倒れて、歯を床に強打し歯を負傷した。

⓫バドミントン
28障 - 213 高２年・男 視力・眼球運動障害

　体育中、体育館でバドミントンをしていたとき、相手の打ったシャトルが左眼に直撃して負

傷した。

⓬球技（その他）
28障 - 214 高３年・男 歯牙障害

　体育の授業でフラッグフットボールを行っていた際、本生徒がボールをキャッチランし、壁

にタッチダウンしようとしたときに、ガードの選手が本生徒の背中に強くぶつかり、本生徒は

壁に顔面を強くぶつけ前歯を負傷した。

⓭柔道
28障 - 215 高２年・男 外貌・露出部分の醜状障害

　体育で柔道練習中、受け身をとろうとして左手をたたみ上についたとき、全体重がかかった

ため左肘が外れたような感覚を受けた。その後激しい痛みを感じ、左肘が動かなくなった。
28障 - 216 高２年・男 外貌・露出部分の醜状障害

　体育の授業で柔道をしていた際、相手に投げられ受け身を取ったが、相手が肩に乗ってしま

い痛めた。
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⓮準備・整理運動
28障 - 217 高１年・男 手指切断・機能障害

　準備運動で馬跳びをしている際に、着地に失敗して前のめりに落下し、手をついたところ、

左手薬指を骨折した。

（２）その他の教科
28障 - 218 高３年・男 手指切断・機能障害

　農業科の総合実習の時間、葡萄棚の落ち葉や下草を集め、運搬車で集積所に運ぶため、運搬

車の荷台後部にうしろ向きに座っていた。そのときは手すりにつかまっていたが、運搬車が発

進した衝撃で体が前のめりになり車から落下した。右手の薬指が手すりの金具に引っかかった

ままだったので、右手薬指の末節骨から切断した。
28障 - 219 高３年・男 手指切断・機能障害

　機械加工実習室にて、部品の幅切りを昇降盤で二人一組で作業をしていた。板材を昇降盤で

幅 20mm に切断していた際、回転する丸鋸を挟む形で右手で板版を押し、左手で板材の左側

を指で押さえたが、本生徒は、戻る板材の勢いで添えていた左人差し指を回転する丸鋸の上に

乗せてしまったため指を切断した。

〔Ⅱ〕学校行事
（１）その他儀式的行事

28障 - 220 高１年・女 歯牙障害

　入学式当日、廊下で同じクラスになった友人と抱き合おうとしたところ、結露で床が濡れて

いたため、足が滑り友人とともに転倒した。その際、顔面を強打し歯を負傷した。

（２）文化的行事
28障 - 221 高１年・女 外貌・露出部分の醜状障害

　文化祭当日の準備中、天井の飾り付けをするために椅
い

子
す

に乗って作業をしていた際、バラン

スを崩し転倒し、顎を床に強打した。
28障 - 222 高３年・女 精神・神経障害

　文化祭の片付け日、ひもで固定し作った壁を解体する作業をしていた。一番下の段の固定用

のひもが横一列切られていることに気付いた本生徒が残りの２つのひもを切ろうとしている別

の生徒に注意しようと近づいたところ、積み上げられていた机とそれに立てかけられていたベ

ニア板数枚が本生徒の左側に倒れてきた。右側にも机が置いてあったためその間に挟まれなが

ら押し倒された。
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（３）運動会・体育祭
❶サッカー・フットサル

28障 - 223 高２年・男 歯牙障害

　体育祭のサッカーの試合中、ボールを取ろうとして追いかけていったとき、顔面にボールが

当たり、相手選手の肩が前歯に当たった。その直後、目が腫れて、前歯が３本折れた。

（４）競技大会・球技大会
❶サッカー・フットサル

28障 - 224 高２年・男 胸腹部臓器障害

　サッカー競技（本生徒３試合目）試合開始後、本生徒がシュートを決めた直後、突然うつぶ

せ状態で倒れた。AED による救命処置を行い、病院に搬送後入院し、除細動器の植込み手術

を行った。

❷バスケットボール
28障 - 225 高２年・男 外貌・露出部分の醜状障害

　球技大会のバスケットボールの試合中、相手選手と接触し、体のバランスを崩して転倒した。

その際床に左肘を強打し、強い痛みを訴えた。

（５）その他健康安全・体育的行事
28障 - 226 高３年・女 外貌・露出部分の醜状障害

　防火防災訓練で校舎内から校舎外へ避難していた際、避難口のガラス戸に激突し両側膝部を

切創した。
28障 - 227 高１年・女 上肢切断・機能障害

　スポーツテストをしていた。ハンドボール投げの際、右肘に強い痛みを感じた。

（６）修学旅行
28障 - 228 高２年・男 聴力障害

　修学旅行の帰りの飛行機内で、左耳の中に違和感が生じた。

（７）その他
28障 - 229 高２年・男 外貌・露出部分の醜状障害

　進路説明会の時間中、部室に友人とともに５人で行き、室内が暑いため、置いてあったコー

ルドスプレーを体や室内に噴霧した。その後、友人のつけたライターが引火・爆発して全身熱

傷を負った。部屋から脱出する際、窓ガラスから出たため、割れたガラスでも右腕を切った。
28障 - 230 高３年・男 歯牙障害

　ステージにて友人と一緒に出し物を演じていた。本生徒がステージの前に立ち、先生たちに

感謝の言葉を伝えている際、勢いをつけて走っていた友人と接触し、本生徒はステージから落
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下した。その際顔面からフロアに落下し、前歯を折った。

〔Ⅲ〕課外指導
（１）体育的部活動
❶短距離走

28障 - 231 高２年・男 胸腹部臓器障害

　陸上競技部の部活動中、ストレッチを行い、グラウンドで流し（約 70 ～ 80 ｍの軽い快調走

を２、３本）を行った。その後、本練習（約 100m を全力の８～９割のペースで走る、やや速

い快調走）に取り組んだが、４本目を終えたところ、突然意識を失い倒れた。AED による救

命処置を行い、病院に搬送後入院し、除細動器の植込み手術を行った。

❷持久走・長距離走
28障 - 232 高１年・男 精神・神経障害

　競技大会のトラック競技3,000ｍに出場し完走した。大会が終了し、部員とともに帰路に着き、

下車する際にふらつき踏ん張りがきかず、崩れ落ちた。
28障 - 233 高２年・男 歯牙障害

　陸上競技部の活動中、長距離走者で学校近くの公園内を走っていた際、足が滑って地面に口

元、前歯を強打した。
28障 - 234 高３年・女 胸腹部臓器障害

　16 時より陸上競技場内にて、校外練習を計画していた。当日は気温がかなり高かったため、

17 時 20 分からの練習メニューの開始として、それまではストレッチやドリルを行っていた。

17 時過ぎに 200 ｍ走を行い、17 時 20 分から 4,000 ｍのスピードを抑えたペース変化走の２セッ

トのメニューを開始した。セット間は７分間とり、給水と休憩をとった。18 時 10 分頃２セッ

ト目の途中で急にスピードが落ち、芝生付近に倒れた。AED による救命処置を行い、病院に

搬送後入院し、除細動器の植込み手術を行った。

❸陸上競技（その他）
28障 - 235 高１年・男 歯牙障害

　部活動での棒高跳びの練習中、ゴムバーに足を引っ掛け、体勢を崩しマットに落下した。そ

の際、膝が曲がっていた状態で口が当たり、前歯が折れ砕けて出血した。
28障 - 236 高１年・男 胸腹部臓器障害

　棒高跳びの大会時、跳躍練習（助走練習）していた際、誤って棒が股間に強く当たり受傷し

た。
28障 - 237 高２年・男 手指切断・機能障害

　陸上部の部活動中に、トレーニングルームで筋力トレーニングをしていたところ、マシンの

重りを調節していた際、重りを固定していたピンが不意に外れた。本生徒はとっさに手を引い

たが、右手小指の一部が挟まれて負傷した。
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❹サッカー・フットサル
28障 - 238 高１年・男 歯牙障害

　サッカー部の部活動中、ゴールキーパーの練習で横に飛んだ際、顔面をゴールポストに強打

し、前歯が脱落し、唇が切れた。
28障 - 239 高１年・男 胸腹部臓器障害

　サッカーの部活動中、試合形式で練習を行っていた。本生徒はゴールキーパーで、近づいて

きた生徒は、キーパーが立ちはだかったため、味方にパスを出したが、勢いでそのまま本生徒

に衝突してしまった。このとき、相手の膝が本生徒の股間に強く当たった。
28障 - 240 高２年・男 視力・眼球運動障害

　学校でサッカーの部活中、シュートを打ったボールがゴールキーパーの足に当たって跳ね返

り、左眼に直撃した。
28障 - 241 高２年・男 歯牙障害

　試合終了後のミーティング中に貧血を起こし、前方に倒れた。コンクリートの地面に顔を打

ち、前歯が抜けた。
28障 - 242 高２年・男 歯牙障害

　練習で走っていたときに、転んで歯を地面にぶつけて、歯が折れた。
28障 - 243 高２年・男 外貌・露出部分の醜状障害

　サッカーの試合中、相手と競り合っているときに相手の頭が本生徒の左ほおに当たり負傷し

た。
28障 - 244 高２年・男 精神・神経障害

　選手がバラバラにゴールに向けてシュート練習をしていた。その際に４～５ｍの至近距離か

ら他の選手が蹴ったボールが頭部に当たり、頭部を強打したことにより意識を失った。
28障 - 245 高３年・男 視力・眼球運動障害

　放課後、部活動中に、グラウンドで練習試合をしていたところ、本生徒が蹴ったボールが近

くにいた選手に当たって跳ね返り、顔面を直撃し、左眼を負傷した。
28障 - 246 高３年・男 せき柱障害

　公式戦で、相手選手からのタックルを受け転倒し、他の選手が上からのしかかる形となり、

上胸部に大きな圧力がかかった。
28障 - 247 高３年・男 外貌・露出部分の醜状障害

　サッカーの練習中、ボール奪取の際に相手の頭とぶつかり、左瞼を切った。
28障 - 248 高３年・男 歯牙障害

　サッカーの交流試合中、本生徒とチームのゴールキーパーと同時にボールに接した際、激し

くぶつかり、歯を負傷した。
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❺テニス（含ソフトテニス）
28障 - 249 高２年・男 視力・眼球運動障害

　硬式テニスの部活動で、テニスコートで４人並んでサーブ練習をしていた。コート内に目印

として置いてあったコーンが倒れたため、コートに入り立て直したところ、他の部員が打った

サーブのボールが左眼に当たった。
28障 - 250 高３年・男 精神・神経障害

　部活中、筋トレの一環として、外階段の縁に手をかけて懸垂をしていたところ、バランスを

崩し転落し頭部を打った。

❻ソフトボール
28障 - 251 高１年・女 精神・神経障害

　ソフトボール部の部活動中にボール回しをしていたところ、照明とボールがかぶってしま

い、右手で遮ろうとしたところ右手薬指にボールが当たった。
28障 - 252 高３年・女 手指切断・機能障害

　放課後、ソフトボールの部活中にノックをしていて、ボールを受けた際に左手小指の第一関

節を骨折した。
28障 - 253 高３年・女 手指切断・機能障害

　ソフトボールの試合中、本生徒はキャッチャーとして守備をしていた際、相手チームのラン

ナーが本塁にスライディングしてきた。送球されてきたボールを捕球し、タッチしようとした

本生徒との間で、スライディングしてきた足のスパイクが本生徒の右手に刺さった。

❼野球（含軟式）
28障 - 254 高１年・男 視力・眼球運動障害

　本校グラウンドでの野球部の練習中、連携プレーにおいて本生徒が外野手からの返球を受け

て送球した。その直後に次の野手への打球が本生徒の顔面に当たり、左眼を負傷した。
28障 - 255 高１年・男 視力・眼球運動障害

　野球グラウンドで部活動練習中、２箇所でバッティングピッチャーをしていた。自分が投げ

終わり、振り向いた瞬間、もう一方で練習していたピッチングの打球が、バックネットの枠に

当たり、その跳ね返ってきたボールが、左眼からほおに直撃した。
28障 - 256 高１年・男 視力・眼球運動障害

　部活動で練習試合をしているとき、本生徒は三塁の守備についていたところ、左眼から鼻部

にかけて、ライナーが直撃した。
28障 - 257 高１年・男 視力・眼球運動障害

　バッティング練習でバッターにボールをトスしていたとき、バッターが打ったボールが右眼

を直撃した。
28障 - 258 高１年・男 視力・眼球運動障害

　部活動の練習で、ハーフバッティングのバッティングピッチャーで投球直後、バッターの打

球が正面に飛んできたが避けることができず、左顔面にボールが当たった。



障　害　編 　　61

28障 - 259 高１年・男 視力・眼球運動障害

　野球部の練習で走者付きノックの走者をしていた際、捕球した選手が投げたボールが本生徒

の左眼に当たった。
28障 - 260 高１年・男 視力・眼球運動障害

　野球場で練習中、外野手のフライ捕球をしていた際、ボールと太陽が重なりボールを見失い

直接左眼に当たった。
28障 - 261 高１年・男 視力・眼球運動障害

　野球部の打撃練習中、自分が投げて打たれた打球がゲージ枠に当たり跳ね返ってきて左眼付

近に当たった。
28障 - 262 高１年・男 視力・眼球運動障害

　野球部の練習中、塁間でキャッチボールを行っていた。本生徒は、外野側からボール拾いや

声だしのサポートを行っていた。いつものように応援していた際、他の生徒が投げたボールが

暴投し右眼に当たりを負傷した。
28障 - 263 高１年・男 視力・眼球運動障害

　野球部の練習を実施していた。キャッチボールをしているとき、本生徒が、相手の投げた

ボールを捕ろうとしたが、ナイター用のライトの光と重なりボールが見えなくなった。本生徒

の右眼に直撃し、瞼が切れて出血した。
28障 - 264 高１年・男 歯牙障害

　放課後、野球部活動中、運動場でバッティング練習中に、本生徒はセンターを守っていて、

打球をとりに行った際にとり損ねて、打球が当たり、歯４本が口の中で曲がった。
28障 - 265 高１年・男 歯牙障害

　部活動時、悪送球が口に当たり傷めた。
28障 - 266 高１年・男 歯牙障害

　野球の部活の時間に運動場でノックをしていたところ、相手が打った球が当たり、歯を折っ

た。
28障 - 267 高１年・男 視力・眼球運動障害

　三塁守備練習中にボールがイレギュラーバウンドし、右眼に当たった。
28障 - 268 高１年・男 歯牙障害

　野球の試合中に素振りをして待機していた生徒のバットが、近くを通った本生徒の顔に当た

り上の前歯３本を負傷した。
28障 - 269 高専１年・男 視力・眼球運動障害

　野球部の試合中に、打球を捕ろうとしたらボールがイレギュラーして、右眼の下辺りに当

たった。
28障 - 270 高１年・男 歯牙障害

　野球部の部活動で、守備についているとき、打球が顔面に強打した。その際、前歯が１本抜

け落ち、他２本の歯もダメージを受けた。
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28障 - 271 高１年・男 歯牙障害

　野球の部活動中、バッティング練習をしていてサードを守っていた。打球を処理しようとし

たときに打球がイレギュラーし、顔面に当たり前歯を負傷した。
28障 - 272 高１年・男 外貌・露出部分の醜状障害

　野球部の部活動中、校庭で練習をしていた。外野フライを追って勢いよく走った際、バラン

スを崩して転倒し、校庭内の側溝で顔面を強打した。その際、顔面及び歯部を負傷した。
28障 - 273 高２年・男 視力・眼球運動障害

　野球の練習試合中にキャッチャーの送球したボールが眼に当たった。
28障 - 274 高２年・男 視力・眼球運動障害

　硬式野球部で守備練習をしているとき、捕手の２塁への送球がそれ、２塁ベース後方を通過

中であった本生徒の右眼に直撃した。
28障 - 275 高２年・男 視力・眼球運動障害

　守備練習をしているとき、コーチが打った打球が左眼に当たり、負傷した。
28障 - 276 高２年・男 視力・眼球運動障害

　野球部の練習試合中、バッターのときにボールが左眼に当たった。
28障 - 277 高２年・男 歯牙障害

　野球部の練習試合終了時、近くで他の生徒が素振りをしていたことに気付かないままバット

を振り、口にバットが強く当たった。
28障 - 278 高２年・男 視力・眼球運動障害

　野球場でバッター、ボールをトスする者、ボールを補給する者３者で練習をしていた。本生

徒はボールをトスしていた。バッターの打球が本生徒の左眼に当たり負傷した。
28障 - 279 高２年・男 歯牙障害

　硬式野球部の練習中に、２人１組でティーバッティングをしていたところ、本生徒がトスを

上げ、相手が打った球が顔に直撃した。
28障 - 280 高２年・男 視力・眼球運動障害

　野球部での活動中、本校のグラウンドにて紅白戦をしていたところ、ピッチャーをしていた

ときにバッターの打球が右眼に直撃し、右眼とほお骨の辺りを負傷した。
28障 - 281 高２年・男 視力・眼球運動障害

　野球部の練習中、バッティングピッチャーをしていて、バッターの打った打球がピッチャー

保護用のネットの枠に当たり、はね返った球が右眼に直撃した。
28障 - 282 高２年・男 歯牙障害

　野球部の部活動でフリーバッティングをしていた。本生徒はピッチャーをしていて、バッター

が打ったボールが顔面に当たり、前歯が４本折れた。
28障 - 283 高２年・男 歯牙障害

　野球の練習中にノックで速い打球を捕球しようとしたら、イレギュラーして上唇辺りに当た

り、唇が切れて歯が２本折れた。
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28障 - 284 高２年・男 下肢切断・機能障害

　運動場で野球部練習中、センターで守備をしていたが、打球を捕ろうとライト方向に走った。

その際、ライトの選手と激突し、右足関節を骨折した。
28障 - 285 高２年・男 胸腹部臓器障害

　野球部の部活動で全体練習を終え、６名の部員で自主練習を行った。軽い運動の後、30 ｍ

から 40 ｍのダッシュを行っているときに、心臓が痛くなりしゃがみ、その後意識を失い、そ

の場に倒れた。AED による救命処置を行い、病院に搬送後入院し、除細動器の植込み手術を

行った。
28障 - 286 高２年・男 歯牙障害

　部活動中に、学校グラウンドにてサードの守備練習をしていた。ノックを受けた際にイレギュ

ラーしたボールが口に当たり、唇が切れ、前歯の２本が折れ１本が抜けた。
28障 - 287 高２年・女 視力・眼球運動障害

　野球部の練習中、選手がバックネット方向の防球ネットに向かって、ティーバッティングを

行っていた。本生徒はマネージャーで補給水の準備のために、ネットの外側を歩いていたとこ

ろ、選手の打った打球が防球ネットを突き破り、本生徒の右顔面を直撃した。
28障 - 288 高２年・女 外貌・露出部分の醜状障害

　ピッチングマシンを操作していたら、打球が飛んできて頭部に当たった。
28障 - 289 高３年・男 視力・眼球運動障害

　野球部活動に参加していた。ベース間でのボール回しの練習をしていた際、本生徒は、

ファーストにいてボールを受け損ない、右眼にボールが当たり負傷した。
28障 - 290 高３年・男 視力・眼球運動障害

　大会に向けての当日の試合前練習で、本生徒はキャッチボールをしていて取り損ね、ボール

が右眼に当たり受傷した。
28障 - 291 高３年・男 歯牙障害

　学校の校庭で、野球部の練習をしていた。他の生徒がバッターボックスに立ち、本生徒は

キャッチャーをやっていてボールを受けていたが、バットが振られた瞬間にボールを見失い、

顔面にボールが直撃し、歯と唇を負傷した。
28障 - 292 高３年・男 胸腹部臓器障害

　部活動で、練習試合をしていた。本生徒が三塁を守っていたところ、強い打球が飛んできて、

そのボールが股間に当たった。
28障 - 293 高３年・男 歯牙障害

　野球場で練習試合をしていた。三塁手として守備をしていて、打球を正面捕球しようとして

ボールがイレギュラーし、上唇と鼻の間の骨を骨折し、歯肉を切った。出血がひどく、うがい

をする間に２歯を紛失した。
28障 - 294 高３年・男 歯牙障害

　部活時、野球部はノックの練習を行っていた。本生徒が、ノックボールを捕ろうとした際に
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ボールがイレギュラーしたため、口にボールが当たり、外傷性歯牙脱臼及び歯髄壊死した。
28障 - 295 高３年・男 胸腹部臓器障害

　放課後の部活動中、試合形式の練習をしていて、打席に立ったとき、ピッチャーの投げたボー

ルをよけきれず、下腹部に直撃した。
28障 - 296 高専３年・男 視力・眼球運動障害

　野球部の練習中に、グラウンドでマシンバッティングをしていて、顔付近にきたボールを

打ったところ、顔に当たった。
28障 - 297 高３年・男 聴力障害

　バント練習中、左側頭部に硬球が当たった。少し休んだが練習に最後まで参加した。翌日の

朝、左耳がつまっているような状態があったが、夜になって耳鳴りが始まり、徐々に耳が聞こ

えなくなったため、夜間救急医療センターを受診した。
28障 - 298 高３年・女 手指切断・機能障害

　野球部のマネージャーとして、練習試合に参加しているときに、ファウルボールが飛んでき

て右手小指にボールが当たった。

❽ハンドボール
28障 - 299 高１年・男 視力・眼球運動障害

　ハンドボール部練習中、ジャンプの練習を３時間ほどしたとき、右眼に黒い影と大量の粒が

見えてきた。痛みがなかったため、そのまま練習を続けて帰宅。翌日も同様の症状があったた

め、眼科受診をした。前日の部活練習中、試合をしているときに、至近距離から投げられたボー

ルが右側頭部（右眼に近い位置）に強打した。
28障 - 300 高１年・男 視力・眼球運動障害

　ハンドボール部の練習中に、運動場で準備体操をしていたところ、他の生徒が棒で地面に

コートの線を引き終わったため、棒を運動場の端に向けて投げたが、思う方向に飛ばず本生徒

の左眼に当たった。

❾バレーボール
28障 - 301 高１年・男 手指切断・機能障害

　バレーボール部の練習試合中、ブロックをしたとき、スパイクを小指に受け、受傷した。
28障 - 302 高１年・男 歯牙障害

　部活動遠征中の他校の体育館で、試合が終わり休憩時間に平行棒を使用して体のバランスが

崩れ顔から床に落ちた。鼻が腫れ、口腔内を切り、上の前歯が折れて抜け、肩と腰を打った。
28障 - 303 高１年・女 歯牙障害

　他校体育館で、雑巾がけをしていたところ、ネット下の捻挫防止用のゴムに引っ掛かり顔面

と右肩を床で強打し負傷した。
28障 - 304 高１年・女 手指切断・機能障害

　バレーボール部活動の準備のため、部員数名とバレーボール用のポールを運び出すため、体

育館倉庫へ入った。倉庫内で先にポールを搬出している生徒を見ていたときに、突然右側に
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あったポール立てからポールが倒れ、右手人差し指の第一関節の部分に当たった。
28障 - 305 高２年・男 胸腹部臓器障害

　部活動（男子バレーボール部）の練習の中で、２時間の通常練習を終えたあと、３分間レシー

ブを受けて、３分間の間に校舎の外周（約 230 ｍ）を走るメニューを行っていた。10 分程度行っ

た後に、ペースが落ちているように感じたため、部活顧問がマネージャーに、中断するように

声を掛けさせた。体育館前まで歩いて戻ってくると体育館前の壁にもたれかかりながら倒れ

た。その際、意識はなく、呼吸も不自然な呼吸をしていた。当日の気温は 17℃前後、体感的

には暑くも寒くもなく曇っていた。水分補給は１周外周を走る度に行っていた。（通常練習中

にも頻繁な水分補給を心がけていた。）AED による救命処置を行い、病院に搬送後入院し、除

細動器の植込み手術を行った。
28障 - 306 高２年・女 歯牙障害

　バレーボールの部活動で半面コートを利用した６人練習をしていた。センターポジションを

していたとき、本生徒のうしろに飛んだフェイントボールを取ろうとうしろを向いた際、バッ

クライトの選手もそのボールを取ろうとしたため衝突した。その際、相手の頭が本生徒の口部

に強く当たった。

❿バスケットボール
28障 - 307 高１年・男 歯牙障害

　他校で開催されたバスケットボール部の練習に参加し、試合をしていたところ、ボールを持っ

た相手選手がディフェンスをしていた本生徒の存在に気付かずに急に振り向いたため、本生徒

の前歯と相手選手の頭が衝突し、前歯を負傷した。
28障 - 308 高１年・男 歯牙障害

　部活動中に１対１の練習をしていたところ、相手の生徒が振り返ったときに後頭部が顔面に

当たり、上の前歯１本が折れて、もう１本がぐらぐらになった。
28障 - 309 高１年・男 胸腹部臓器障害

　バスケットボール部で練習試合をしているときに、突然倒れて意識を失った。AED による

救命処置を行い、病院に搬送後入院し、除細動器の植込み手術を行った。
28障 - 310 高２年・男 精神・神経障害

　部活動中、ゲーム形式の練習を行っていた。パスカットをしようとしてジャンプをしたと

き、相手チームの選手と接触しバランスを崩し転倒した。そのとき右手を強くついた。
28障 - 311 高２年・男 歯牙障害

　バスケットボール部の活動後、体育館の施錠をした後、照明の消し忘れを発見した。最後に

退出した体育館２階出入り口はオートロックで、外部からの進入はできないため、体育館への

通路側の壁の配水管（雨どい）をよじ登った。３階出入り口扉が施錠されていたため、登って

きたように配水管（雨どい）を降りようとしたが、２階付近まで降りたところで、摩擦熱で手

が熱くなり、また足を踏み外したため配水管から手を離してしまい、２階の窓の高さから落下

した。そのとき右半身を打ちつけた後、顔面を地面に強打し負傷した。
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28障 - 312 高２年・女 外貌・露出部分の醜状障害

　夏季休業中、バスケットボールの部活動で他校体育館での地区大会の試合中、ディフェンス

をしていて、相手生徒と本生徒の顔が接触し、右ほおに挫傷を負った。
28障 - 313 高３年・男 歯牙障害

　部活動の練習中に、他選手の肘が顔にぶつかり、上の前歯が折れた。
28障 - 314 高３年・男 歯牙障害

　部活動中に、体育館２階のギャラリーでダッシュしているとき、体育館天井から吊り下がっ

ているネットがギャラリーに置かれており、そのネットに本生徒の首が引っ掛かりバランスを

崩し顔面より転倒。顔面及び歯を強く打ち、受傷した。
28障 - 315 高３年・男 歯牙障害

　部活動の練習試合中、他校の体育館で、シュートをしにいった際、スピードの出しすぎによ

りバランスを崩し、顔面を窓の鉄格子に打ちつけ、前歯を欠損、脱臼した。

⓫ラグビー
28障 - 316 高１年・男 精神・神経障害

　ラグビー部の練習で、他校のグラウンドで練習試合をしていたところ、ボールを持った相手

チームの選手に対して本生徒がタックルを試みた際に、相手の肘が本生徒の右眼に強打した。
28障 - 317 高１年・男 手指切断・機能障害

　部活動の自主練習をしていたところ、友人の蹴ったボールのキャッチに失敗し、左小指を負

傷した。
28障 - 318 高２年・男 精神・神経障害

　ラグビー部の練習中、ボールに飛び込んだところに別の選手が倒れて尻もちをつき、左足の

甲に乗られた。
28障 - 319 高２年・男 精神・神経障害

　ラグビー部の練習において、４対４の攻防練習で、ボールを持った相手の選手にタックルに

はいるときに、相手選手が体をターンさせて味方にボールを見せてポイント（ミニモール）を

形成しようとした。相手選手の右腰骨（骨盤）に本生徒の右側頭部が当たり強打して頚骨を骨

折し、頚椎を損傷した。

⓬卓球
28障 - 320 高３年・男 外貌・露出部分の醜状障害

　卓球場の中にある着替えをする部屋に服を取りに行こうとしたが、友人が、帰るのを阻止し

ようと着替え室にこもっていて入れなかった。卓球場の端に居たところ、友人が引き戸を少し

開けたのでダッシュして着替え室に入ろうとしたら閉められてしまい、スピードがあって止ま

りきれず、引き戸のガラスに左手からぶつかりガラスが割れ左手と右手を負傷した。

⓭バドミントン
28障 - 321 高１年・男 視力・眼球運動障害

　部活動の時間に先輩と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
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当たり負傷した。
28障 - 322 高１年・男 視力・眼球運動障害

　部活動のバドミントン部の練習で、１対１で打ち合いをしていたところ、同じく隣で１対１

で打ち合いをしていた友人の打ったシャトルが対角線上に飛んできて、本生徒の左眼周辺に当

たった。
28障 - 323 高１年・女 視力・眼球運動障害

　バドミントン部活動中、練習試合をしていて、後衛にいたダブルスのパートナーがスマッシュ

を打った瞬間に、前衛にいた本生徒が振り向いて、シャトルが右眼周辺に当たり、負傷した。
28障 - 324 高１年・女 視力・眼球運動障害

　バドミントンクラブの練習中、プッシュとスマッシュの打ち合いの練習のときにシャトル拾

いをしていた。立ち上がり、顔を上げた瞬間にシャトルが右眼に当たった。
28障 - 325 高１年・女 せき柱障害

　バドミントン部の朝練習で、ギャラリーでランニングするため、体育館フロアからギャラリー

に上る梯子を登っていた途中、梯子をつかみ損ねバランスを崩し落下し、腰を床面に強打して

負傷した。
28障 - 326 高１年・女 視力・眼球運動障害

　バドミントンの練習中、スマッシュのトスノック練習をしているとき、ノックを受けている

プレーヤーのスマッシュが、ノックのトスをしていた本生徒の顔に至近距離（１～２ｍ）で当

たり、左眼を負傷した。
28障 - 327 高定２年・女 視力・眼球運動障害

　バドミントン部の部活動中、体育館でダブルスの試合をしていたところ、試合相手がスマッ

シュを打った際、本生徒の左眼に当たった。
28障 - 328 高３年・男 視力・眼球運動障害

　放課後の部活動での練習中、相手生徒の打ったシャトルが本生徒の右眼を直撃した。応急処

置し、翌日眼科受診したが、脳外科も受診するよう勧められた。その後、右眼球手術のため他

院を紹介された。

⓮柔道
28障 - 329 高１年・男 精神・神経障害

　柔道部の練習中、背負い投げをしていたとき腰に違和感を感じた。その後、乱取りをしたと

きに腰を捻り腰の痛みがひどくなった。
28障 - 330 高１年・男 精神・神経障害

　本生徒は柔道場で柔道部の活動中乱取りを行っていたところ、相手生徒に大内刈で投げられ

受身をとったものの後頭部を打った。再び乱取りを始めたところ軽い小外刈で倒れたので不審

に思った顧問教諭が生徒に休むよう指示した。道場の端に移動しようとしたが、その場にうず

くまったため、顧問教諭は本生徒に近寄ったところ、本生徒にけいれんが起きているのを確認

したため救急車の出動を要請した。
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28障 - 331 高１年・男 精神・神経障害

　部活動（柔道）の試合で相手校の柔道場にて練習試合を行っていた。試合中に内股という技

を仕掛けて相手を投げたときに、技の勢いで頭から畳に突っ込んでしまい、頚部を捻り負傷し

た。
28障 - 332 高２年・男 視力・眼球運動障害

　指導教員のもと、柔道の部活を行っていた。乱取り中、寝技で引き込んだ際に、隣で乱取り

していた生徒のかかとが右眼上に強く当たった。

⓯剣道
28障 - 333 高１年・男 視力・眼球運動障害

　剣道の巻き技の練習中、面を打たれたときに受けきれずに左眼に竹刀が当たった。
28障 - 334 高２年・男 視力・眼球運動障害

　剣道部の活動中、竹刀の手入れを行った。竹刀の固定ひもを締めようとラジオペンチで作業

していたところ、ひもをつかんでいたペンチが抜け、引っ張っていた力の反動で、ペンチの先

が自分の右眼球に刺さった。

⓰空手
28障 - 335 高１年・男 視力・眼球運動障害

　空手道部活動中、試合形式の練習中、組手選手の突きが当たり倒れた。すぐに立ち上がった

が、その後嘔吐し、意識障害を起こした。
28障 - 336 高１年・男 視力・眼球運動障害

　部活動で組手をしている際、相手の右パンチが右眼に当たった。

⓱弓道
28障 - 337 高１年・男 歯牙障害

　他の弓道場で練習をするため走って向かっていたところ、道路でつまずいて転倒した。左側

に倒れたので、顔と左腕、左足を負傷した。

⓲ボクシング
28障 - 338 高１年・男 視力・眼球運動障害

　ボクシングの部活動中、スパーリングをしていて、相手のパンチを顔面に受け、負傷した。
28障 - 339 高３年・男 精神・神経障害

　他校でボクシング合同スパーリングを実施した際、本生徒は他校の生徒と２分２回のスパー

リングを行い、相手のパンチを頭部に受け負傷した。

⓳レスリング
28障 - 340 高２年・男 視力・眼球運動障害

　レスリングの練習に、相手と同時にタックルをした際に、相手の右肩が自分の左眼にぶつか

り、左眼周辺を強く打った。
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⓴自転車競技
28障 - 341 高１年・男 精神・神経障害

　日曜日に、自転車競技部の公道での練習中、峠下り坂カーブで減速の調整がうまくいかず、

ガードレールに衝突し、乗り越え、深さ１ｍの側溝に落下した。

㉑その他
28障 - 342 高３年・女 視力・眼球運動障害

　部活動のウォーミングアップ中に、隣でウォーミングアップをしていた生徒の足が顔面の眼

付近に当たり、倒れた。

（２）文化的部活動
28障 - 343 高１年・男 精神・神経障害

　ホールで部活動の終わりの挨拶までの合間、友人と戯れていたところ、勢い余ってうしろに

倒れ、頚と腰を床に強く打ちつけ、左半身にしびれが生じた。

（３）その他
28障 - 344 高３年・女 手指切断・機能障害

　出展準備のため、電動ノコギリを使用し板を切った際、右手がノコギリに接触し、右手親指

を負傷した。

〔Ⅳ〕休憩時間
（１）昼食時休憩時間中

28障 - 345 高１年・男 精神・神経障害

　昼休みに教室で友人としゃべっている際に、他クラスの友人と言い合いになり、教室の壁に

押されるような形で移動後、二人して床に倒れこんだ。巡回中の先生がすぐに止めに入り、二

人を引き離したが、右腕が硬直し、けいれんした。
28障 - 346 高１年・男 手指切断・機能障害

　昼休み、友人数名と４階渡り廊下付近をかけっこしていたとき、追いかけてくる友人を阻止

しようと渡り廊下の出入り口の溝に自分の左手をかけたまま、反対の手でドアを思いっきり閉

めてしまった。そのため、ドアに挟まれた左手薬指の先端を切断した。
28障 - 347 高２年・男 手指切断・機能障害

　昼休みに、体育館でバスケットボールをしていたところ、友人のシュートしたボールがゴー

ル板に当たって跳ね返り、そのボールで右手母指を負傷した。
28障 - 348 高３年・男 手指切断・機能障害

　昼休みに、５時限の機械科課題研究の実習実技での旋盤加工の作業中、他の生徒が作業中の

台で、主軸台からはみ出した部品の揺れを右手で押さえていたとき、作業着と右手が回転に巻

き込まれ、右母指を切断した。
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（２）始業前の特定時間中
28障 - 349 高２年・男 精神・神経障害

　午前８時過ぎに登校したが、教室には入らず３階のトイレに入った後、近くにある屋上へ行

き転落した。病院に搬送、治療を続けた。
28障 - 350 高３年・男 上肢切断・機能障害

　登校後、５階と屋上との間にある窓より生徒駐輪場に落下した。本生徒の記憶が不鮮明なた

め、何を目的として窓に行き、落下したかは明確ではない。
28障 - 351 高３年・男 視力・眼球運動障害

　１時限の体育が始まる前、準備を終えてサッカーの練習をしていて、ゴールの前に転がった

ボールをゴールキーパーが蹴った。そのボールが、至近距離で走っていた本生徒の右眼を直撃

した。

（３）授業終了後の特定時間中
28障 - 352 高３年・男 外貌・露出部分の醜状障害

　体育の授業終了後、体育館から教室に戻ったところ、教室入り口の鍵がかかっていたため、

ドアを叩いた。そのときドアのガラスが割れ、右手前腕を負傷した。

〔Ⅴ〕寄宿舎にあるとき
28障 - 353 高１年・男 上肢切断・機能障害

　寮内の洗濯場で、稼働中の洗濯機に右腕を巻き込まれた。
28障 - 354 高１年・男 外貌・露出部分の醜状障害

　寮の風呂場で転倒し、右腕をついた際に痛めた。
28障 - 355 高３年・男 歯牙障害

　就労体験実習中であった。朝食前の時間、本棚の近くで習慣にしている腹筋運動を行ってい

た。他の生徒が本を返却しようと、手に本を持ち、本生徒の体の上の本棚へと手を伸ばしたと

ころ、その生徒が脇に抱えていた水筒が落ちてしまい、本生徒の歯に当たり、前歯が欠けた。
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〔Ⅵ〕通学中
（１）登校（登園）中
❶自転車

28障 - 356 高２年・男 歯牙障害

　登校中、駅から学校までの徒歩のとき、気分が悪くなり、息も苦しくなり、立っていること

ができなくなり、前のめりに転倒し、歯牙損傷となった。
28障 - 357 高１年・男 外貌・露出部分の醜状障害

　自転車で登校しているとき、よそ見をして駐車している車に激突。車のフロントガラスが割

れ、ぶつかった本生徒は顔面血だらけでその場に転倒し、救急車で病院へ搬送された。
28障 - 358 高１年・男 歯牙障害

　自転車で通学中、右足がペダルを踏み外し、バランスを崩し転倒した。転倒した際、地面に

顔面を強打し、前歯を負傷した。
28障 - 359 高１年・男 視力・眼球運動障害

　部活動のために自転車で通学中、少し急な坂道を下っていたところ、首にかけていたタオル

が落ちそうになり拾おうとした際、体のバランスを崩して転倒した。その際、顔面を強く地面

にぶつけた。
28障 - 360 高１年・女 外貌・露出部分の醜状障害

　自転車の前かごに重たいかばんを入れて下り坂を登校していた。段差があり、自転車が揺れ

てかばんが落ちそうになった。自転車を走らせながらかばんを戻そうとしたが、かばんの重み

でバランスを崩し、近くにあったポールに右膝上部をぶつけて転倒し、地面に手をついた際、

右手首を強く捻った。その後、通りかかった車の運転手が救急車を要請し、病院に運ばれた。
28障 - 361 高２年・男 外貌・露出部分の醜状障害

　夏休み中の登校日、雨が強く降っていたため、左手で傘を差しながら自転車で登校途中、学

校まで数百ｍの穏やかな上り坂でバランスを崩し、転倒した。
28障 - 362 高３年・男 歯牙障害

　自転車で登校中、小さい四差路の左側の脇道から自転車が飛び出してきた。気付いたがブ

レーキが間に合わず、相手の自転車後方部に衝突し、本生徒は体が投げ出され前方に１ｍぐら

い飛ばされた。その際、顔面から着地する形となり、受傷した。
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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）自立活動

28障 - 363 特中３年・女 歯牙障害

　自立活動の時間、教師指導の下、学校外の公園へ行った。教員が介助してシーソーの座面に

座った。その際本生徒が体を大きく前に倒したので口がシーソーの持ち手に当たり歯を強く打

ち、上の歯が３本破折した。

（２）その他
28障 - 364 特中２年・女 下肢切断・機能障害

　日常生活の指導中、歩行不安定な本生徒が、連絡ファイルを持って教卓へ歩き出したとき、

級友が後方から来て接触し転倒した。その際、右腰を床に打ちつけ負傷した。
28障 - 365 特高２年・女 上肢切断・機能障害

　個別の運動中、担任が本生徒を仰臥位から左側臥位へ姿勢変換する際に、身体の下に入り込

んでいた左手に気付かず、そのまま姿勢変換をした。左上腕に無理な負荷がかかったために、

骨折した。

〔Ⅱ〕特別活動（除学校行事）
（１）学級（ホームルーム）活動

28障 - 366 特中２年・女 外貌・露出部分の醜状障害

　教室の横の庭でロウソクを溶かそうと湯煎していた。介助者が作業の様子を見せるためにう

しろから介助し移動しているときにバランスを崩して転倒。その際、湯煎をしているバットに

倒れ左腕にお湯がかかった。

〔Ⅲ〕学校行事
（１）文化的行事

28障 - 367 特高２年・女 精神・神経障害

　本生徒は、電動車椅子に人工呼吸器を搭載し、それを自分で操作しながら移動していた生徒

であった。教室から体育館へ移動中、人工呼吸器の警報音が鳴り始めた。急いで本生徒の周り

の教員が確認したが見つからず、本生徒は呼吸状態が悪くなり、苦しそうにしていたため、保

健室に連れて行った。複数の教職員で外れている箇所を探したが、原因が分からずすぐに隣接

する医療センターに搬送した。
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（２）その他集団宿泊的行事
28障 - 368 特中２年・女 精神・神経障害

　宿泊学習に行った。本生徒の体調は安定していたが、午前２時の就寝中に水分摂取とオムツ

交換し眠った。声を出し顔が赤く身体が熱いので、身体や頭等を冷やす対応をした。水分摂取

で落ち着き、深い眠りに入った。朝方右足をバタバタさせた。着替え、点鼻薬をするがその後

嘔吐した。身体を起こした後も２回目の嘔吐をした。その後浣腸をすると汁状のものが少し出

た。浣腸後は少し寝て２時間経って落ち着いたところで薬を飲むためにヨーグルトを食べた。

薬を飲んだ２分後に嘔吐した。その後発作があった。

　バスに乗車して学校まで帰ってきて、給食を食べ出すが途中で２回嘔吐した。保護者ととも

に病院を受診し診察の結果、入院となった。入院中にいつもと違う様子に気付き検査を行い、

検査の結果、緊急手術をした。

〔Ⅳ〕寄宿舎にあるとき
28障 - 369 特高２年・男 歯牙障害

　朝、寄宿舎にて、てんかん発作を起こし、１棟２階の階段のすぐそばで口から出血して倒れ

ていた。呼びかけても反応がなく、意識は朦
もう

朧
ろう

としていたのですぐに救急車を呼んだ。また養

護教諭が登校していたためすぐに現場に向かい、救急車が到着するまでの対応をした。
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５　幼稚園・幼保連携型認定こども園・保育所等における障害
　　の事例

〔I〕保育中

28障 - 370 幼連１歳・女 外貌・露出部分の醜状障害

　保育者が本児を籐の乳母車に乗せてテラスを移動しているとき、乳母車の上部にあった細い

金具の部分で右ほおをすったため縦に長く切れた。
28障 - 371 保１歳・女 外貌・露出部分の醜状障害

　プール遊び中、一人ですべり台に行き、その後泣きながら歩いてくる本児を見ると右大腿後

面に表皮剥離があった。
28障 - 372 保２歳・男 外貌・露出部分の醜状障害

　保育中、園庭にある砂場で座って遊んでいたところ、保育士の所へ行こうと立ち上がった際、

バランスを崩し、そばにあったレンガ壁に顔をぶつけ、左眉頭から眉尻までを切った。
28障 - 373 保２歳・女 外貌・露出部分の醜状障害

　昼食終了時、席を離れ廊下に出ていき走り、応接室のドア手前で転倒しドアのサッシで額を

切った。
28障 - 374 保２歳・女 手指切断・機能障害

　小学校へ散歩に行き、飼育小屋のうさぎに餌を与えていた。泣き声がしたので保育士が確認

すると右手の人差し指をかまれ、出血していた。保育士は４人おり、要所にはいたが、本児の

動きを把握できなかった。
28障 - 375 幼連２歳・女 外貌・露出部分の醜状障害

　保育室で自由遊びをしていたとき、他の児童に左ほおをひっかかれた。
28障 - 376 保３歳・男 外貌・露出部分の醜状障害

　保育中、園庭のミニハウスの中で遊んでいるとき、本児が飛び跳ねた拍子に転び、ミニハウ

スの縁に額をぶつけた。
28障 - 377 保３歳・女 外貌・露出部分の醜状障害

　公園でしっぽ取りゲームをした後、水はけの側溝に砂を入れていた。保育士が注意し抱きか

かえ側溝から離したが、本児童は再び側溝に近寄りしゃがんで側溝を覗いていた。そこに後ず

さりで歩いていた他の児童の腰が本児童の頭部にぶつかり、本児童は前のめりで側溝に倒れ、

額を創傷した。
28障 - 378 保４歳・男 外貌・露出部分の醜状障害

　友人と粘土遊びをしていた。本児が友人の粘土を壊すふりをしたため、友人が怒り、右ほお

を引っかかれた。
28障 - 379 保４歳・男 外貌・露出部分の醜状障害

　保育中、椅
い

子
す

に座り保育者の話を聞く際に、本児が膝を折り曲げてＴシャツの中に入れよう



障　害　編 　　75

として、バランスを崩して倒れ、隣の子の椅子で額を打ち切傷した。

　また、数日後の夕方の片付けの時間帯、本児がブロックケースにブロックを片付けていると

きに、背後から友人がぶつかり、本児の前にあったブロックケースで額を打った。
28障 - 380 保４歳・男 外貌・露出部分の醜状障害

　保育室で保育中、絵本を読む時間に友人と絵本の取り合いとなり友人から左ほおを引っかか

れた。
28障 - 381 幼連４歳・女 外貌・露出部分の醜状障害

　外遊びをしていて遊戯室横のトイレの前を通る際に、階段から降りてきた友人とぶつかり、

転んでコンクリートの地面に額をぶつけて切った。
28障 - 382 保４歳・女 外貌・露出部分の醜状障害

　保育室内のままごとコーナーに座っていた保育士におんぶするなど甘えていた本児が、「お

絵かきがしたい」と言って反対側の柵にしがみついたところ、棚とともに転倒し右眉の上を切っ

た。
28障 - 383 幼４歳・女 外貌・露出部分の醜状障害

　クラス全員で鬼ごっこをして遊んでいるときに、園庭の真ん中でつまずいて転んで、ほおを

擦りむいた。
28障 - 384 保５歳・男 外貌・露出部分の醜状障害

　クッキングでカレーを作っている際に、油がはね、本児の右腕３箇所にかかり、火傷した。
28障 - 385 幼５歳・男 外貌・露出部分の醜状障害

　トイレへ行った際、便器の前でつまずき、便器に額をぶつけて切り出血した。
28障 - 386 保６歳・男 外貌・露出部分の醜状障害

　保育室で順番に保育者が着替えを促してる際に、本児が４歳児女子児童にふざけてちょっか

いを出し、着替え袋が女子児童に当たった。そのことを嫌がって怒った女子児童に両ほほを

引っかかれ、傷ができた。
28障 - 387 幼６歳・女 上肢切断・機能障害

　降園のためスクールバス乗り場まで歩いて移動しているとき、足が滑って転び腕を痛めた。
28障 - 388 幼６歳・女 外貌・露出部分の醜状障害

　リズム遊び中、本児がホール中央からピアノの音に合わせて待機場所（窓際）に走って戻っ

た際、本児の左手が窓ガラスに当たりガラスが割れて、左手第１指及び左手首～左前腕の内側

に切り傷を負った。
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