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区 分 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 計

各

教

科

理科 1 1 2
家庭 (技術・家庭) 1 1
工業 (高・高専) 1 1

保健体育

水泳 1 1

体操

組み体操 3 1 4
鉄棒 1 1
跳び箱 3 3
マット運動 4 1 5
その他 2 2 1 5

陸上

短距離 1 1
持久走 1 1
走り高跳び 1 1
その他 0

球技

ドッジボール 1 1
サッカー 1 8 9
テニス 1 (高) 1 2
ソフトボール 1 5 6
野球 0
ハンドボール 1 2 3
バレーボール 1 1
バスケットボール 1 1 6 8
ラグビー 0
バドミントン 1 4 5
その他 1 1

武道
柔道 3 4 7
剣道 0
その他 0

その他 スキーなど 3 1 3 7
総合的な学習の時間 1 1
音楽 1 2 3
生活科 2 2
保育 (幼・保) 7 20 27
その他 3 3 (小3・高2) 5 0 11

計 18 26 43 6 7 20 120

特
別
活
動

学級活動
給食指導 4 1 5
清掃 10 5 15
その他学級活動 1 1

児童会・生徒会活動 1 1

クラブ活動 体育的クラブ活動 球技 1 1
文化的クラブ活動 2 2

その他 1 1
計 19 7 0 0 0 0 26

学

校

行

事

儀式的行事 1 1 2
学芸的行事 0
健康安全的行事 大掃除 1 1 3 5

体育的行事 運動会・体育祭 1 1 2
競技大会・球技大会 0

遠足・集団宿泊的行事 遠足 1 1
修学旅行 3 1 4

その他 1 1 2
計 2 7 7 0 0 0 16

課

外

指

導

体育的部活動

水泳部 1 1

体操部 器械体操 跳び箱 0
その他 2 2

陸上競技部 持久走・長距離走 0
その他 3 3

球技

サッカー部 5 9 14
テニス部 3 2 5
ソフトボール部 3 2 5
野球部 18 52 70
ハンドボール部 1 3 4
バレーボール部 1 1 4 6
バスケットボール部 4 7 11
ラグビー部 2 2
卓球部 1 1 2
バドミントン部 3 2 5
ホッケー部 0

武道
柔道部 1 3 4
剣道部 1 2 3
空手部 2 2

その他 1 3 4
文化的部活動 1 1
水泳指導 1
その他 1 2 2

計 3 47 97 0 0 0 147

休
憩
時
間

休憩時間中 27 5 3 (中) 1 36
昼食時休憩時間中 24 16 2 42
始業前の特定時間中 11 2 2 15
授業終了後の特定時間中 9 7 16
その他 . 0

計 71 30 7 1 0 0 109
寄宿舎にあるとき 2 2

通

学

中

登校 (登園) 中

徒歩 3 3 6
自転車 2 8 10
原動機付自転車 0
自動車 0

下校 (降園) 中

徒歩 10 1 11
自転車 2 12 14
原動機付自転車 0
自動車 0

通学 (通園) に準ずるとき 4 4
計 13 5 27 0 0 0 45

合 計 126 122 183 7 7 20 465
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運動会の組み体操の練習をしていた｡ ２人組で補助倒立をしていて､ 相手の足をつかもうと

して失敗し､ 他の児童の足が左眼周辺に当たり負傷した｡

体育会の組み体操の学年練習をしていた｡ 三段ピラミッドの姿勢が崩れ､ 最上段の児童が床

に落ちる際､ その膝が最下段で支えていた本児の腰に当たり負傷した｡

体育で組み体操を練習中､ ４段タワーの土台をしていて､

上の児童が崩れてきた際に背中に乗ったため､ 右肘を打ち

つける形となった｡
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鉄棒の技で ｢こうもり｣ か ｢ぶたの丸焼き｣ をしようと､

Ⅱ 学校の管理下の障害の状況 ��

学校種別
小学校 中学校

高等学校
高等専門学校

特 別 支 援 学 校
幼稚園 保育所 計

障害種別 小 学 中 学 高 等
歯 牙 障 害 �� �� �� � � ���

視 力 ・ 眼 球 運 動 障 害 	� 
� 
� � � 	 ���

手 指 切 断 ・ 機 能 障 害 � � �	 � � 	 	�

上 肢 切 断 ・ 機 能 障 害 � � � �

足 指 切 断 ・ 機 能 障 害 � �

下 肢 切 断 ・ 機 能 障 害 � 	 � �

精 神 ・ 神 経 障 害 
 �� �� � 	�

胸 腹 部 臓 器 障 害 � � �	 �


外貌・露出部分の醜状障害 �� �	 �� � � 
 �	 ���

聴 力 障 害 � � � �

せ き 柱 障 害 � � 


そ し ゃ く 機 能 障 害 �

計 ��� ��� ��	 	 � 	 � �� 
��

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 計

男 �� �� �
� � � � 	��

女 
� 
� 	� � � �� �
�

計 ��� ��� ��	 � � �� 
��

��
�� 小５年・男 ���������

��
�� 小６年・男 � !��

��
�� 小６年・女 "#$%�&'��

��
�� 小１年・男 ()�*+,-	./��



足をかけようとしたときに､ 手が離れてしまい､ 真下の地面の頭から落下した｡ 右側頭部を打っ

たために､ 脳内出血した｡
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マット運動中､ 壁倒立をしようとした他の児童の蹴り上げた足が､ 上靴をとりかえようとか

がんだ本児の左眼に強く当たった｡

５時間目の授業で､ 倒立前転の練習をしていた｡ 足を支えていた他の児童が手を離したとこ

ろ､ 倒立が倒れ､ 自身の膝が左眼に当たった｡

マット運動をしていた際､ 助走の途中で右足をエバーマットに引っかけて､ 右頭部､ 右顔面

からマットに倒れ込んだ｡

担任の指導監督のもと､ ハンドスプリングの練習を行っていた｡ その際､ 本児は前転中か着

地中なのかは不明だが右膝を右眼部に強打し､ 右眼部ふきぬけ骨折をした｡

� �	


うんていを使った運動をしていた｡ 握った手に力がなくなり顔面より落下し､ 前歯２本を打

撲し下顎および下唇から出血した｡

馬跳びをしていて､ 馬になっている他の児童を跳ぼうとしたとき､ 右足が相手の尻に当たり､

バランスを崩して転倒し､ 右手を地面に突き右腕を骨折した｡

�� �
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ピッチャー返しのボールが眼を直撃する｡

� �������

植え込みのところに転がって行ったボールを捕ろうとして下を向いたとき､ 左眼に枝が当た

り負傷した｡

����

朝礼台に触れて戻るという運動をした際､ 他の児童の歯が本児童の頬に当たり切れてしまっ

た｡

運動会に向け､ 竹を取り合う競技の練習をしていて､ 本児童が竹を取りに行ったとき､ 他の
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小学校：[Ⅰ] 各教科 (１) 保健・体育



児童とぶつかった｡ そのとき､ 相手の顎と本児童の右眼がぶつかった｡

スキー授業中､ 見通しの悪いカーブをスピードを落とさずに曲がり､ 下から上がってきてほ

ぼ停止状態のスノーモービルに衝突した｡ 衝突の際にスノーモービルの先端部分に両足を激し

くぶつけ､ 数メートル飛ばされた｡

������
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生活の学習のため､ 学校すぐ横の公園に行き､ 虫取りや遊具遊びなどを行っていた｡ ブラン

コを取り囲んでいる防御柵に乗って遊ぶことを思いつき､ 柵の上を歩いて渡っている途中､ 足

を滑らせ､ 柵の上に落下し､ 腹部を強打した｡

� � �

生活科の時間､ 運動場で春の草花を探していて､ 鉄棒の下の花を見た後に移動しようとした

ところ､ 鉄棒に左眼上方を強打し､ 眉からまぶたにかけて腫れた｡

�� �

音楽の時間､ 体育館で合唱の練習をする前に友達と追いかけっこをしていて転倒し､ 床を滑

り体育館の壁面に背部を打つ｡

�	
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教室で､ 食器を返却しているとき､ 食器を持ったままつまずいて転ぶ｡ 左手掌を割れた食器

で切ってしまい負傷した｡

他の児童が本児童のことをからかった｡ 本児童がその児童を追いかけ少し左腕に触れた後､

掲示板の方へ逃げて行った｡ その児童は足元に落ちていた細カラーマジックを本児童に投げ､

それが眼に当たった｡

本児童が他の児童をからかったところ､ 怒って本児童の足を踏みつけた｡ 今度は､ 本児童が

怒ってその児童を追いかけまわしていたところ､ その児童が振り向きざまに２�位の距離から

給食用の皿をつかんで投げ､ 本児童の額に当たった｡

Ⅱ 学校の管理下の障害の状況 ��
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他の児童の腹を本児童が指でつついたところ､ 追いかけてきた｡ 膝の後ろを蹴られ､ 倒れて

うつぶせ状態になったところで頭を蹴られたため､ 額を床に打ちつけ切った｡

�� �

床に落ちていた色鉛筆を他の児童が拾い上げたとき､ 近くで掃き掃除をしていた本児童の額

に色鉛筆があたり､ 出血した｡

本児童が机を後ろから前に運ぶため､ 一人で前向きになり､ 机を両手でつかみ (板のところ)､

前方へ引いて移動していた｡ 勢いよく運んでいたため､ 机が前に転倒した｡ 本児童は転倒する

机をつかんでいたため､ 机と床の間に右手薬指を挟んだ｡

ほうきでゴルフのような遊びをして､ 本児童は机を元に戻そうと他の児童の後方に移動した

とき､ その児童がほうきを勢いよくスイングしたため振り切ったほうきの先 (木の部分) が左

眼に強く当たり負傷した｡

教室の北側に友達と人生ゲームをしていたとき､ 別の友達が前のめりに倒れて本児童にぶつ

かった｡ その拍子に本児童はコンクリートの柱に頭部をぶつけ負傷した｡

清掃終了後､ 他の児童とトラブルになり追いかけ合いなった｡ トイレに走り込んだ後を追い

かけたところ､ 戻ってきたトイレのドアのガラス部分を左腕で遮ろうとして前腕部を約����

程切った｡

廊下側からトイレの出入り口ドアを閉めようと､ ドアノブに右手をかけたところ､ 強風でい

きなり閉まってきたドアに､ 中指を挟んだ｡

以前､ 床に前歯をぶつけた｡ 固定処置を行うが､ 友達と遊んでいた際に友達の手が本児童の

歯にぶつかり再度外傷を受けた｡

教室の床磨きのためにポリッシャー (自動床洗浄機) の準備をしていたところ､ 一人の児童

がコンセントにコードを挿し込み､ 少し経ってから突然ポリッシャーが作動した｡ すぐ近くで

手伝っていた本児童の右手小指が回転したポリッシャーのコードに触れ､ 切断された｡

清掃場所へ移動中の廊下で､ 他の児童と言い争いになり､ 膝が本児童の口に当たり､ 左上の

歯が欠けた｡
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������ 小４年・男 ������
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����� 小５年・女 ��������

������ 小５年・女 ���

������ 小６年・男 ��������

������ 小６年・男 ���

小学校：[Ⅱ] 特別活動 (１) 学級活動



床を雑巾がけしていたところ､ 雑巾がひっかかって止まり､ 勢いがついたまま顔面を打ちつ

け､ 前歯３本を折った｡

�������	
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児童会活動中､ 班でけいどろを行っていた｡ 本児童はターザンロープの乗り口から逃げる際､

自分の足が引っかかり転倒し､ ���メートルほどの高さから落下した｡ 腰部左側を地面に打ち

つけ負傷した｡

����������
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クラブ活動中に台に手をぶつけ､ 治療をするため保健室に来室した｡ 椅子に座ろうとしたと

き ｢気持ち悪い｣ と言って後方に転倒した｡ この時､ 木の椅子の上においてあったやかんにぶ

つかり､ お湯が左上半身にかかり熱傷を負った｡

�����������
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竹トンボの制作活動をしていた｡ 自分の作った竹トンボを試しに飛ばしてみたところ､ 手前

に飛んできて､ 羽根が右眼にあたり負傷した｡

本児童は隣に座っていた他の児童にふざけて抱きついたところ､ それを振り払おうとして他

の児童が頭を振ったため頭部が､ 本児童の左顔面に当たった｡

������

朝活動で､ ２人組で体操棒を使う競技の練習をしていたとき､ 体操棒を次の走者へ渡そうと

したとき棒が跳ね返って隣の列で座って待機していた本児童の口元に当たり負傷した｡

Ⅱ 学校の管理下の障害の状況 ��

	
��	 小６年・女 ����

	
�� 小５年・男 	
����

	
��� 小４年・女 ������������

	
��� 小５年・男 ���������

	
��� 小６年・男 ���������
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雑巾を洗うため廊下の流しに行った｡ 掃除をせずににいた児童を注意したところ後ろから突

き倒された｡ 転倒した際廊下の床に口を強打した｡

	������������
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公園の広場でキャッチボール遊びをしているところを通りかかり､ 他の児童が投げたボール

が本児童の眼に当たった｡
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バレーボール部の朝練習で､ トレーニングメニューの折り返しダッシュをしているときに､

隣を走っていた児童との間隔が接近しすぎていて､ Ｕターンしたときに衝突した｡ その際､ 右

頬骨を相手に強打し､ 負傷した｡ 右眼を含む右側顔面の痛みを訴えた｡

	��#$� !"

他の児童と練習について口論となり､ 持っていた木琴のマレット (バチ) を本児童に向けて

投げた｡ そのマレットが本児童の右目に当たり､ 痛みを訴えてその場に座り込んだ｡

	%�&'(

夏期休業中の課外指導で登校｡ 集合の指示が出る前に､ 校庭で鉄棒をしていて落下し､ 右顔

面を地面にぶつける｡

�)�*+,-
	
�*+,-.

体育館から教室に帰るとき､ 本児童は全開になっていた体育館の出入口のドアの蝶番に手を
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���� 小５年・女 ��������
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小学校：[Ⅲ] 学校行事 (１) 健康安全的行事



かけて急に立ち止まったため､ 後ろから来た他の児童がドアに触れた｡ その瞬間､ ドアが閉ま

り右手親指を挟んだ｡

友達と鬼ごっこをして遊んでいた｡ 水道栓の付いた高さ１�位の台の上に上がって下へ飛び

降りようとした際､ 水道栓の蛇口に足がひっかかり､ 左側頭部から落下した｡ 左耳のあたりを

強く打ちつけ､ 左足も負傷した｡

教室前の廊下で追いかけっこをしていて､ しゃがんだ相手の髪を引っ張り立ち上がらせよう

としたところ､ その児童の頭が口元に当たった｡

廊下を走っていて､ 反対方向から走ってきた他の児

童と曲がり角でぶつかり､ 右頬を裂傷した｡

チャイムが鳴ったため､ 教室に戻ろうと走り出した

ところ､ 近くにいた児童とぶつかった｡ その際､ 相手

の歯が右頬に当たった｡

２時間目終了後､ 友人と一緒に職員室へ来ていた｡ 友人がロッカーの上に置いてあるポット

からお湯をつごうとしたが､ お湯が出ず､ 蓋を開けようとして手前に倒してしまった｡ 本児童

は逃げようとしたが反応しきれずに転倒し､ 床に流れたお湯で体に火傷を負った｡

グラウンドで鬼ごっこをしていて､ 鉄製のつり橋の遊具に登り､ すきまからとび降りて逃げ

ようとした際､ 鉄棒状のふみ板に左眼を打ったと思われる｡

帰りの会を待っている間､ 生活科室に入ってあさがおの支柱を取り出して他の児童とチャン

バラごっこを始めた｡ 他の児童は持っていた支柱が折れたので投げた｡ その破片が本児童に当

たり､ 左眼を負傷した｡

特別支援学級の教室に遊びに行き､ まと当てをしていた｡ 友人の振った指示棒の先端部が飛

んで､ 右眼に当たり負傷した｡

閉まっていた窓を開けようとして窓ガラスに押しあてたときに､ ガラスが割れてガラスの中

に手が突っ込み､ 右上腕部を切った｡

教室の隣にあるワーク室で友達とかけっこをして遊んでいたとき､ 窓ガラスが手に当たって

割れ､ 破片で左腕を切った｡
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ブランコからすべり台に移動しようと歩いていたところ､ つまずいて転倒した｡ その際､ コ

ンクリートの支柱に右頬部から眉にかけて強打し､ 出血した｡

鉄棒をしているとき転落し､ 顔面に挫傷を負う｡

鬼ごっこをして走っているときに他の児童にぶつかり左側頭部をぶつけた｡

ドッジボールをしていたところ､ ボールが外れベンチの下にボールが入り込み､ 駆け寄って

取ろうとしたところ､ 他の児童とぶつかり顔面をぶつけ､ 前歯部を強打した｡

小運動場で鬼ごっこをしていて､ 追いかけられたためすべり台を慌てて下からかけ上った際

に､ 顔面を打ちつけた｡

廊下を走っていたところ足を滑らせ転倒した際､ 防火扉の柱に前額部をぶつけて挫創を負っ

た｡

｢遊びに入れて｣ と言い､ ｢だめだ｣ と言われたところ､ けんかになり､ 頬を引っかかれた｡

校庭の桜の木に登り実を取ろうとしたところ､ 枝が折れて下に落ちた｡ その際手をついて右

手を負傷した｡

掃除道具入れの中に入って遊んでいる他の児童を上から覗こうと高さ����の掃除道具入れ

に上った｡ 降りようと､ 掃除道具入れに両手を掛け､ 窓の手すりに足を置いてした際､ バラン

スを崩し､ 掃除道具入れの戸に指を挟んだまま落下し､ 小指を切断する｡

ゴムひものついた自宅の鍵を首から下げて一人で持って遊んでいたところ､ ゴムの反動で鍵

が顔に跳ね返り､ 右眼に当たった｡

校庭で友だちとサッカーボールを使ってパス練習をしていた時､ 周りで遊んでいた児童の一

人の蹴ったボールが本児童の左眼に当たった｡

大縄跳びをしていたとき､ 着地と同時に足を捻った｡ そのあと痛いと思っていながらそのま

まにしていたが､ 痛みがひかず､ ３日後に受診した｡

鬼ごっこをして遊んでいたところ､ 中休み終了のオルゴールを聞き､ 昇降口に向かって走っ
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ていった際､ 体育館の外の柱にぶつかった｡

特別支援学級の教室において､ 他の児童がふざけて本児童の消しゴムを隠すふりをしたため､

取り返そうと服をつかんだとき､ 二人とも転倒した｡ その際､ 教室内に設置していたトランポ

リンの枠に上顎を強打し切歯２本が抜けた｡

中庭の縄跳びジャンプ台で遊んでいた際､ 近くにいた他の児童と接触して転倒し右眼を負傷

する｡

外に遊びに行こうと３階階段の手すりから頭を下の階に向け､ 体を二つに曲げて降りていた

途中､ バランスを崩し､ １回転する形で落ち､ ４段ほど階段を転がり右頬を打撲した｡

�������	�
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植え込み (ツツジ) の中に入って友達と遊んでいた｡ 友達が地面から出ていた小枝を曲げて

遊んでいたところ､ 手を離した拍子に跳ね返り､ 傍でしゃがんでいた本児童の右眼に小枝の先

端が直撃した｡

中学校の生徒らとサッカーをしていた｡ 本児童がボールを

蹴ろうとしたとき､ 他の児童の足が先に出て､ その足が本児

童の右手に当たった｡

水を飲んでいた本児童が廊下を歩きだそうとしたときに､

走ってきた上級生とぶつかった｡ そのはずみで壁に顔を打ち

負傷した｡

講堂 (体育館) 前の柵外の細いところに立ち､ 下の運動場に立っている児童と一緒に遊んで

いた｡ その際､ バランスを崩して落下し､ ２�下の運動場に顔面を打ちつけ､ 口唇の内側と口

の周辺が切れた｡

校庭の段差から友達と飛び降りる遊びをしていた｡ 高さがあったため飛び降りることができ

ず､ その場に立ち尽くしていると､ 背後から他の児童に押され､ 段差から転がり落ち､ 顔面と

右膝を負傷した｡

運動場で顔面と右前腕を虫に刺された｡ 刺された翌々日の朝､ 右前腕の虫刺されの部分が痛

いと保健室に行った｡ 養護教諭がアンモニア水を浸したガーゼを本児の右前腕に貼り､ ４時間
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後､ 右前腕に水膨れを伴う熱傷を起こした｡

学校行事を控えて､ 体育館倉庫に向かい､ 太鼓を移動させたとき､ 乗せてあったキャスター

台と共に太鼓が傾き､ 太鼓の釣輪 (直径����) が左眼上の額に当たる｡

友人と些細なことでもめていた｡ 追いかけられたため相談室に逃げ込んだところ､ 他の児童

が相談室のドアの鍵をかけた｡ 後ろから追いかけてきた児童が､ ドアの鍵のかけられたことに

腹を立てて窓ガラスをたたいたところ､ ガラスが割れた｡ 近くにいた本児童の左頬にガラスが

当たり切創した｡

当て鬼をしていた｡ 逃げるため､ すべり台に登って片足になっていたところバランスを崩し､

台の３分の１位のところから地面に落ち､ 頬を切った｡

障害物走の練習をしていて､ 平均台を渡り終える頃バランスを崩して落ち､ 左腕をついて地

面に倒れた｡

回転ジャングルジムでクラスの児童たちと遊んでいた｡ 両手で掴まって乗り､ 他の子供が回

していた時に手が滑って地面に顔面から落ちて口唇と下顎部を打撲切傷した｡

ボールあて鬼ごっこをして遊んでいて､ 友人とけんかになり､ 相手の爪で顔をひっかかれて

負傷した｡

異学年交流活動 (縦割り活動) で､ 多目的室で鬼ごっこをしていて､ 逃げまわっていた本児

童に後方から他の児童がぶつかってきて転倒し､ 机の角に顎をぶつけた｡

他の児童がトイレの個室に入ったので､ 友人とからかおうと､ 二人で隣の個室に入りタンク

の上に上がったところ､ 足を滑らせて落下した｡ トイレットペーパーホルダーの金属部の端で

左大腿部に切創を負った｡

鬼ごっこをしていた｡ 走って逃げていたとき､ 別のグループで鬼ごっこをしていた友人と出

逢い頭にぶつかり､ 転倒し､ 前額部 (頭部) を負傷した｡

サッカーをして遊んでいた際､ 至近距離で友人の蹴ったボールが右眼にあたり負傷する｡

屋上にあるタイヤを使った遊具で遊んでいた｡ タイヤの上に立ち上がっていたところ､ バラ

ンスを崩し落下､ 下顎を強打して負傷した｡

��

������ 小３年・男 �������	
��

������ 小３年・男 �������	
��

������ 小３年・男 �������	
��

�����	 小３年・男 �������	
��

������ 小３年・女 �������	
��

�����
 小４年・男 �������	
��

������ 小４年・男 �������	
��

������ 小４年・男 �������	
��

������ 小５年・男 �������	
��

����� 小５年・男 ��������

������ 小５年・女 �������	
��

小学校：[Ⅴ] 休憩時間 (２) 昼食時休憩時間中



昇降口のドアのガラス部分を右足の裏で蹴って開けようとしたら､ ガラスが割れ､ 割れたガ

ラスで右下腿を負傷した｡

屋外トイレの屋根に上がったボールを取ろうと屋根の上にのぼり､ 降りようとした際､ 屋根

のボルトに靴がひっかかり落下した｡ 両手首をついたが左下腹部を強打した｡

本児童が友人と追いかけっこをしていて､ トイレに勢いよく走っていき仕切のガラス壁に右

手を当てて負傷してしまった｡

運動会の応援の練習をしていた際に､ その様子をのぞいている他の児童を見つけたため､ 注

意しようと走って窓のところに行ったが､ 止まりきれずに窓に顔から突っ込んでしまい､ 左頬

と右手を硝子の破片で切ってしまった｡

校庭でＳけん遊びを行っている最中､ 本児童が不意に相手児童を押したため､ その児童が転

倒した｡ そのことで相手児童は立腹し､ 本児童の襟首を掴んで身体を押さえつけ､ 右目を蹴り

上げた｡

３階の教室から１階のトイレに向かう際､ 担任が肢体が不自由である本児童を抱き抱えて階

段を下りていた｡ 階段を下りきったところで､ 教員が濡れていた床で足を滑らせ､ 本児童を抱

いたまま転倒し､ 後頭部を強打した｡

教室で男子児童とふざけていて追われ､ 教室から廊下に出て女子トイレに逃げ込もうとし､

トイレ入口の壁に衝突し､ 顎を負傷した｡
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門より入ろうとしたところ､ 道路と校舎の敷地の境目の段差につまずき､ 前方へ転倒した｡

その際､ 門を開閉するレールに額を強打し､ 切れて出血する｡

自習時間､ 本児童が席を離れている他の児童に注意したら左手で顔を引っかかれた｡

一輪車に乗って遊んでいたときにバランスを崩して転倒｡ 前額部を地面に強打し額が切れた｡

児童集会が終わって教室に戻るとき､ 廊下をスキップしていてつまずき､ 廊下に置いてある

傘立てに顔をぶつけた｡
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母親に送ってもらい､ 一度下足室に行き荷物を置いた｡ その後もう一度母親のところに行こ

うとした際に､ 転倒し､ 地面で顔を負傷した｡

コンクリートでできた山の形をした遊戯施設で遊んでいた｡ 他の児童がブロック石材をその

遊戯施設の上まで運んでいたが､ その重さに耐えられず手を離してしまい､ 山の下で遊んでい

た本児童の右眼下に当たった｡

朝の読書の時間､ 担任が席を外した後､ おにごっこをして走りまわり､ 鬼になった児童が本

児童の背中にタッチした際､ 走っていた本児童の勢いと友達にタッチされた弾みで前向きに倒

れた｡ そのとき壁に物をかけるフックで右眼を強打した｡

傘をさして登校してきた児童の傘が､ 強風のため持っていた柄の部分を残して飛んでしまい､

門を入ってきていた本児童の顎の当たり切れてしまった｡

廊下から外トイレへと続くドアがなかなか開かず､ 力を入れ

てドアに開けた時に顔面をぶつけた｡ 割れたガラスで右頬と鼻

の下を切ってしまった｡

廊下で騎馬戦をして遊んでいた｡ 本児童は上に乗っており､

相手と組みあって転倒｡ その時に床で腹部を打ち､ 負傷した｡

トイレの前に歩いていたとき､ 鬼ごっこをしていて走ってい

た他の児童と強くぶつかり右手小指を骨折した｡

�������	
����

集団下校で集合する前の間に､ すべり台で遊んでいたところ､ 他の児童にふざけて押され､

すべり台の頂点付近から落下し､ 左顔面を地面に打ちつけた｡

友人とサッカーをしていて､ ボールを追いかけるのに夢中でぶつかってしまった｡ その際､

友人の歯で左眼瞼を切創した｡

友達と２人で鬼ごっこをして遊んでいたが､ 休憩しようと校庭端のコンクリートスタンドに

行こうとして３段目の階段を踏み外し､ 体左側のあばら骨と骨盤の間を強打した｡
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下校のバスを待っている間､ シーソーで､ 片側に３人乗り､ もう一方に乗った１人の児童が

跳ね上がる遊びを始めた｡ 本児童はシーソーの１人側に乗り､ 跳ね上がって降りてきたときバ

ランスを崩して前に傾き､ ハンドル (取手) に歯を激しくぶつけた｡

本児童は､ 友人と追いかけっこをしていた｡ 校庭の土手に登り､ 走って校庭に出ようとした

とき､ つまずいて転倒した｡ その際､ 顔面を側溝の�字溝にぶつけ､ 前歯の歯牙歯折と額を負

傷した｡

男子児童が着替えのため､ 教室の窓を閉めていた｡ 着替えを終えた本児童が教室の外に出て

いて入れなくなったので､ 廊下側の窓から入り､ 近くの机に飛び乗ろうとしたところ､ 勢いあ

まってバランスを崩し､ 前のめりに転倒した｡ その際､ 椅子の背もたれの角で右前額部を強打

した｡

友達８人と､ のぼり棒の支柱にぶら下がって遊んでいた｡ 前に飛び着地をすることを競って

いた際に､ 勢い余って背中から落ちそうになったので右手を着き､ 手首と肘を骨折した｡

玄関前で����離れたドーナッツ型の石の椅子に飛び移ろうとしたがうまくいかず､ 椅子の

手前で足を着き勢いあまって左腹部を石の椅子で強打した｡

ブランコに乗って遊んでいたとき､ 他の児童の蹴ったサッカーボールが本児童の右眼下にか

するように当たった｡
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歩道を横切って置いてある看板の配線につまずき転倒した｡ このとき地面に左手をついたが､

顔面を強打して眉間を負傷した｡

通学班の集合場所である駐車場で待機していた｡ 時間に余裕があったので､ 友人と鬼ごっこ

をしてたところ､ 車輪止めにつまずき転倒した際､ 前方にあったブロック塀に顔面を強打し､

前額部に挫創を負った｡

前の信号が青のうちに渡ろうと走り､ 誤って前に転倒した｡
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友人らと学童保育所に向かって下校中､ 空き地と道路の境を区切るために置いてあったコン

クリート製の�字溝の上に乗って遊んでいたが､ 雨でぬれていたため足を滑らせて転倒し､ �

字溝の端に額を強くぶつけた｡

前に並んでいた児童と離れたので追いつこうとして走り､ 転倒した｡

服で目隠しをしながら歩いていて､ 道路脇から１�下の田んぼに落ちた｡ その際､ 田に水を

入れるためのセメント製の側溝口のフタに右下腿をぶつけた｡

学校の南門を出てすぐのところで､ 後ろから走ってきた他の児童に押されて転び､ 左肘を地

面に強打し負傷した｡

路上に少し積雪があった｡ 右側はアスファルトが切れると草むらになり､ そして急斜面となっ

ている｡ 本児童は一人で自宅に向かい歩いていて草むらで足を滑らせ斜面に転倒した｡ その際

コンクリートの塊で右眼を強打し負傷した｡

転倒し､ その際､ 右の頬を切ってしまった｡ また､ 左足も負傷した｡

道路を歩いているとき､ 自分の足にひっかかり転んで､ 顔面 (口唇部) を側溝に打った｡

転んで前歯を負傷する｡

友達がバット代わりにして振った傘の柄が､ 眼球を直撃した｡

友人と帰宅中､ 近くで歩いていた他の児童は､ 持っていた木の枝を投げた｡ それが本児童の

左頬に当たり負傷した｡

��

������	 小１年・女 �������	
��

������
 小１年・女 �������	
��

������� 小２年・男 �������	
��

������� 小２年・女 �������	
��

������� 小３年・男 ��������

������� 小３年・女 �������	
��

������� 小３年・男 ���

������ 小４年・女 ���

������� 小５年・男 ��������

������� 小５年・女 �������	
��

小学校：[Ⅵ] 通学中 (１) 登校中



� ������	
���

������
�	
� �

理科の実験を班ごとに実施｡ 加熱しているステンレス皿上の酸化銅にビーカーに入っている

エタノールをたらした｡ その瞬間､ ビーカー内のエタノールに引火した｡ あわててビーカーを

机上に置いたとき､ エタノールが飛び出し､ 本生徒の右手､ 右腕､ 右耳にかかり火傷した｡

��
����

木工室で制作授業の際､ ストーブの近くで次の作業の指示を待っていたところ､ 他の生徒に

肩をたたかれた｡ 振り返った際､ ストーブで熱く熱したピンどめを左頬にくっつけられた｡

��
����

�� �

プールで､ スタート (飛び込み) のテストをし

ていた｡ 本生徒は､ 通常より深い角度で入水した

ため､ 頭頂部を底にぶつけうつ伏せで浮かんでき

た｡ ただちに助け上げたが､ 頚部の痛みと､ 四肢

の不随意運動が認められた｡

�� �

� ����

体育大会に向け組み立てダンス (組み体操) の練習をしていたところ､ ３段の塔の３段目で

一緒に組んでいた生徒がバランスを崩し､ 腕を掴まれていたため一緒に落下し負傷した｡

� ��	

準備体操 (腕立て伏せ) で床で歯を打った｡

Ⅱ 学校の管理下の障害の状況 ��

��
���� 中３年・男 
����������

��
���� 中２年・男 
����������

��
���� 中２年・男 �������

��
���� 中３年・男 ���������

��
���� 中３年・男 ����



�����

� ���

平均台の練習中､ 前転をしていて転落した｡ そのと

き右手小指を台に強く打ってしまった｡

� ���

跳箱運動中､ ｢頭はねとび｣ の練習をしていたとき

に着地に失敗し､ 下肢部を痛めた｡

練習中､ 台上前転の試技で本生徒は右手と後頭部及び補助者の補助の４点で前転した｡ (跳

箱横に補助２名が付く｡) その際背中から着地し､ そのとき頚椎を痛めた｡ 応急処置後､ 病院

を受診した｡

体育館で跳箱をしていたところ､ 跳箱から落ち左腕を負傷した｡

�� �

� 	
���

ドッジボールをした｡ ２個のボールを使用していたので､ 後ろからのボールが左目に当たり､

眼鏡が飛んだ｡ そのときに､ 目が開けられないくらい痛みがあり､ 視界がぼやけるということ

だった｡

� �
�

ゲーム中､ ボールを追いかけていて勢いがあまり､ 他生徒の頭に本生徒の左目付近が当たっ

た｡

� ���

テニスの授業を終え､ ネットを緩めるためハンドルを回していた時､ ネットのワイヤーがは

ねて目に当たった｡ 左眼が少しぼやけていたがそのまま次の授業を受けた｡ 帰宅後も左眼がぼ

やけていて良くならなかったので受診した｡

� ��	��

キーパーでボールを取る際､ 左手小指に強く当たってしまい負傷した｡

� ����

レシーブをするために頭からスライディングした時に､ 右顔面を床に打ちつけた｡

��

�	
��� 中１年・女 �������� 

�	
�� 中２年・男 !"�#$%&'()� 

�	
��� 中３年・男 *+�+,� 

�	
��� 中３年・男 -.������ 

�	
��� 中２年・女 /0�1234� 

�	
��� 中１年・男 /0�1234� 

�	
��� 中３年・女 /0�1234� 

�	
��� 中３年・男 �������� 

�	
���	 中３年・女 /0�1234� 

中学校：[Ⅰ] 各教科 (３) 保健体育



� ������	


試合中､ 相手チームのボールを取ろうとして他生徒とぶつかり

左顔面を強打した｡

� ����

前衛にいてシャトルを追って振り向いたところ､ 後衛の生徒の

振ったラケットが前歯に当たって破折した｡

�� �

� � �

柔道場で､ 準備運動のあと､ 前まわり受身の後 ｢頭が痛い｣ と

言って頭をおさえている姿を他の生徒が見ていた｡ 続いて､ 前まわり受身のテストがあったが

本生徒は普段どおりテストを受けた｡ テスト終了後､ 整列したときに嘔吐した｡ 体育担当教諭

に頭痛を訴え､ 歩いて保健室へ行った｡

授業終了時の着替え中､ 柔道場で友人とふざけていて､ 柔道着の帯を飛ぼうとして足が引っ

かかり､ 右腕が身体の下敷きになった状態で後方に転倒した｡

柔道の足技 ｢はらい｣ を二人組で学習していて､ 相手

の生徒に足をはらわれた時に転倒し､ 右手首を畳に打ち

負傷した｡

����

教室で､ 保健の自習をしていたとき､ 生徒間で言い合

いになり殴り合いになった｡ 本生徒の左眼に握り拳が強く当たった｡

�������	
��

職場体験学習中で建設業者に行き､ 木工加工の軽作業で電動カンナ盤を用いて角材のカンナ

ながけをしていた｡ 誤って付属の手押しカンナ盤の安全カバーを押し開き､ 右手人差し指をカ

ンナの刃先にとられることになり負傷した｡

���� �

リコーダーのテストのため､ クラス全員がそれぞれ練習していたところ､ 隣に座っていた生

Ⅱ 学校の管理下の障害の状況 ��

��	
��� 中２年・男 ���������

��	
��� 中３年・男 ����

��	
�� 中１年・男 �������

��	
��� 中３年・男 ��� !"#$%&��

��	
��� 中３年・女 '()*�+,��

��	
��� 中２年・男 ���������

��	
��� 中２年・男 -.)*�+,��

��	
��� 中１年・女 /���



徒が本生徒の耳元でリコーダーを強く吹いた｡

合唱祭に向けて歌の練習をしていた｡ 途中気分が悪くなり､ 倒れた際に床面に顔面を強くぶ

つける｡

������

授業開始後､ 腹痛のため､ トイレへ行こうと廊下を出た際､ 気を失い､ 倒れ顔面を流し場の

角に打ちつけて負傷した｡

授業中､ 後ろの席の友達と話をしていて少し口論になり､ 振り向きざまに手を出したところ､

止めようとした相手に手を握られ指を痛めた｡

昼休みから教室のカーテンつけを手伝っていた｡ ５時間目開始のチャイムが鳴ってしまい､

急いでつけようとして窓枠からベランダの方に落ちてしまった｡ その際､ 左の肘を強打した｡

�	
���
������

�����

給食当番がワゴンで給食を運ぶ手伝いのために配膳室前にいた｡ そのとき遊び始め､ 他の生

徒に後ろから抱きつかれ､ 手で払った勢いで､ 別のクラスのワゴンに顔面を強打した｡

�� �

本生徒は廊下を走っていたため教室に入るよう促されたが､ そのまま走った状態でドアのガ

ラスに右手を突っ込み負傷した｡

体育館の清掃に行くため､ 校舎から体育館への通路を歩いていたところ､ 他の生徒が本生徒

の左側から走ってきて衝突し､ 転倒した｡ その際､ 腹部を打撲した｡

本生徒は隣の席の女子と仲良くしていることに腹を立てていた他の生徒に廊下へ呼び出され､

いきなり顔面を殴られた｡

友人が教室内のドア付近でほうきを振り回していた｡ 本生徒は気付かずに自らドアを開け､

走りながら教室内に入ったところ､ 下顎に当たり､ 負傷した｡

��

�	
��� 中３年・男 ����

�	
���	 中３年・女 ���	
������

�	
���� 中２年・男 �������

�	
���� 中１年・男 ���������

�	
���� 中２年・女 ���������

�	
��� 中１年・男 ���	
������

�	
���� 中２年・男 � �!"��

�	
���� 中３年・男 ���������

�	
���� 中３年・男 ����

中学校：[Ⅰ] 各教科 (５) 音 楽



廊下を雑巾掛けしていた際､ 前につっかかり顔面をぶつけて前歯を負傷した｡

����

本生徒が普段遊んでいた玩具の拳銃に使われている雷管の火薬をほぐしてケースに入れて持

ち込んでいたが､ その火薬が机にこぼれてしまい､ 慌ててケースに戻して蓋を閉めたときに､

左手に持っていたケースが突然爆発した｡

�������
	
�����

入学式後の後片付けで､ 長机を運んでいた際､ 廊下で足が滑り､ 机の角に歯を強打した｡

	���������

���

他の生徒が校庭に落ちていた清掃道具の柄をバットのように振り回していて､ 柄だけが校庭

にいた本生徒の方向に飛んで行った｡ ｢危ない｣ と声をかけられた本生徒が振り向いたため､

右眼周辺に柄の先端部分が当たって負傷した｡

	�������

�	
���

体育祭でリレー中､ カーブのところで他のランナー

と接触して転倒してしまい､ 左腕を強く地面に打ち

つけてしまった｡

	������������

�����

修学旅行のスキー講習中､ 転倒した｡

修学旅行の２日目､ 宿泊先で夕食後から就寝までの時間､ トイレから戻ってきた級友がテレ

ビを見ていた本生徒の左腹部をふざけて蹴った｡

新学期を迎え､ クラスが新しくなったが環境になじめず､ その後､ 修学旅行に参加したが､

負担感を強く感じるようになった｡

Ⅱ 学校の管理下の障害の状況 ��

������� 中３年・女 ����

������� 中３年・男 ���	
����

������� 中２年・女 ����

������� 中１年・男 �
������

������� 中１年・女 ���	
����

������� 中２年・男 ��
����

������� 中２年・男 �������

������� 中３年・女 ��
����



��������

一泊移住を実施していた時のカヌーの活動で､ 下船後にカヌーが波に押されて浜に乗り上げ

た｡ その際､ 船底と浜の間に体が挟まれ足を負傷した｡

�������
	
������

�	
��

陸上部の練習が始まる頃､ 他の部員数人が話しているところに近づいていったところ ｢来る

な｣ と言われた｡ それでも近づいたときに､ 部員の一人が本生徒の左手を握って持ち上げたの

で､ 払おうとした際に､ 指を痛めてしまった｡

グラウンドにいるとき､ サッカー部のボールがあったので､ 部の方へやろうと思い強く蹴っ

たところ､ 近くにいた生徒の出した足に当たって跳ね返り､ 右

眼に当たった｡

大会に����リレーと����走の選手として参加､ リレーの第

一走者として走った時は異常はなかったが､ ���走予選に出場

し､ ゴールした後､ 突然意識を失ってその場に倒れた｡

� �

� �����

大会があるため､ 整備中に他の生徒が使って立てかけていたレイキが突然倒れてきて､ 柄の

部分が本生徒の右耳に当たった｡

試合中にボールを追いかけていたところ､ 前を走る相手を追い抜こうとした際に足がからま

り転倒し､ 膝を負傷した｡

４対２のボール回しをやっていたとき､ 相手選手の蹴ったボールが本生徒の左眼を強打した｡

キーパーをしていて､ シュートしたボールが地面にバウンドして､ 下方から右眼に直撃した｡

ボールを蹴ろうとしたときにボールの上に乗ってしまい､ 転倒して右手を地面に突いてしまっ

た｡

��

������� 中１年・女 �	
��������

������� 中２年・男 ����
����

������� 中３年・男 ��
������

������� 中３年・女 � �!"��

������� 中１年・男 #���

������� 中３年・男 �	
��������

������� 中３年・男 ��
������

������� 中３年・男 ��
������

������� 中３年・男 $%��
����

中学校：[Ⅲ] 学校行事 (４) 遠足・集団宿泊的行事



� ����

バレーコート内でサーブの練習をしていた｡ 他の生徒が打ったボールが､ 本生徒の右眼に当

たった｡

ネットを張る準備のため､ ワイヤーを締めていたところ､ 突然５��の太さのワイヤーが切

れ､ 右目を直撃してしまった｡

� ��	����

本生徒は他の生徒３人とともにコートの横に並んでいた｡ そこへボールが急に飛んできたの

で打ち返そうとしたときに､ 同じく打ち返そうとした他の生徒が振ったラケットが前歯に当た

り受傷した｡

� ��	
���

練習試合で､ 自打球を右眼にあて倒れ込んでしまった｡

バウンドしたボールを受け損なって右人さし指を痛めた｡

練習試合中､ 打ち上げたフライボールを捕ろうと追いかけていた際､ チームメイトも同じよ

うに追いかけていたのに気付かず､ チームメイトの右頬と本生徒の左上眼臉がぶつかった｡

� ��

運動場のフェンスに向かってダッシュして走り､ タッチして帰ってくる練習中に､ 勢い余っ

てフェンス前にある側溝の角で左膝を打ちつけた｡

ランニング中に石につまずいて転倒する｡ 地面で顔を打ち､ 上前歯４本を負傷した｡

活動後､ 小石や砂をかけあって遊んでいた他の生徒が本生徒にも砂をかけた｡ 砂をかけられ

た本生徒が怒って殴りかかったところ､ 顔を殴り返された｡ その際に､ 以前に折ったことのあ

る前歯を再び折り､ 口の中も切った｡

外野手のノック中に､ 外野から返球を受けた本生徒が､ ボールを１塁に投げたとき､ 次の外

野ノックのボールが左眼に当たり､ 負傷した｡

練習試合中､ バックネット裏に置いてあるグローブを取りに行こうと､ サークルの外で素振

りをしていた部員の横を通り過ぎようとした際､ バットの先に本生徒の顔面口付近に当たった｡

Ⅱ 学校の管理下の障害の状況 ��

������� 中１年・男 ���������

������	 中１年・女 ���������

������� 中２年・女 ����

������
 中２年・女 ���������

������� 中２年・女 ���������

�����
� 中３年・女 � �!"�#$%&��

�����
� 中１年・男 � �!"�#$%&��

�����
� 中１年・男 ����

�����
� 中１年・男 ����

�����
 中２年・男 ���������

�����
� 中２年・男 ����



バッティングピッチャーをしていたところ､ 打者の打ったボールが､ ワンバウンドして左眼

に当たった｡

練習試合中､ 相手ピッチャーの直球を思いっきり打ったところ､ 自打球が右眼に直撃した｡

親善試合中､ 本生徒が打ったボール (自打球) が左目に当たり､ 負傷した｡

練習試合をしていた｡ 本生徒はピッチャーをしていて､ ３塁にベースカバーに入った時､ 送

球が右眼に当たった｡

本生徒がティーバッティングの球出しをしていたとき､

バッターが打ったボールをよけきれず､ 右眼に当たり負傷

した｡

練習試合をしていて､ 打球を追いかけているとき､ 同様

に追っていた生徒と激突し､ 相手の頭部が本生徒の左腹部

を強打した｡

大会での試合中､ 自打球が左眼に当たり負傷した｡

ハーフバッティング中に他の生徒が隣で同じように練習していた球が左目に当たり負傷した｡

校庭でキャッチボールしていた｡ 本生徒が相手にボールを投げようとして､ 誤って自分のす

ぐ前の地面に投げて､ 跳ね返ってきた球が右眼に当たり負傷した｡

フリー打撃の練習をしているとき､ 防球ネットの後ろで投手にボールを渡す役をしていて､

誤って防球ネットから顔を出した際､ 打者が打った球が本生徒の右眼に当たり､ 受傷した｡

トスバッティング中､ トスを上げていたところ､ 他生徒の打った打球が右眼に当たり負傷し

た｡

バッティング練習をしていたところ､ 自打球が左眼に直撃した｡

バッティング練習をしていたところ､ 自打球が左眼に直撃した｡

��

������� 中２年・男 �������	


������	 中２年・男 �������	


������� 中２年・男 �������	


������
 中２年・男 �������	


�����
� 中２年・男 �������	


�����
� 中２年・男 ����	


�����
� 中２年・男 �������	


�����
� 中２年・男 �������	


�����
� 中２年・男 �������	


�����
 中２年・男 �������	


�����
� 中２年・男 �������	


�����
	 中３年・男 �������	


�����
� 中３年・男 �������	


中学校：[Ⅳ] 課外指導 (１) 体育的部活動



� ������	

練習試合中､ 正面からスピードを上げて突入してきた相手が本生徒に激突｡ その際に相手の

肘が本生徒の目の下方に激しく接触した｡

� 
�����	

他校と練習試合をしていた｡ 本生徒は相手チームのアタックをブロックした際､ 右人指し指

を負傷する｡

� 
������	

ボールを取ろうとして勢いよく走っていた｡ そのとき､ 反対側からボールを取りに来ていた

友人の頭に本生徒の前歯が強く当たった｡

シュートをした後に他の生徒の頭とぶつかり､ 下顎を負傷した｡

３対２のゲーム形式でボールを追いかけていたところ､ 自分の足に引っ掛かり､ 手をつく暇

もなく顎を床に強打した｡

ディフェンスをしていて､ 同様にディフェンスをしていた他の生徒の右肘が口に当たり､ 前

歯が抜けた｡

� ��	

校舎の周りを走っていた｡ ノルマを終了したのでかくれんぼをして遊んでいた｡ 車の陰から

出たとき､ 同じく走っていたバドミントン部の生徒の額に口をぶつけた｡

� 
�����	

前方でラケットを振っていた他の生徒が､ 下がりながらラケットを振った際､ 距離の近くなっ

た本生徒の眼に当たり負傷した｡

ネットを挟んで本生徒がシャトルを投げ相手が打つ練習をしていた｡ 相手の打ったシャトル

が左眼に当たり負傷した｡

本生徒がシャトル出しをしていたところ､ 相手の打ったシャトルが本生徒の右眼に直撃した｡

Ⅱ 学校の管理下の障害の状況 ��

������� 中２年・女 ���������

������� 中２年・女 ������ ��

������� 中１年・男 !"��

������� 中１年・女 !"��

������� 中１年・女 #$�%&	'()*��

������	 中３年・男 !"��

������
 中２年・男 !"��

������� 中１年・女 ���������

������� 中１年・女 ���������

������ 中２年・女 ���������



�� �

� ���

試合中､ 本生徒は相手から払い腰で投げられた際､ 相手生徒の腰が頭に乗ってしまい､ 頚椎

を負傷した｡

� ���

新入生に素振りの指導をしていた｡ 本生徒が後ろを振り向いたとき､ 竹刀が眼に当たった｡

����

� ��	�

大会に参加していて本番前の練習で滑走中､ コース上のこぶのショックでスキー板が外れ､

バランスを崩したまま防護フェンスを突き破り､ 目の前の木立に頭部から突っ込む形で衝突し

負傷した｡

������

飯ごう炊さんでかまどの火の調整をしていて､ 薪を取ろうとしてバランスを崩して倒れた際

に､ 隣のかまどから地面に移されていた別の鍋の中へ両手をついてしまった｡

授業中に担任､ 学年主任､ 生徒指導主任と話をした後､ 授業に戻る前に１階の昇降口に上履

きを取りに行った｡ その後､ 教室に戻らず､ ４階に上がっていき非常階段の踊り場に出て､ 手

すりを乗り越え飛び降り転落した｡

�	
���
�������

他の生徒にからかわれ､ つかみ合いになり､ よろけて体勢を崩したとき､ 相手に体を抑えら

れ､ 膝で眼部を蹴られた｡

廊下の教室側の窓際に立っていた｡ 他の生徒が廊下を走っていて転倒した拍子に､ 本生徒に

勢いよくぶつかり､ はずみで教室の窓に左肩からつっこみ､ 肩から腕にかけて切傷を負った｡

朝のホームルーム後に､ ２階と３階の間の踊り場にある､ 窓のひさし部分 (地上から約７�)

から転落し､ 背骨と腰､ 胸を強打した｡

��

��	
��� 中１年・男 
���

��	
��� 中２年・女 ��������

��	
��� 中２年・男 ������

��	
��� 中１年・女 ��������� �

��	
�� 中３年・男 ������

��	
��� 中１年・男 ��������

��	
��� 中１年・男 ��������� �

��	
��� 中１年・女 ������

中学校：[Ⅳ] 課外指導 (１) 体育的部活動



廊下を走っていたところ､ 止まっていた生徒の横を通る際に足を引っかけられ､ 躓いて転倒｡

その際に顔面を床で強打し､ 上の前歯を負傷した｡

廊下を歩行中､ 隣のクラスの入り口に立っていた他の生徒に突然手をつかまれ廊下を走って

ひっぱられた｡ トイレに引き込まれると思ったので思い切り手を振り払ったところ､ その生徒

は立ち止まったが､ 本生徒はブレーキがきかず､ トイレの隣の音楽室入り口のガラス部分に右

腕をつっこみ負傷した｡

�������	�
�

教室や廊下で友人と走り回って遊んでいた｡ 本生徒が教室のドアの蝶番側の受け枠に右手小

指をかけたとき､ 他の生徒が廊下側から勢いよくドアを閉めたため､ ドア枠と受け枠に挟まり､

切断された｡

同じクラスの生徒が喧嘩をしていたので止めに入ったところ､ 顔を叩かれたりひっかかれた

りした｡

３階ベランダの手すりの上に立って外側にかかっている防御ネットをつかんで遊んでいたと

ころ､ 手が離れて地上コンクリート部分に落下し､ 全身を強打した｡

２階廊下で上級生に呼ばれ､ 面白いことをさせられていたが､ 面白くないという理由で背中

や腹部を殴られたり蹴られたり､ 暴行を受けた｡

長縄飛びの練習中､ 飛び損ねた生徒の足に縄が引っ掛かり､ その反動で縄の持ち手の部分が

生徒の眉間を直撃した｡

教室で遊んでいて､ スリッパを庇に落とし窓の外の手すりパイプを乗り越えて取った｡ 友達

が入るのを制止するような仕草をしたため､ 驚いた本生徒は後ろに下がり､ 足を踏み外して下

の校庭に転落し､ 全身を強打した｡

他の生徒と特別支援学級の教室で遊んでいた時に､ 振り回した世界地図の角が歯にぶつかり､

上顎前歯３本が折れた｡

鬼ごっこをしていた際､ 逃げようとしてバランスを崩して転倒して腰のあたりを負傷した｡

Ⅱ 学校の管理下の障害の状況 ��

������� 中２年・男 ����

������� 中２年・女 ���	
������

������	 中１年・男 ���������

������� 中１年・男 ���	
������

������� 中１年・女 ���	
������

������� 中２年・男 �������

������
 中２年・男 ���	
������

������� 中２年・男 �����

������� 中２年・男 ����

������ 中２年・男 ���������



鬼ごっこをして遊んでいた｡ 本生徒が友人を追いかけ体育館玄関の出入り口を走り抜ける際､

ガラス扉を開けようと両手を押し込んだため､ ガラスが割れ右前腕部を負傷した｡

女子更衣室で､ 友達との言い合いから引っ掻き合いに発展する｡ 顔面を引っ掻かれ､ 髪の毛

を引っ張られ､ 頭､ 首､ 肩を殴られた｡

昼休み中､ 教室で友達とけんかになり､ 相手の生徒に顔を引っかかれて負傷した｡

教室前の廊下でふざけ合っていた｡ 走り出したところ､ 前を走っていた友達と反対側から走っ

てきた男子生徒がぶつかり転倒した｡ その際､ 倒れてきた友達の頭が本生徒の歯に当たり､ 負

傷した｡

教室でからかい合っているうちに､ 友人の手が本生徒の口に強く当たり､ 歯が抜けた｡

教室の廊下を友人と走って遊んでいた｡ 勢い余って廊下のつきあたりの教室の扉に体当たり

しガラスが割れて顔や腕を負傷した｡

友達とふざけあっていたところ､ 友達に左頚部を一発殴られた｡ その直後から､ 左目の一部

が見えないなどの異常を感じた｡

友達がキャッチボールをしているのを見ていたところ､ 飛んできたボールが口に当たり､ 前

歯が取れた｡

�������	
��

他のクラスの男子生徒が眉をカットしようと自宅から安全カミソリを持参していたが､ 本生

徒を脅そうとして後ろに回り､ 頬にキャップを付けたカミソリを当てた｡ 本生徒はびっくりし

て振り返った為､ カミソリのキャップが外れ､ 負傷した｡

自転車で登校後､ 駐輪場に入ろうとしたところ､ 前日の雨で落ち葉が濡れていたため滑った｡

自転車に乗った状態で左前方向へ転倒し顔面を打った｡

���������	
��

部活動前に､ 本生徒と友人の２名でバスケットボールで遊んでいた折､ ボールの取り合いか

��

������� 中２年・男 �������	


������� 中２年・女 ���������	


������� 中２年・女 ���������	


�����	� 中２年・女 ��	


�����	
 中３年・男 ��	


�����	� 中３年・男 ���������	


�����		 中３年・男 �������	


�����	� 中３年・男 ��	


�����	� 中２年・女 ���������	


�����	 中３年・女 ��	


�����	� 中２年・男 �������	


中学校：[Ⅴ] 休憩時間 (２) 昼食時休憩時間中



らあらそいになる｡ その際､ 本生徒の膝蹴りが左眼に当たり､ 負傷した｡

部活動中の生徒が地面に倒れている人を見つけ､ 教員が現場に急行したところ､ ４階トイレ

から落下し､ 負傷したと思われる本生徒を発見した｡

３階ホール外のベランダで友人とトラブルになり､ 相手の左こぶしで右眼を強打され負傷し

た｡

友人とふざけあっていたところ､ その友人の足が本生徒の足に引っかかり転倒し､ 右肘と右

膝を強打した｡

コールドスプレーを腕に吹き付け､ 友人と ｢どちらが長時間耐えられるか｣ の我慢比べをし

ていたところ､ 両前腕が赤く腫れヒリヒリとした強い痛みを感じた｡

教室前の廊下で遊んでいて､ 棒状に丸めた新聞紙が左眼に当たった｡

友人と校舎外で遊んでいた時､ 自転車置き場の屋根にあがったボールを下におろし､ 校舎案

内図の看板に足をおいて降りようとしたが､ 足が滑って落下し､ 顔面を地面に打ち付け受傷し

た｡

������
�	
���

���

自転車で坂道を下っていた際､ 通りかかった小学生と接触しそうになったので､ ハンドルを

切ったところ､ 顔面から転倒し､ 頭部と口元と腕を負傷した｡

長い下り坂を自転車で下っていった｡ その際､ 急に猫が飛び出てきたため､ 急ブレーキをか

けたところ後輪が上がった状態になり､ 顔面から転倒して地面に強打し､ 顔面､ 歯牙及び四肢

を負傷した｡

�
���

�� �

本生徒と他の生徒で授業中言葉の行き違いがあり､ 門前の通路付近でけんかとなった｡ 本生

徒が靴のひもを､ 結ぼうとかがんだ際､ 左眼下を蹴られ､ 頭部をつかまれ膝足蹴りされ､ 倒れ

Ⅱ 学校の管理下の障害の状況 ��

��	
��� 中２年・女 �������	


��	
�� 中２年・男 ������	


��	
��� 中１年・ �����	


��	
��� 中２年・男 ����������	


��	
��� 中３年・男 ������	


��	
��� 中２年・女 ������	


��	
��� 中３年・男 ��	


��	
��� 中３年・女 ��	


��	
��� 中２年・男 ������	




たところを２度蹴られ､ 頭部､ 顔面などに数ヵ所を負傷したものである｡

����

自転車で､ 左手をハンドルから離したときにバランスを崩して転倒した｡ その際に左膝と手

を負傷した｡

二人で歩いていたが､ 急に体調が悪くなったため､ 自転車通学の友達がやむを得ず自転車の

後部に本生徒を乗せて帰宅する｡ 坂道を下り角を曲がろうとしたところでハンドルに下げてい

たカバンが自転車の前車輪にひっかかり､ 急に停止する｡ その反動で後ろに乗っていた本生徒

が飛ばされ､ 地面で顔､ 首などを強打する｡

��

�����	
 中２年・男 �������	
��

�����	� 中３年・女 ������

中学校：[Ⅵ] 通学中 (２) 下校中



� ��������	��
�������

������
�	
� �

ガラス細工をして後片付けの際､ 使い終わったガラスの棒を洗おうとして右手で握ったとこ

ろ割れてしまい､ 右手掌の人差し指の付け根部分を深く切ってしまった｡

��
 �

実習が始まったとき､ 本生徒がフライス盤につける約３��のフルバックを取り替えようと

して両手で持って作業を始めた｡ 同時に他の生徒が自動送りレバーを操作して､ バイスを上げ

たため､ 本生徒の両手が機械に挟まった｡

��
����

�����

� �����

体育で使うマットを準備中､ 他の生徒がマットを回しそのマットを飛び越すことをしていて､

本生徒はマットにつまずき顔面から転倒した｡ 口を打ち､ 歯が脱臼し､ 顎を切った｡

� �	


馬とびで飛んだときに､ 足がひっかかり､ 顔か

ら床に落ちる｡

�����

� ��

持久走 (３��) をしていて､ 残り数百�を残したところで突然バタンと前方に頭から倒れ､

意識不明及び心肺停止状態になった｡

� ���

体育大会のむかでリレー (��人１組で本人は真ん中の位置) を練習中､ 前の生徒がバランス

を崩したため､ 後の生徒に引っ張られながら前のめりに転倒した｡ 転倒時は異常なかったが､

友人に付き添われ保健室に寄り､ 授業に戻るために診察台から立ち上がったところ (転倒��分

後)､ 手足に力が入らず､ 歩けなくなった｡

Ⅱ 学校の管理下の障害の状況 ��

������� 高３年・男 �������	����

����� � 高３年・男 ����� !��

����� ! 高３年・男 "#��

����� � 高１年・女 "#��

����� " 高１年・男 $%�&'��

����� � 高１年・女 ()�)*��



� �����

走り高跳びをしていて空中で体を伸ばしときに左足付け根に

痛みを感じた｡ そのまま着地したが痛みがひどくて立つことが

できなくなった｡

�� �

� �	
��	����

試合をしていて､ 相手選手が１�以内の近距離から蹴ったボールが､ 本生徒の右眼に直撃し､

打撲する｡

ゲームをしていて､ 至近距離から相手生徒の蹴ったボールが

右眼に当たった｡

前に大きく送ろうと強く蹴ったボールが､ ボールを奪おうと

近づいた本生徒の顔面を直撃した｡ 鼻出血､ 右眼かすみを訴え

た｡

相手が近距離で蹴ったボールが､ 右眼に当たった｡

ミニサッカー場でサッカーを行い終了後､ ふざけてゴールポスト上側に両足をかけぶら下がっ

た際､ バランスを崩しゴールポストごと転倒し地面に首を強打した｡ 首から下の感覚の麻痺が

確認された｡

試合中､ ゴールキーパーをしていたところゴール前で他生徒と何度か競り合いになり､ 試合

終了間際にもみ合いに発展し､ 顎を一発殴られた｡

相手が至近距離から蹴ったボールが､ 本生徒の左眼球を直撃した｡

友人が蹴ったボールが眼に当たった｡

� �����

本生徒はキャッチャーをしていたが､ 生徒が打った後バットを投げて走り出した際に､ その

バットが左前額部にぶつかった｡

ピッチャーが投げたボールがバッターに当たり､ そのことが原因で言い争いになった｡ 本生
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������� 高３年・男 ���������

������	 高１年・男 ����� !��

������
 高２年・男 ����� !��

������� 高２年・男 ����� !��

������� 高２年・男 ����� !��

�����	� 高３年・男 "#�#$��

�����	 高３年・男 "#�#$��

�����	� 高３年・男 ����� !��

�����	� 高３年・男 ����� !��

�����	� 高１年・男 %&�'()*+,-��

�����	� 高定２年・男 ./��

高等学校・高等専門学校：[Ⅰ] 各教科 (３) 保健体育



徒が喧嘩を止めようとバッターの生徒を抑えたところ､ つかみ合いになり､ 顔面を殴られ前歯

を負傷した｡

打順が近づいたためバッターボックス付近にいたところ､ 素振りをしていた他の選手のバッ

トが本生徒の左頬に当たり負傷した｡

ゲーム (試合) を行った｡ キャッチャーマスクを着けずにキャッチャーをしていたので､ バッ

ターがボールを打った後､ 手から離れたバットが口元に当たり､ 歯牙破折､ 口唇部裂傷を負っ

た｡

本生徒は打席から７～８�離れた地点で座った状態で応援していた｡ 打者が打った際両手か

らバットが抜け､ 応援していた本生徒の額中央部に直撃した｡

� ������

転がったボールを取ろうとして体を低くする体勢で走っていたら､ 他生徒の肘が前歯に当た

り､ 前歯が根本からぐらぐらした状態になってしまった｡

練習をしていた際､ 相手と接触し､ 前歯を折った｡

� 	
�����

試合で､ ドリブル中にディフェンスの相手選手と接触し､ ドリブルしていたボールが左小指

に当たって負傷した｡

試合をしていて､ 他生徒の肘が本生徒の前歯に当たり､ ４歯が破折した｡

試合中､ ボールを取ろうと振り向いたところ他生徒の顔面と顔面が当たり負傷した｡

試合中､ 他生徒の顔面と顔面が当たり負傷した｡

５対５の試合をしていたところ､ ゴール下で味方から投げられたボールのパスを取り損ね､

右手の小指にボールが直撃した｡

ゲーム中､ パスを受けようとしたときにバウンドしたボールが左指に当たり､ 負傷した｡

� 	����

バドミントンをした後､ 教室で着替えていたら､ 目がチカチカして気分が悪くなり歩けなく

Ⅱ 学校の管理下の障害の状況 ��
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なった｡

ダブルスのゲームを行っていた｡ 中間地点に来たシャトルをお互いが打ちに行って交錯し､

ラケットのフレームが本生徒の右眼瞼を強打した｡

ダブルスの試合中､ 味方の打ったシャトルが右眼に直撃した｡

シャトルがそれて隣の学生と重なるようになってしまい､ 左隣にいた学生の振りきったラケッ

トが右耳に当たった｡

� ���

校庭で一度ボールを蹴ろうとして転んだ｡ その後､ 再度意識を失って顔面から倒れた｡

�� �

� � �

相手に巴投げをされ受身に失敗し､ 左腕に体重が乗っ

てしまい負傷した｡

受身の練習をしていて､ 投げられた際にバランスを

崩してうつぶせ状態で畳の上に落ち､ 胸と左耳を強打

して耳の痛みと耳鳴りが生じた｡

技をかけられ転倒しそうになったとき､ 思わず左手をついてしまった｡

柔道の ｢投げの形｣ の試験中､ 肩車という技で本生徒が肩に担がれ畳に頭から頷くような格

好で落下し､ 首を負傷した｡

����

スキー授業中のフリー滑走中､ 他の人と交錯し

衝突し負傷した｡

滑走中､ スピードコントロールができなくなり

曲がり切れずにコース脇のフェンスに顔面を強打

したものである｡

体育のスポーツテストで､ 体育館内でサイドステップ��秒×２回を実施後､ 武道館に移動し､
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高等学校・高等専門学校：[Ⅰ] 各教科 (３) 保健体育



上体起こしを��秒×１回行っていた途中､ 頭が急に痛くなった｡ その後も我慢して体育館へ移

動し握力・体前屈測定を開始しようとしたとき､ 急に左眼の痛みを訴えて床に倒れこんだ｡

������

起立した際､ 窓の外に何かが見えて覗こうとした｡ 窓が開いていると勘違いし､ 思いっきり

額から窓に突っ込み､ 右前額部を挫創した｡

旋盤を使って制作物を布ペーパーで磨く作業を行っていたところ､ ジャージの右袖口部分を

巻き込まれた｡ このとき､ 上半身も旋盤の方に引き寄せられたため､ 前かがみにとなり左顔が

接触した｡

課題研究の授業で電動カンナを使っていたところ､ 誤って左手人差し指を負傷した｡

�	
���
�������

���

ステージ発表のクラス対抗仮装大会のときに､ 本生徒がステージ上で後方宙かえりをしたら､

着地の際に足元が滑って前方に転倒し､ 上の前歯をステージの床に強打した｡

�������

�����	
�

体育大会の練習中で､ 柔道場で組み体操の練習をしていた｡ 本生徒が友人と肩車をしていて

バランスを崩し､ 後頭部の首の辺りから畳に落ち負傷した｡

体育大会での騎馬戦中､ 相手側の騎馬が強く勢いがつき､ 本生徒側の騎馬が後方に押される

格好となり､ 騎上者が右方向に落ちかけたところで手で支えたが､ そのまま後方に崩れ地面に

倒れた｡
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運動会予行練習の時間､ 運動場で��人��脚の種目に出場中､

両足をくくったままの状態で大きく開脚したため､ 転倒し､ 膝

を負傷した｡

�����

クラスマッチのバスケットボールの試合中､ 接触プレー時にボールで左手小指を突いた｡

�������	
���

����	

修学旅行第三日目､ バナナボート乗っていた時にボートから振られて転落し顔面を負傷した｡

�
��

� ���

スキー研修の実習中､ 顔面を鉄柱にぶつけてしまい､ 唇と顎を切り､ 前歯を３本折った｡

�������
���������

���

部活動として校舎周辺を自分のペースでランニングしていた｡ 一周 (約����) 走り終わっ

たところで急に倒れた｡

����

� ���	

平行棒で､ 二回宙返りが回りきれなくて落下してしまった｡ そのときに､ 顔面中央に膝が強

く当たり鼻と歯を打撲した｡

吊り輪の練習中､ 本生徒は後方肩回転を行った｡ 肩を返した瞬間､ スイングがスムーズにで

きず手がはずれて頭部から落下してしまった｡

�� �

� 
���

練習開始前に石炭倉庫を片付けていたところ､ 倉庫の側にあるブルペンで､ 野球部の生徒が
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高等学校・高等専門学校：[Ⅱ] 学校行事 (２) 体育的行事



キャッチボールをしていたボールが飛んできて､ 本生徒の左眼に当たった｡

相手の蹴ったボールが顔面に当たり､ 前歯が折れた｡

試合中に､ 浮いているボールを本生徒はヘッドで､ 味方の生徒はトラップしようとして足が

本生徒の顔面に強打し負傷した｡

ゲーム形式の練習中､ 相手チームの生徒の肩が本生徒の前額部に当たり､ 前額部が割れるよ

うな形で切れ､ 出血した｡

ボールを競り合っていて相手の頭部と本生徒の右顔面部とぶつかり右上眼瞼に裂創を生じる｡

校内での紅白試合で､ クロスボールにヘディングをした際､ 本生徒の前頭部と他の生徒の側

頭部が当たり座り込むように倒れた｡ 同夜､ 頭痛・嘔吐の症状が出たため､ 受診｡ 急性硬膜外

血腫と診断｡ 開頭手術により､ 頭部に約����の手術創が残った｡

練習試合で､ ヘディングをしようとした際､ 相手ゴールキーパーの手が本生徒の左顔面に当

たり､ 倒れた｡

遠征中の練習試合で､ シュートを打とうとするところをブロックした際､ 相手選手の左膝が

本生徒の下腹部を直撃した｡

試合形式の練習を行っていた｡ 本生徒はゴールキーパーをしていて､ シュートを止めようと

横に飛んだ際､ ゴールポストに顔面から突っ込んでしまい､ 歯を損傷した｡

� ����

相手のミスショットにより左目にボールが直撃する｡

ボレーの練習中､ 受けたボールが本生徒の持っていたラケットの木枠に当たって跳ね返り､

右目を直撃した｡ (自打球)

� ��	
���

投球マシーンを使ってバント練習をしていたところ､ ボールが直接左眼のあたりに当たった｡

試合中､ 本生徒は､ １塁から２塁への走塁の際､ 急に左膝に痛みがあり走れなくなった｡ 応

急措置後､ 直ちに医療機関に受診した｡
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� ���

体育館での練習中､ ８：��頃からトレーニング (体育館を３周全力疾走し､ 数分間休憩して

１セット) を行っていた｡ 本生徒は３セット後から辛そうだった｡ ５セット終了後､ 左足に力

が入らないような形で左回りを２､ ３回した後､ 自分で胸を数回叩きながらその場に倒れこん

だ (８：��頃) 意識はあるが反応は鈍く､ 顔面も麻痺しているようだったので､ 救急車を要請

(８：��頃) して病院を受診した｡

バッティングマシーンのボールがよけきれず､ 左眼に直撃し負傷した｡

バッティング練習マシンにボールを入れていた｡ 打ち返されたボールが､ 防球ネットの穴を

突き抜けて本生徒の前額部に直撃した｡

アップ､ キャッチボール後､ ピッチング��球､ ５分休憩､ ���ダッシュ��本､ ５分休憩シャ

ドーピッチング	�回､ １分インターバルの縄跳びを５セット中４セット目で少し頭が痛くなり

休ませる｡ その後､ ストレッチ体操中も頭痛を訴えるので休ませる｡ グラウンド整備中､ 左側

に力が入らないと訴えがあったが､ 意識ははっきりしており､ 左足の感覚もあった｡ 寄宿舎に

運び体を毛布で温める｡ 左手が､ 勝手に動くというので､ すぐに救急車を呼ぶ｡

練習準備中のため､ バッティングマシーンの調整をしていたところ､ 機械の受け皿からこぼ

れたボールが､ 回転しはじめたハンドルにあたり､ 機械の後ろにいた本生徒の右眼に直撃して

しまう｡

本生徒は､ シートノックでボールを捕ろうとして､ 後方に来たボールを追いかけていたとこ

ろ､ 防球ネットの支柱に顔をぶつけた｡

キャッチャーをしていた本生徒は投手からの送球を捕球できず､ バウンドしたボールが股間

を直撃した｡

外野フライのノックを捕ろうとして､ ボールが自分のグラブをかすりメガネに当たり､ そし

て右眼にボールが当たった｡

試合前のアップをしていたところ､ チームメイトのトスバッティングの打球が口に当たり､

歯が折れた｡

守備練習で､ 一塁側で送球を捕球中､ 遊撃手からの送球が顔面を直撃した｡
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高等学校・高等専門学校：[Ⅲ] 課外指導 (１) 体育的部活動



キャッチボールをしていたところ練習が終わったものと思い､ 片付けに取り掛かろうとして

横を向いた際ボールが本人の顔面に直撃し､ 右眼､ 鼻などを負傷した｡

試合の前のノックを受けていたとき､ ボールが直接歯に当たった｡

打ったボールが守備練習中の本生徒の右眼付近に当たり､ 負傷した｡

キャッチボールを行っていた後方を通過しようとしたとき､ 送球がそれ本生徒の右眼に直撃

した｡

バントの練習中バットに当たったボール (自打球) が口元に跳ね返って歯を負傷した｡

バッティングマシンから出てくるボールを打とうと構えていたが､ 気付くのが遅れ､ ボール

が当たった｡ (自打球)

ノックされたボールを捕ろうとして捕り損ない､ 口元に当たり前歯を負傷した｡

外野守備の練習中､ 顔 (口のあたり) にボールが当たった｡

バッティングマシンにボール (硬球) を入れていたところ､ ワンバンドの打球が防球ネット

のフレームに当たって､ 本生徒の右眼に直撃した｡

バッティングマシンを使ってバントの練習をしていたところ､ ボールをよけきれずに顔面に

当たり､ 前歯が３本抜けた｡

自主練習で､ キャッチボールをしていた際相手がボールを投げていることに気付かず､ ボー

ルが右眼に直撃した｡

ノックされたボールを捕ろうとした際に､ バウンドして前歯に当たり､ 前歯が欠けた｡

ノックを受けていて､ バウンドしたボールが顔に当たり､ 前歯が折れた｡

マネージャーである本生徒は､ バッティングマシンにボールを入れていた｡ 周りは防球用ネッ

トを二重にセットしていたが､ 打球がネットの隙間からライナーで入り､ マシンに当たり､ 打

球の方向が変わって左眼に直撃した｡
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練習試合をしていた際､ イレギュラーボールが口に当たり受傷した｡

室内練習場で打撃練習をしていた｡ ネットの向こう側で同じく打撃練習をしていた生徒の打っ

たボールがネットの穴を通り抜けて下腹部に直撃した｡

ティーバッティングをしていた際､ 至近距離でボールを投げていた本生徒の左眼に打球が直

撃し負傷したものである｡

ノック練習中にイレギュラーバウンドしたため､ ボールを捕りそこなって口部に当たる｡

送球が椅子に当たって跳ね返り､ 股間に当たった｡

ティーバッティングの打撃練習を行っていた｡ 本生徒がトスした際､ 打ち返された打球が左

眼に直撃した｡

合宿中､ 腹筋を鍛えるトレーニングで腹部にパンチを��回ほど連打してもらっていた｡ その

とき､ 意識が薄れて前方に倒れ､ 床に顔面にぶつけ負傷した｡

バッティングの練習中に､ ファールチップ (自打球) が直接口に当たった｡

ピッチャーからの牽制球を補球する際､ ランナーと交差しボールを左眼球に受けた｡

強い打球がイレギュラーし､ 顔面に直撃し前歯２本が抜けてしまった｡

他校のグラウンドで練習中､ キャッチボールをしていたところ､ 本生徒の後ろにあったネッ

トに当たって跳ね返って､ 振り向いた本生徒の口に当たり､ 歯が折れた｡

練習試合前のシートノックで､ イレギュラーしたボールが下唇部を直撃し､ 下前歯３本が脱

落した｡

自打球が左目に強打し出血した｡

バッティング投手をしていた際､ バッターの打球が本生徒の右側頭部を直撃し負傷した｡

バッティングマシンを使用したバント練習を行っていた際､ ボールが右手人差し指に当たっ
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た｡

打球を捕ろうとして､ ボールが右手人差し指を強打した｡

ノックを受けていたところ､ ボールがイレギュラーし､ 前歯に強く当たった｡

準備運動をしたあと､ 内野ボール回しをしていたところ､ 硬球が右眼に当たり､ その場に崩

れ落ちた｡

ランニングに行こうとキャッチボール (遠投) をしている後ろを通っていたとき､ 外れたボー

ルが歯に当たり前歯が折れた｡

ピッチングマシーンにボールを入れる作業をしていた際､ 不意に飛んできた打球をよけるこ

とができず歯に当たり負傷した｡

毎日４時間程度の活動を続けていた｡ 大会の準々決勝で､ 本生徒は４番１塁守として出場し

ていた｡ 本生徒はこの回打順が回らず､ ベンチで手すりに手を置き､ 立って声援を送っていた

が､ この回の終了時に突然崩れ落ちるように倒れた｡ 意識はなかった｡

バッターが打ったボールがイレギュラーして､ 本生徒に当たり口唇が裂けて前歯が折れた｡

キャッチャーからの送球がランナーであった本生徒のヘルメットに当たり軌道がずれ､ 右眼

に当たった｡

ノックを受けていた際､ イレギュラーしたボールが口に当たり上の歯３本が折れ､ 唇が切れ

た｡

バッターボックスでボールが下腹部を直撃した｡

ショートを守っていて､ 同じボールを捕ろうとしていた外野守備の生徒と激突し､ 相手の頭

部が歯に強く当たった｡

味方のヒットで本塁に突入した際､ 相手キャッチャーと衝突し膝が本生徒の腹部に当たった｡

ノックで受けたボールが顔面に当たり､ 上口唇を切り前歯を折った｡

Ⅱ 学校の管理下の障害の状況 ��
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相手ゴールキーパーの肘が本生徒の口元に強く当たり８本の歯と歯肉を負傷した｡

練習試合中､ シュート時に相手の膝が股間に当たった｡

練習試合中､ 相手との接触で下腹部を強打し痛めた｡

� 
�����	

バレーボール用ネットの支柱のリール部が外れ､ 顔面に直撃した｡

公式試合前のシートレシーブ練習で､ ボールを打っていた指導者と接触し､ 左眼を負傷した｡

サーブレシーブをしていて､ チームメイトと激しく衝突した｡ そのため前歯を強打した｡

レシーブしようとして前に滑り込んだとき､ フロアー (床) に前歯を強く打ちつけた｡

� 
������	

ゴール下でのボールの奪い合いをしているときに､ 相手の選手の肘が左目下ほほに強く当たっ

た｡

部の練習を校舎の廊下で行っていた｡ 廊下の端から端へダッシュしていたとき､ 物置のガラ

スに手を突っ込んだ｡ 突っ込んだ手をすぐに引き戻したため､ 手首から肘の部分まで切れてし

まった｡

バスケットボール部の練習中､ リバウンドボールを取り合った際に､ 相手の歯が本人の耳介

にぶつかり､ 耳介が切れた｡

部の活動終了後､ 始業式の会場準備のためにピアノをステージからフロアに降ろす際に､ ピ

アノ上部を部員３名､ 下部を顧問と本生徒で持った状態で降ろそうとしたとき､ ピアノが本生

徒の持っていた右側から落ち込むように下まで滑り落ちた｡ その際､ 右小指をピアノ背面に挟

んだ｡

試合形式の練習で相手の人と強く接触して転倒し､ 顔面から倒れ込み強打｡ 前歯が折れて出

血した｡
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リバウンドボールを取り合った際に､ 相手の歯が本生徒の耳介にぶつかり切れた｡

ディフェンスをしていたとき､ 友達の頭にぶつかり､ 前歯が３本折れた｡

� �����

他校と合同練習中､ ５対５のスクラムの練習をしていたところ本生徒の頭と相手の右肩が当

たって負傷した｡

７人制のゲーム形式の練習中､ ボールを地面に置こうと前かがみになった際､ モールが押し

込まれ頭頂部付近から３～４人とともに地面に倒れこんだ｡

� �	�

部活動終了後､ 部室で友人とふざけていた際､ 友人の前腕が顔面に当たり､ 前歯を負傷した｡

� 
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コートに入って３対２で攻撃と守備の練習をしていた｡ 相手の速いシャトルが至近距離で左

眼に当たった｡

ダブルスでペアになっている選手のラケットが､ 本生徒の前歯に当たってしまった｡

�� �

� ���

柔道で寝技の乱取りをしていた時､ 相手の足が左眼に当たった｡

相手の襟をつかもうと右手を出した際､ 相手がそれを勢いよく振り払ったため､ 右手薬指を

負傷した｡

着替えの際､ 他の生徒がふざけて本生徒の背後から二つ折りにした柔道の帯ではたいたとこ

ろ､ 右目に当たり､ 負傷した｡

� ���

剣道場にて練習中､ 掛り稽古､ 切り返しを行っていた時に具合が悪くなり､ 隅にうずくまっ

た｡ 面を脱がせ声を掛けるが､ 本生徒は寄り掛かっていた壁から床に横になり､ 呼吸が荒くなっ

た｡

Ⅱ 学校の管理下の障害の状況 ��
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剣道部の部活動で連続技打ちの練習をしていた際､ バランスを崩して後ろに倒れ､ 左足を強

くひねった｡

� ���

他校との合同練習で組手試合を３連続で行う｡ 疲れた様子はあったが最後まで行った｡ 試合

後足元がふらつくので休ませたが､ 意識のなくなる様子が見られるようになり救急車にて病院

へ搬送した｡

空手部の試合形式の練習中､ 相手の突きが前歯に当たった｡

� ���

少林寺拳法の昇段試験に向けた難しい技の練習を行っており､ 背・腹部へ強い圧迫を受けて

いた｡

����

� 	
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相手のパンチが当たりレフェリーが試合をストップした｡ 控室まで４�ほど歩いたところ右

足がふらつき､ 座って休んだが､ 様子がおかしいので救急車を呼び病院へ搬送した｡

� ������

練習先に行く途中の道路で､ 注意しながら１列になって自転車で走行していたが､ 後ろから

来たトラックが追い越して行った際､ 風圧で自転車が左側に押された形となり､ カラーコーン

にぶつかり転倒した｡

�������
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体育の授業が始まる前の休憩時間中にスリッパを投げたりして遊んでいた｡ スリッパを拾お

うと下を向いたとき､ 他の生徒が投げたスリッパが右眼部に強く当たった｡

本生徒がふざけて相手生徒をタオルで叩き､ 相手生徒は追いかけて後方から本生徒を蹴った｡

本生徒は蹴られた勢いで教室後方の出入り口の引き戸にぶつかり､ ガラスが本生徒の頭部に当

たって顔面に切り傷を負った｡

トイレに行った時立ちくらみが起きて意識消失し､ 前のめりに倒れた｡ その際床に前歯をぶ
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つけ２本が抜け､ 下唇を切った｡

�������	�
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先輩に呼び出されてもみ合いになり､ 相手の膝蹴りが顎に当たって下の歯を４本損傷した｡

友人数名とサッカーをして遊んでいた時に､ 近くでソフトボールをしていた打球が飛んでき

て､ 右ほほに当たった｡

���������
�

登校後､ 教室の自分の席に着こうとして､ 教壇を踏み外して転びそうになり､ 右眼を教卓の

角に打ちつけた｡

始業前に３階の階段横の窓の真上にあった鳥の巣をもっとよく見ようと窓から身を乗り出し

たところ､ 中庭に転落した｡

������

寮で自主トレーニング中､ 腕立て伏せをしていたとき､ 隣で同級生がバーベルトレーニング

をしていたところバーベルのプレートがはずれ､ 本生徒の右手指先に落ちた｡

学生寮の４階の友人の居室で､ 友人５人とゲームや携帯のメール遊んでいた時､ 本生徒が窓

際で誤って屋外に転落し､ ２階のコンクリートのひさしの上でバウンドし､ さらに地面にその

まま落下し負傷した｡
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部活動のため会場へ向かう途中､ 駅のホームから転落し列車と接触､ 頭部及び全身を負傷し

た｡ 具合が悪くなり帰宅するために途中下車した駅で､ めまいを起こしてホームから転落した

と思われる｡

通学路で本生徒は､ 車を避けるため左側に寄ろうとしたときバランスを崩し､ 顔面を道路に

ぶつけ､ 歯牙欠損となった｡

Ⅱ 学校の管理下の障害の状況 ��
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遅刻すると思い少し走っていた｡ 信号のない交差点で一旦停止せず渡ったところ段差に気付

かず､ つまずき転倒し､ 電柱に顔面を強打した｡

����

前方の自動車が交差点で左折するために一時停止をした｡ 急ブレーキをかけたが間に合わず

にぶつかった｡ その際自転車のハンドルが左頚部に刺さった｡

下り坂を走行中､ 竹が歩道にはみ出ており､ その竹に乗り上げて転倒した｡

車道を走っていたが､ 停車している車をよけて歩道へ入ろうとしたが見通しが悪かったため

に､ 前方から走行してきた自転車と正面衝突した｡ その際転倒し､ 前歯が抜けて出血した｡

前輪が道路の側溝にはまり転倒した｡ その際､ 顔面を強打し前歯などを負傷した｡

右足が前輪に絡まり前方に転倒した｡ その際､ 顔面を強打し負傷した｡

誤って溝に転落､ 溝の端で顔面を強打し前歯を破折した｡

右折するときに自動車を避けようとしてハンドルを切ったところ､ バランスを崩して転倒し､

顔面を強打した｡

道路の段差に引っかかってバランスを崩し､ 前のめりに転倒｡ 顔面を道路にぶつけた｡

������
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路面に設置されている反射鏡に乗り上げて自転車とともに転倒し､ 顔面と両手を負傷した｡

側溝のふたの上を自転車で走っていたところ､ 穴に前輪が入ってしまい､ バランスを崩し転

倒してし､ 顔面と歯を負傷した｡

Ｔ字路で車が左手より走行してきたため､ 車をよけたところ､ 前方から来た自転車と衝突し

た｡

道路を自転車で走行していたところ､ 歩道のブロックに衝突し､ 転倒した｡
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右足つま先が前輪に巻きこまれ転倒､ 地面で顔面を強打し前歯を破折した｡

無灯火に気づき､ 自転車を走らせながらライトのスイッチを入れる際､ 右人差し指を回転し

ている前輪の中に突っ込み指の先端を切断してしまった｡

他の生徒の自転車と衝突して転倒し､ その後に頭部に違和感が出て意識がなくなり再度転倒

し､ 道路で顎を打撲した｡

ガードレールのない川の橋の上を自転車で走っていて､ バランスを崩し川の中に転落した｡

薄暗く､ 車体が灰色だったため停止状態の車がよく見えず､ 顔面を車に強打した｡

長い下り坂を降りていた｡ 地面が濡れていたため道路のちょっとした段差でタイヤが滑り､

顔面から落ちるように転倒した｡

自転車の前輪が故障し､ ロックされたため転倒した｡ その際に顔面から地面に投げ出され､

前歯部を地面に強打した｡

前を走り去った猫に驚き転倒した際､ 口を強打し､ 前歯を破損した｡
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学校 (園) 外での学園祭の会場から自転車で帰宅していたところ､ 電柱にぶつかり特に左眼

付近を強打した｡

水泳部の通常活動場所 (学校外) への移動中､ 雨のため傘を差して自転車に乗っていたとこ

ろ､ 停車している車に電柱に気付かずに衝突し､ 顔面を強打した｡

試合会場に自転車で向かっているとき､ 前かごに入っているバックが視界を狭くし､ ガード

レールに気づかず激突した｡

試合会場に向かうべく､ 自転車走行中､ 前方から来た人を避けようとして自転車のハンドル

をきりかえした際に､ 転倒した｡

Ⅱ 学校の管理下の障害の状況 ��
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ゲームを体育館のエンドライン後方の壁際に座って見学していた｡ プレーヤーが大きく弾ん

だボールを返球しようとして､ 見学している本生徒の近くまで下がった時､ そのラケットが眼

鏡に当たり､ 眼鏡がずれて右眼の上にこするように当たった｡
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担任と腰洗い槽に入り､ シャワーを浴びた後､ プールサイドで足を水に入れ水慣れを行った｡

��時��分頃入水し､ 担任の支援の下､ 浮輪やビート板を使用して自由遊びを行っていた｡ ��時

��分頃､ 本児が水中で右半身を上にして浮いているところを発見された｡

日常生活の指導の時間､ 体操服から私服へ職員が着替えをさせていた｡ 教室の壁に設置され

ていたフックを本児が口にくわえていたのに気付かないまま着替えをさせていたところ､ 本児

がバランスを崩し､ 右口角を切った｡

朝マラソン終了後､ 机を片付けている最中ふざけて机の上に腹ばいになり遊んでいた｡ 担任

が声をかけると､ 口から血が流れ前歯が一本抜けて机の上にあった｡ もう一本も口の中から発

見された｡ 本児童が自分で机に口をぶつけたものと思われる｡

作業学習中､ 機械での加工を担当し､ 教師の補助的役割をしていた｡ 教師が手押しかんな盤

で作業をしていたときに機械の接触防止装置を開いたままにしておこうと機械にさわった際に､

誤って回転している刃の部分に触れてしまい､ 右手中指の先端部を切断する｡

キックベースボールで守備をしている際に､ 走者とぶつかり､ 相手の肘が口元を直撃した｡

�������
�	
�����

給食後の歯磨きのとき､ 担任が横で指導していたが立位の状態で発作を起こし､ ステンレス

の縁に顔面を強打し裂創を負った｡

��

������ 特高３年・男 ���	
���

������ 特小３年・男 ������

������ 特小２年・男 �����������

������ 特小４年・女 ���

������ 特高１年・男 ��� �!"�

������ 特高２年・男 ���

������ 特中３年・女 �����������

特別支援学校：[Ⅰ] 各教科 (１) 保健体育



� ������	
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グラウンドへ散歩に出かけたところ､ 北側の盛土された斜面で遊んでいて顎を切った｡

園庭で片付けをしているときにつまずき､ 溝の鉄柵にぶつけ額を出血する｡

歌の練習をしていたとき､ 担任教諭が練習を一時中断し他の園児の世話をしている際､ 本児

がふざけて他児にちょっかいをだしたため､ 本児につかみみかかり､ 左目下に爪による裂傷を

負った｡

延長保育で使用している園内のプレイルームで遊んでいたところ､ 友達におばけのまねをさ

れ､ 驚き逃げようとしたところバランスを崩して倒れ､ 窓枠で口元を強打し口の中を切った｡

トイレから教室へ戻ろうと廊下を走っていて､ 教室の入口付近で他の園児と出会い頭に衝突

した｡

ベランダで遊んでいて､ トイレの出窓サッシが開いているのに気付かず､ 角に左眼を強打し

た｡

預かり保育中に回転遊具で数名の友達と遊んでいたところ､ 手を切断をした｡

Ⅱ 学校の管理下の障害の状況 ��

��
���� 幼３歳・女 �������	
��

��
���� 幼３歳・男 �������	
��

��
���� 幼５歳・男 �������	
��

��
���� 幼４歳・女 �������	
��

��
���� 幼４歳・男 ��������

��
���� 幼５歳・男 ��������

��
���� 幼６歳・男 ��������
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室内で遊んでいるとき､ 本児は他児が遊んでいる積み木を取ろうとして､ 他児に額部､ 左頬

部を引っかかれ､ 傷が残る｡

本児は､ 数名で集まって外を見たときに､ その間に入り込もうとしていたの子を入れまいと

遮った｡ その手を振り払おうとしてあげた女児の手の指が頬にあたり､ 裂傷をおった｡

園庭で遊んでいて､ 他児が門付近の木の実集めをしているところへ近づいていこうとしたと

ころ､ バランスを崩し転倒する｡ 鉄製門扉下部に前頭部位があたり､ 裂傷する｡

歌っているとき､ 本児が折りたたみ椅子を引き倒し､ 椅子の右側のパイプのところに右手中

指を挟んで切った｡

運動場の小高い山で遊んでいた｡ 歩いて山を降りようとして落ち葉ですべり､ 前のめりに転

んで掲示板の鉄筋に額をぶつけ５～６��切った｡

夕食後､ 手すりを持って階段の１～２段を昇り降りして遊んでいるとき､ バランスを崩して

台所入口の柱の角で額を打ち裂傷した｡

他の遊具から駆けてきて､ 二脚型スケータースタンドの上部を両手で握ったまま共に倒れた｡

その際､ Ｕ字フックが左眼付近にあたり裂傷した｡

保育室で布団３枚を丸めて並べた上にマットをかけ､ 山を作り順番に上り下りをしていた｡

本児がその山を下りた際､ マットにつまずき転倒し､ 右額部をロッカーの棚にぶつけた｡

園外保育のため海岸へ行き磯遊び等をしていたとき､ 大きな石を持った園児のそばで遊んで

いた本児の左手にその石が当たり､ 岩と石に挟まれ負傷する｡

外に出る準備をしていた｡ 身支度の済んだ順に壁側で座って待っていた｡ サッシのドアに足

をつけて蹴ったところその衝撃でロックしてあった扉と枠の間にはさまり､ 左足の薬指を損傷

した｡

時間外保育中の自由遊び後の片付けが始まった時間に､ 本園児が乳児たちを覗き込むため､

��

��
���� 保１歳・女 �������	
��

��
���� 保１歳・男 �������	
��

��
���� 保１歳・女 �������	
��

��
���� 保１歳・男 ��������

��
���� 保２歳・男 �������	
��

��
���� 保２歳・女 �������	
��

��
���� 保３歳・男 �������	
��

��
���� 保３歳・女 �������	
��

��
���� 保３歳・女 ��������

��
���� 保４歳・男 ��������

��
���� 保４歳・女 �������	
��

保育所：[Ⅰ] 保育中



間仕切り柵に寄りかかったところ柵とともに前方へ倒れた｡ その際に間仕切りを留めるための

プラスチック部分に顎を打ちつけて裂傷する｡

園外保育で近隣の山に出かけ､ 山肌の斜面に登ったり滑ったりしていたところ､ 石が落ちて

きてよけようとして転倒し､ 右人差し指を負傷する｡

遊戯施設で遊んでいるときに水槽に顔面をぶつけ､ 割れたガラスで額と右眼下を裂傷した｡

遊具を片付けているとき､ 本児が額から血を流し歩いてきた｡ 総合固定遊具のうんていの柱

にぶつかったと話した｡

友達に引っかかれ右頬に傷ができる｡

食後で園庭にて他児と石の投げ合いをして左目に当たった｡

廊下でふざけて追いかけっこをしてバランスをくずし､ 廊下のガラス戸につっこみ右腕をガ

ラスで切った｡

遊具の中から飛び出してきた本児と周りを走っていた女児がぶつかり､ 女児の頭が顔面にぶ

つかった｡

午前の外遊びのとき､ 本児は園庭のうんていで

遊んでいて､ 手を滑らせて､ 顔から地面に落ち下

顎を切った｡

園庭で鬼ごっこをして､ さるすべりの木の下で振り返った際､ 地上から約����くらいに張

り出した枝で右眼を突き､ 損傷を受けた｡

Ⅱ 学校の管理下の障害の状況 ��

������� 保４歳・女 �������	


������	 保５歳・男 ���������	


������
 保５歳・女 ���������	


������� 保５歳・女 ���������	


������� 保６歳・男 �������	


������� 保６歳・男 ���������	


������ 保６歳・男 �������	


������� 保６歳・女 ���������	


������� 保６歳・女 �������	





