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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

保健体育

水泳 1 1 2

体操

鉄棒運動 1 1
跳箱運動 2 2
マット運動 1 1
体操 (その他) 1 1

陸上競技

短距離 1 1
持久走・長距離 1 2 (高) 1 4
走り高跳び 2 2
走り幅跳び 1 1

球技

ドッジボール 1 2 3
サッカー 3 4 7
テニス 1 1
ソフトボール 1 3 3 7
ハンドボール 1 1
バレーボール 2 2
バスケットボール 1 1 1 3
ラグビー 1 1
バドミントン 3 3

武道 柔道 5 5
スキー 1 1

その他 準備・整理運動 2 1 3
その他 5 5

図画工作 (美術) 2 2
理科 1 1 1 3
家庭 (技術・家庭) 1 1 1 3
農業 (高) 1 1
工業 1 1
総合的な学習の時間 2 1 2 5
自立活動 1 (小・高) 3 4
その他の教科 1 1 (小) 1 3
保育 (幼・保) 8 16 24

計 24 25 24 6 8 16 103

特
別
活
動

学級 (ホームルーム) 活動 3 (中) 1 4
給食指導 2 2
日常の清掃 4 1 5
その他の学級活動 1 1
児童 (生徒・学生) 会活動 1 1

体育的クラブ活動 球技

ソフトボール 1 1
野球 1 1
バスケットボール 1 1
その他 1 1

計 15 1 0 1 0 0 17

学

校

行

事

その他儀式的行事 1 1
文化的行事 1 1
大掃除 2 1 3
運動会・体育祭 1 5 2 8

競技大会・球技大会
ポートボール 1 1
ソフトボール 2 2
野球 1 1

その他健康安全・体育的行事 2 2
遠足 2 3 5
修学旅行 3 3
その他集団宿泊的行事 2 1 1 4
その他 1 1

計 9 13 10 0 0 0 32

課

外

指

導

体育的部活動

水泳 1 1

体操
鉄棒運動 1 1
マット運動 1 1
体操 (その他) 1 1

陸上競技

障害走 (ハードル) 1 1
走り高飛び 1 1
投てき 1 1
陸上競技 (その他) 3 3

球技

サッカー 1 5 11 17
テニス 6 2 8
ソフトボール 5 2 (高) 1 8
野球 17 45 62
ハンドボール 2 2
バレーボール 8 5 13
バスケットボール 6 6 12
ラグビー 7 7
バドミントン 3 2 5
卓球 1 1

武道

柔道 3 6 9
剣道 1 1
空手 1 1
ボクシング 2 2

その他 自転車競技 1 1
文化的部活動 1 1
その他 2 2 1 5

計 4 64 96 1 0 0 165

休
憩
時
間

休憩時間中 23 11 3 37
昼食時休憩時間中 15 7 6 28
始業前の特定時間中 12 2 14
授業終了後の特定時間中 7 4 7 18

計 57 24 16 0 0 0 97
寄宿舎にあるとき 1 1

通

学

中

登校 (登園) 中
徒歩 3 3
自転車 1 6 11 18
原動機付自転車 2 2

下校 (降園) 中
徒歩 5 5 1 11
自転車 1 3 7 11
原動機付自転車 1 1

通学 (通園) に準ずるとき 1 1 2
計 10 15 23 0 0 0 48

合 計 119 142 170 8 8 16 463
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授業中､ 急に本児童がプールの中のヘリにつかまって泣き出した｡ プールからあがれず担任

がひきあげたが自分で動けず言葉も発しないため､ 病院へ移送｡ 途中いびきをかきだした｡ 脳

外科へ転院､ 緊急に手術をした｡ それ以前は､ 自覚症状は全くなかった｡

�� �
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｢膝掛けぶら下がり｣ を低鉄棒で練習していた｡ その時､ 鉄

棒を握っていた手が滑り落下した｡ その際に右腕を地面に打ち

負傷した｡

� ����

体育館で跳び箱をしていたところ､ 踏み切りに失敗して膝が跳び箱に当たり､ バランスを崩

し左手を下にして跳び箱から落ちる｡

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１年・女 �������

��
�� 小２年・男 ����� !	"#��

��
�� 小５年・女 ����� !	"#��



横とびの練習をしていた｡ 勢い余って着地に失敗し､ 左腕から落下した｡ その際､ 左腕がマッ

トに後ろ手につくような格好になった｡

��������

本児童は馬になった友達の背中の上に両手をついて跳び越そうとした時､ 手が滑りバランス

を崩し体育館の床に転倒した｡ その際､ 歯を負傷 (歯牙破折) した｡

�	 
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コートの外に出たボールを追いかけていった時､ 滑って正座した形で左膝から､ 体育館下側

の小窓につっこみガラスを割った｡ 太腿にとがったガラスが刺さっているのに､ ひき抜いてし

まい､ ８��大 (深さ�����) に切ってしまった｡

� 	
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ソフトボール投げの練習をしていた時である｡ 投げ終わった後､ ボールを拾おうとした時に

他の児童が投げたボールが左眼に当たり､ 負傷した｡

� �������

４人グループで順番にシュートの練習をしていた｡ 他の児童がシュートして､ リングからの

リバウンドをとり振り返ったとき､ 持っていたボールが本児童の顔に当たった｡ 保健室に行き

氷で冷やしたタオルで冷湿布を行い様子をみた｡

�������

本児童は､ 上着を置く為に走り､ 朝礼台の近くで止まっていた友達の足につまずき転倒し､

朝礼台の筋かいに顎をぶつけて切った｡

体育館でスポーツ祭に向けて走る練習をしていた｡ 本児童はうつ伏せの状態から起き上がっ

て走る練習をしていたところ､ 右足先と腰の痛みを訴えた｡

����

本児童は､ プルークボーゲンで滑り降りる指導を受けていた｡ 停止できないまますべり降り､

ロッジ横に置かれていたスキー立て (金属製) にぶつかり転倒した｡ その際に顔面をスキー立

てに打ち負傷した｡

��

����� 小６年・男 ���������

����� 小２年・女 ����

����� 小３年・女 ������� !"��

����� 小４年・女 #$�%&'(��

����� 小５年・男 #$�%&'(��

����� 小１年・女 ������� !"��

������ 小３年・女 )*�*+��

������ 小３年・男 ������� !"��

小学校：[Ⅰ] 各教科
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体育館で鬼ごっこをしていたところ､ 本児童は鬼の役をしていた他の児童と衝突し､ 前歯が

本児童の顔面 (左頬) にあたり､ 左頬が切れ出血した｡ その後､ 傷口周辺が腫れ､ 結膜炎になっ

た｡

運動会の練習中､ 必要な用具 (棒) を取りに行くために､ 本児童は他の児童とともに走って

行こうとしたが､ 校庭の端でつまずき転倒した｡ その際､ 顔面を地面でこすり受傷した｡

教室から体育館への移動中､ 階段で転倒｡ 膝を階段で打った後､ おどり場の床に顔面を打ち

つけ､ 歯を破折した｡

｢体ほぐしの運動｣ として運動場でしっぽとりゲームをしていた｡ ゲーム開始数分後､ 児童

同士がぶつかった｡ その勢いで､ 他の児童の顔 (前歯) が本児童の左眼上のまぶたにあたった｡

まぶたが切れ流血していたためすぐに保健室へ連れて行った｡

体育の終了直前､ 最後に体育館でダッシュをした｡ ステージ側から出口へ向かって走り､ ゴー

ルを中央より少し先にとったが､ 本児童の勢いが落ちずガラスのドアに両手を伸ばしたまま､

突っ込んでいった｡ その際､ 左手を負傷した｡

��������	
�

卒業記念のオルゴール���を制作中､ 作業が終わり彫刻刀を片付けようとケースにしまお

うとしたとき､ よそ見をしていて､ 刃先が左手人差し指の���関節にぶつかり､ 斜めに３��

位切れてしまった｡

授業の始まりで本児童は横向きに座り､ 後ろの席の友人は机の上に腰掛けていた｡ 本児童は､

彫刻刀を出しふざけて友人の足の前に振って近づけた｡ 危ないので､ 友人が右足先で手を蹴っ

た時､ 運悪く切り出しが手から抜け本児童の右眼に当たった｡

����

運動場に出て自然観察をしていた｡ 池の周りで児童２人が､ 穴に隠れていたイモリを救出し

ようと､ 上にかぶさっている石を割ろうとしていた｡ 他の児童は､ 高いところから大きな石を

池の石に向かって落とした｡ その時､ 石が割れ本児童が振り向いた際に右眼に当たり負傷した｡

Ⅱ 学校の管理下の障害の状況 ��

������ 小２年・女 �������	
��

�����	 小４年・女 �������	
��

�����
 小５年・女 ���

������ 小５年・女 ��������

������ 小６年・男 �������	
��

����� 小６年・女 ��������

������ 小５年・男 ��������

������ 小４年・男 ��������
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本児童のエプロンの垂れた右側のひもに気付かないうちにガスコンロの火がついてしまった｡

エプロンの胸部あたりが燃え始めたときに初めて気づき､ 右腕で胸部の火を数回払った際に､

前腕を火傷した｡ さらに服装がハーフパンツで､ 両腕を腕まくりしていたため､ 左腕と太もも

の一部も火傷してしまった｡

�
���������

畑に穴を掘り､ 芋を焼くため､ 火起しをしていた｡ クラスの児童が平板を使って火をあおい

でいた際､ 勢い余って板が手から離れ後方に飛んだ｡ その時本児童の顔面に当たり顔面挫創を

負った｡

総合学習で､ 校区にある梅林のお花見に出かけ､ 走り回って足をくじいた｡

�������

自立活動の時間に走っていて､ 転び眼鏡で左上下眼瞼を切った｡

���������

音楽室に到着した児童から､ 絨毯の上に並んで座っていた｡ その時､ 音楽室後方に置かれて

いたシンバルに男子が接触してしまい､ シンバルが三脚ごと転倒し､ 絨毯の上に置かれていた

本児童の右手薬指と小指に当たり切れた｡

�� !"��
�#��$��

本児童は､ 着席しなかったので注意を受けた後､

教室から出ようと走り､ ドアがあることに気付か

ず､ 出入り口のドアのガラスに強打し左頬及び頭

部を負傷した｡

帰りの会の準備中､ 教室後方で､ 本児童を含め

３人の児童が床に寝ころんでいた｡ その３人の顔

面上で､ 他の児童がキャップで繋いだ２本の鉛筆

��

������ 小５年・女 �������	
��

������ 小４年・男 �������	
��

������ 小４年・男 �������	
��

������ 小２年・女 �������	
��

������ 小５年・男 ��������

�����	 小２年・男 �������	
��

�����
 小２年・女 ��������

小学校：[Ⅰ] 各教科



を右手で持ち､ 振り子の様に大きく揺らして遊んでいたところ､ その鉛筆が手から外れ落ち､

本児童の右目に当たり負傷した｡

アルバムの写真を撮るため戸外へ出た｡ 記念碑の台座 (約����) にもう一人の児童と一緒

に乗って撮ろうとしたところ､ 碑の上部の大石がぐらついて落下した｡ 児童も跳び降りたが､

左足と右手指の部分を地面のレンガブロックと大石の間に挟まれて骨折した｡

�������

給食前に手を洗うため､ 廊下を歩いていたところ､ 後ろから走ってきた他の児童が背中に当

たり､ その勢いで廊下の壁の角に額が当たり切れた｡

本児童はまだおかずが残っていたため食べていた｡ 食べた後､ 給食当番が片付けに行ってし

まったので､ 追いかけようと教室を出た｡ そこに水の入ったバケツが置いてあり､ まわりに水

がこぼれていたので滑って転んでしまった｡ その時､ 右足が痛くて動かせなかった｡

�	�
���

掃除の時間､ 運動場の石拾いをしていた｡ 体育館横の一輪車置き場の支柱に､ 竹の棒 (長さ

����位) が地面から立てかけてあった｡ 強い風が吹いて､ 竹の棒がしゃがんでいる本児童の

右眼に当たった｡ しかし､ 本児は､ 砂が眼に入ったと思った｡ 翌日の夕方､ 本児童が ｢目が見

にくい｣ と訴えたので､ 近くの眼科を受診､ 手術となる｡

排水溝のグレーチング (	���×	���) を児童が開けて､ 中にたまった泥をとっていた｡ グ

レーチングを閉めようとしたが､ 手では動かせなかったので､ 他の児童が足で蹴って閉めたと

ころ､ 周囲で見ていた本児童の左足が､ 升にかかっており､ 左足先がグレーチングに挟まって

しまい､ 親指を負傷してしまった｡

トイレ前の廊下に立っていたところ､ ふざけていた児童のひとりが背後から倒れ込むように

ぶつかってきたためバランスを崩し､ 前方へ不自然な体制で倒れ大腿部を負傷した｡

体育館の清掃をしていたが､ 途中でふざけて女子を追いかけ､ トイレに逃げ込んだ女子を閉

じ込めようと､ 本児童が思いきりドアを閉めたところ､ 右手中指をドアで挟んでしまい負傷し

た｡

Ⅱ 学校の管理下の障害の状況 ��

������ 小６年・男 �������	
��

������ 小１年・男 �������	
��

������ 小６年・男 ��������

����	
 小１年・男 ��������

����	� 小４年・女 ��������

����	� 小５年・男 ��������

����		 小６年・男 ��������
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鬼ごっこをしていて､ 鬼に捕まり､ 陸上の審判台の下から２段目のところに足をかけてたっ

ていた｡ 本児童より上のところに座っていた他の児童に押され転げ落ち､ 顔面 (左眉) を審判

台の座面の角にぶつけて切った｡

���������
�

児童集会中全校で ｢泥棒と警察｣ という遊びをしていた｡ 走って逃げ回っている時に､ 他の

児童とぶつかり､ 右頬４～５��切ってしまった｡

���������
�

� �

� ������

校庭でソフトボールのゲームをしていた｡ 前の打順の児童がボールを打ち､ 振り抜いたバッ

トが打順を待っていた本児童の方に飛んで来て､ 口部に当たり負傷した｡ (待っていた場所は､

白線で表示されていた｡)

� 	 


右打者が打った後に放り出したバットが､ バッターボックス付近まで近寄っていた本児童の

歯に当たり負傷する｡

� �������

シュート練習をしていた｡ 台の上からジャンプし､ ダンクシュートした｡ 一旦バスケットボー

ルのリングに両手でつかまる状態になったが､ 手が外れ地面に落下した際､ 右腕を骨折した｡

� ���

本児童は卓球台のストッパーを外そうとしたが､ 外れなかった｡ 一緒に片付けていた児童や

教員は､ それに気が付かず､ ゆっくりと卓球台をたたみかけた｡ その時､ ストッパーを握った

ままだった本児童の右手がストッパーと共にそのままスライドし､ ストッパーとストッパーが

入るレールの隙間に右手中指と薬指が挟まってしまった｡

��

�����	 小１年・女 ������������

�����
 小１年・男 ������������

������ 小５年・男 ����

������ 小４年・男 ����

����� 小６年・女 ������������

������ 小４年・女 � !"�#$��

小学校：[Ⅱ] 特別活動
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卒業証書授与式の練習中､ 起立している途中で突然前方に倒れ､ 顎を床に強打した｡

	���������

運動会昼食時に､ 走って手洗い場に向かった｡ 約１�の高さにタフロンテープが張ってあっ

たため､ そのテープが前額部に触れてしまい､ コンクリートの段差につまづいて転倒した｡ そ

の時､ 左耳付近を強く打った｡

	��������������

���接種後､ ケロイドになっていた｡ その後､ 大学病院での受診を勧められ､ 以後､ レー

ザー治療を受けるが､ 左上腕部に瘢痕が残った｡

左上肢に���を接種し､ 接種した部分がじくじくしていたが､ なるべく触れないよう様子

をみていた｡ その後経過とともにケロイド状態になり､ 成長と共に大きく盛り上がってきた｡

	�� !

遠足で､ 級友たちと遊具エアトランポリンに登ったり､ 下りたりしながら遊んでいた｡ その

時､ 上の大きい方から走ってきた､ 他の児童がぶつかってきて､ 相手の上体部と本人の大腿部

が接触し転倒して負傷する｡

お別れ遠足のため､ 運動場へ集合しようとした時に､ 車いすを押してもらっていた本児童は､

シートベルトをしていなかったため､ グレーチング上のフロアーマットに引っ掛かり前のめり

になり､ 顔から落下し顔面を強打し､ 歯と口腔内を負傷した｡

	"���#$%&���

自然教室を行った｡ ��時に消灯になり就寝していた｡ ��時�	分頃 ｢ドーン｣ という音と共に

大きな泣き声を聞き､ 現場に駆け付けると､ ２段ベットに寝ていた本児童が､ 身体右側を下に

丸まった形で床に倒れていた｡ ベットからどの様な状況で転落したのかは不明である｡ この時､

本児童は質問には受け答えは出来たものの､ 意識鮮明では無かった｡

Ⅱ 学校の管理下の障害の状況 ��

������ 小６年・男 �������	
��

������ 小２年・男 ���

������ 小１年・女 �������	
��

������ 小１年・女 �������	
��

������ 小４年・男 ��������

�����	 小６年・女 ���

�����
 小５年・男 ��������



宿泊施設の中庭でパークゴルフを行っていた際､ 他児童にクラブの振り方を教えていた｡ 本

児童が離れる前に､ 他の児童がクラブを振り､ 左頬骨辺りに当たって切れた｡

������

水遊びをしていて､ 体が冷えたので焚き火で後ろ向きに暖をとっていたところ誤って転倒し､

背中､ 腕などに火傷を負った｡

�	
���
���������

� �

� �������	�


部活動で､ 本児童がボールを追いかけ､ 止めようとしたところ､ 勢い余ってコートの外に飛

び出して転んでしまった｡ その際､ コートから４�程離れた庭石 (コンクリートブロック) に

口を強打し､ 上下の前歯が７本抜け落ち､ 口唇に裂創を負った｡

���������

部活動のため登校｡ 開始を待つ間､ 校庭にある遊具 (木製シーソー上部は劣化していたため

撤去され残っていたシーソーの支柱部) に一人で乗って遊んでいた｡ その際､ 足を滑らせ､ 転

倒｡ 左側腹部周囲を支柱に強打し､ 負傷した｡

������

自然体験学習第１日目の夜の行事ナイトハイキングで自然遊歩道を歩いている途中､ 幅１�､

深さ１�ほどの水路のふちを歩き､ 右半身から足を踏み外して転落し､ 顔面を打った｡

養護学級・野外活動クラブ合同体験活動 (飯ごう炊飯とカレー作り) を運動場で実施した｡

本児童は左手にカレーのルウの入ったビニール袋と､ お玉を持ってカレー鍋の方へ近づいた時

に転倒した｡ 左手がかまどの上にのせていた金網にかかったため､ 金網の上にあった鍋が傾き､

具入りの熱湯が左肩から背中にかかり負傷した｡

��

�����	 小６年・女 �����������

�����
 小１年・男 �����������

������ 小６年・男 ����

����� 小５年・女 �������

������ 小６年・女 ����� !��

������ 小２年・女 �����������

小学校：[Ⅲ] 学校行事



�������
	
������

運動場で友だちとハンドベースボールをして遊んでいた｡ 一塁ベースを駆け抜けたあと､ ボー

ルの方に気をとられ､ 近くにあったサッカーゴールの柱に額をぶつけ負傷した｡

ジャングルジムから体のバランスを崩し

て落ちてきた友達の歯が､ 下にいた本児童

のおでこにぶつかってしまい負傷した｡

裏校庭で遊んでいた本児童は教室の中に

居る上級生を見つけ窓の近くに行き､ その

上級生が本児童の相手になるつもりで教室

の窓ガラスを右手で叩いた｡ 二度目に叩い

た時､ ガラスの中央部分が割れて､ 外にい

た本児童の右眼にガラスの破片が入ってし

まった｡

教室の後ろで友達としゃがみ､ 木ごまで遊んでいた時､ 別の友達２人がごっこ遊びをしてい

て､ 本児童にぶつかった｡ 手に木ごまを持っていた本児童は､ 額に木ごまをぶつけたまま床に

転び､ 前額部を負傷してしまった｡

水を飲もうと小走りに校舎外へ出ようとした｡ その際､ 反対方向から校舎へ入ろうとした他

の児童にぶつかり､ その反動で出入り口の開放してあるドアの縁の角で前額を強打し負傷した｡

廊下を走っていて､ トイレ前のコーナーで､ 走っ

ていた他学年の男児と出合い頭にぶつかり､ 男児

の歯で額を切り負傷した｡

����の鉄棒で､ 通称 ｢こうもり｣ という鉄棒

に両膝をかけて上半身を地面の方向に向けてぶら

下がるという遊びをしていたところ､ 鉄棒から落

下した｡

忘れ物を取りに教室へ入ろうとした時に､ 歩いてきた他の児童と接触し､ 転倒した｡ その際､

教室のドアの角に左額部分を打ち､ 深く切れてしまった｡

Ⅱ 学校の管理下の障害の状況 ��

������ 小１年・男 �������	
��

������ 小１年・男 �������	
��

������ 小１年・男 ��������

�����	 小１年・男 �������	
��

�����
 小１年・女 �������	
��

������ 小１年・女 �������	
��

������ 小１年・女 ������

����	 小１年・女 �������	
��



教室で友達と追いかけっこをしていたところ､

ガラス戸に衝突し両腕を負傷した｡

運動場で､ 他の児童とボール遊びをしていてボー

ルを取ろうと後ろに下がった時､ たまたま走って

きた他の児童の顔面と頭部が当たり､ 頭部を負傷

した｡ 頭痛や嘔吐があったので､ ただちに専門医

を受診した｡ さらに耳鼻科を紹介された｡

体育館で走って遊んでいたとき､ 別方向から走ってきた男児とぶつかって､ 右頬に男児の前

歯が当たり､ ５��程度の傷を負った｡

｢うんてい｣ の上に乗って遊んでいた｡ 後方に後戻りしようと移動を始めた時､ 手が滑りバ

ランスを崩してうんていの鉄棒に強打してしまった｡ その際､ 前歯が上方に向かって押し出さ

れ､ 歯肉部から大量に出血してしまった｡

追いかけっこして遊んでいたとき､ くさりを使ってコンクリートを登る所まで上がって逃げ

たが､ 手が滑り地面に落ち､ 手の甲をついて転倒する｡

ハンドベースボールをして遊んでいるとき､ ３塁からホームベースに走っている途中､ 近く

で鬼ごっこをしていた男子児童と衝突した｡ 本児童の右耳付近と男子児童の左前頭部がぶつかっ

た｡ 本児童は床に尻もちをついて倒れた｡

掃除が終わり教室に戻っていた時､ 本児童のズボンの裾が足にひっかかり転んだ｡ その時､

額を階段の角に打ち額が６��ぐらい深く切れた｡

運動場の高鉄棒で逆上がりをしていた際､ 手が滑りそのまま地面に落下し､ 唇下を負傷した｡

友達と些細なことから口論となり､ お互い叩き合いになり､ 本児童が左頬を引っ掻かれた｡

友人と闘いごっこをしていて頭と背中をたたかれた｡ 泣きながら席に着き､ しばらくして椅

子からずり落ちたため声をかけると､ ｢動きたくない｡｣ と言ったので､ 友人は本児童を置いて

体育館に移動した｡ その後､ 本児童の状況に気付いた担任が保健室に運ぼうととしたところ､

途中で嘔吐・鼻血が出た｡ 意識障害も認められたため､ 救急車で病院に搬送した｡

��

������ 小２年・男 �������	


������ 小２年・男 ��	


������ 小２年・女 ���������	


������ 小２年・女 ��	


�����	 小３年・男 �����	


������ 小３年・男 ��	


�����
 小３年・女 ���������	


������ 小３年・女 ���������	


������ 小４年・男 ���������	


����
 小４年・男 �����	


小学校：[Ⅴ] 休憩時間



本児童は教室に戻ろうと､ 廊下を早歩きしていた｡ 置いてある傘の中で持つところが折れた

傘があり､ それを持っていた他の児童が教室から出た｡ 直角に曲がった廊下の角で２人がぶつ

かり､ 折れた傘の先が本児童の喉付近に当たり､ 前胸部を挫創した

教室から出て廊下を歩いていたところへ､ 他の教室から遊びに行こうと飛び出した他の児童

とぶつかってしまった｡ 勢いよく突き飛ばされた拍子に廊下の角に頭をぶつけ､ 額から頭部に

かけて切ってしまった｡

エアーマットに飛び降りたときに､ 勢いがつきすぎて､ 自分の足膝が眉間にぶつかり眉間が

切れた｡

男が教室内に侵入し､ 児童及び教官を次々に刺す事件が発生した際､ その凶行をすぐ傍らで

目撃する｡

校庭で友だちと鬼ごっこをしていた｡ 鬼から逃げようと走っていて､ 鉄棒の支柱にぶつかり

顔面を強打し､ 前歯を破損した｡

�������	�
�

歯磨きタイム時､ コップに水を汲むために廊下へ出て水道に向かった際､ 他の学年の児童が､

背後から走ってきて本児童の右肩にぶつかり､ 前に転倒した｡ 顔面右眼から左眼上部にかけて､

また､ 右腕､ 右肘､ 右ひざを打った｡ その後､ 教室で嘔吐した｡

高鉄棒にぶら下がっていて､ 手が滑って落下する｡ 落ちた時に左肘を突き､ その上に体がの

しかかった為､ 左肘を痛める｡

テラスで追いかけっこをしていて､ 友達がぶつかってきて転び､ 左膝を側溝のグレーチング

にぶつけて切った｡

友人と遊んでいたとき､ 竹の棒を持ってきて､ ｢これを受け止めてみろ｣ と､ 振り回しはじ

めた｡ その時､ 振り回した竹の棒が､ 友人の手からすっぽ抜け､ 回転しながら本児童の顔方向

に飛んできた｡ 前歯にあたり歯が抜けてしまった｡

体育館で遊ぼうと急いで階段を下り､ 左折しようとしたとき､ 同じく体育館へ向かっていた

友達とぶつかり､ そのはずみで廊下に置いてあったトロフィー陳列棚のガラス戸へ右手を突き､

Ⅱ 学校の管理下の障害の状況 ��

������ 小４年・女 �������	
��

������ 小４年・女 �������	
��

������ 小５年・男 �������	
��

������ 小６年・女 ������

�����	 小６年・女 ���

�����
 小１年・女 ��������

������ 小２年・男 ������

������ 小２年・女 �������	
��

������ 小３年・男 ���

����� 小３年・女 �������	
��



ガラスが割れ､ ガラスの破片で右前腕部を切る｡

サッカーゴールのゴールポストに飛びついてぶらさがって遊んでいたとき､ 右手しかゴール

をつかむことができず､ 完全にぶらさがることができなかった｡ 振子のように両足が前に出た

ため､ 左腕を腹部に向けて曲げた状態で落下した｡ 左半身の下に左腕が入ったまま地面に衝突

し､ 骨折した｡

特別支援学級の本児童が､ 友達に車椅子を押してもらいながら運動場にいる担任教師を探し､

運動場に降りる階段上付近で下にいる担任と会話をしていた｡ 友達がブレーキを握ったまま車

椅子を支えていたが､ 本児童が前に進もうと車輪を回したため､ 車椅子ごと階段を落下した｡

顔面を階段で強打した｡ 口から多量に出血した｡

遊具のシーソーで友だちと乗って遊んでいた｡

その際､ シーソーの上に両足をついた状態で乗っ

ていた｡ 友だちが先に降りたため､ バランスを崩

して､ 本児童が乗っていた側が落下し､ その勢い

で鉄製の手すりが本児童の口に当たった｡ かなり

の出血で上の前歯が抜けてしまった｡

階段を降りていて､ 踊り場の手前３段を飛び降りた｡ その際､ バランスを崩し､ 前方にあっ

た窓ガラスに右腕を突っ込み､ 切創を負った｡

講演会の後片付けを行っていた｡ 体育館フロアに下ろしてあった演台を､ ステージ上に職員

や他の児童とともに持ち上げる作業をしていた際､ 左手小指を演台とステージの間に挟んでし

まい､ 負傷した｡

鬼ごっこ遊びをしていて､ 誤って鉄棒のバーの部分に右眼を当てた｡ 傷口は右眼下をくさび

型に裂傷を負った｡

運動場の地面に倒れ､ 痙攣を起こしているところを発見された｡ (飛んできたボール等に当

たったと思われる｡) 数分で痙攣は治まり､ 嘔吐をした｡

大根抜きゲーム (床に引いてある円形ラインの中にいる人を鬼役が円の外に引っ張り出す遊

び) をしていた｡ 本児童は円の中を逃げていたところ､ 鬼役の児童が円の外から這って手を伸

ばした際､ その手を飛び越そうとしたが引っ掛かり､ 左上下肢を下にして転倒し左大腿部を負

傷した｡
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������ 小４年・男 �������	
��

������ 小４年・男 ���

������ 小４年・女 ���

������ 小５年・男 �������	
��

�����	 小５年・男 ��������

�����
 小５年・男 �������	
��

������ 小５年・男 ������

������ 小５年・女 ��������

小学校：[Ⅴ] 休憩時間



体育館で ｢のど自慢大会｣ の練習を行っていた｡ 振り付けの一つとして､ 本児童が頭跳ね跳

びを行った際､ 勢いがつきすぎて着地するときに体が前方に傾き､ 顔面をフロアに打ち､ 前歯

３本を損傷した｡

廊下で追いかけあいをしていた｡ 友だちが音楽室のガラスつきのドアを閉めたとき､ ドアに

ぶつかり､ 割れたガラスで右腕を切った｡

�������	
��

登校後トイレから帰ってきたところ､ 廊下で同じ学級の男子児童から､ 鉛筆を５本程度輪ゴ

ムで束ねた物で顔面を刺され､ 負傷した｡

登校時､ 折りたたみ式の簡易サッカーゴールの網の上を歩いていた｡ その際､ 網に足を取ら

れ転倒し､ 金属製の枠で顔面を負傷した｡

ボール当てをして遊んでいたときに､ 友達と本児童が運動場脇に置いてあるＵ字溝 (車止め

に使用している) を動かして遊び始めた｡ 石のバランスが崩れて倒れた際､ 隣のＵ字溝との間

で右手を挟み､ 指が切断された｡

本児童は同級生５人と体育館で鬼ごっこをして遊んでいたとき､ 他の遊びをしていた男子児

童の前歯と本児童の左側顔面がぶつかり､ 左頬が切れた｡ また､ ぶつかった拍子に勢いでとば

され床に倒れて頭を打った｡

机の上にかばんを置いて､ 上着 (長いコート) を脱いで､ 掛けに行こうと歩いているとき､

上着の上に乗ってしまい転倒した｡ 両手をふさいでいたので､ 口の部分を床で打ち､ 歯が歯茎

の中にめり込んで短くなり､ 自分の歯で下口唇を切った｡

教室で学習の準備をしていた際､ 通路で他の児童が前にか

けていたランドセルが本児童に当たり､ その反動で転倒し､

児童用の机の角で右頬を打ち負傷した｡

観察池の中の飛び石を渡って自分の靴箱へ行く途中､ 前夜

からの雨で濡れて滑りやすくなっていた飛び石で滑って転び､

池のふちの石で顔を打ち左瞼の上を裂傷した｡

Ⅱ 学校の管理下の障害の状況 ��

������ 小６年・男 ����

������ 小６年・男 ���	
������

������ 小１年・女 ���	
������

������ 小１年・女 ���	
������

�����	 小２年・男 ���������

�����
 小２年・男 ���	
������

������ 小２年・男 ����

������ 小２年・女 ���	
������

����� 小２年・女 ���	
������



友達と総合遊具の下から１段目 (１�����) に立って遊んでいた｡ 手は総合遊具の棒の２

段目を持っていたが､ 手が滑り地面に落ちた｡ そのとき､ 左の側頭部を強く打ち､ 左手首も傷

めた｡

校庭から教室に向かって移動をしていた｡ 思いきり走って戻ろうとした他の児童が､ 他学年

の児童の背後からぶつかり､ バランスを崩したその児童が本児童にぶつかった｡ 本児童は､ 手

を突く間もなく､ 左半身を下にして転倒し､ 校庭 (ゴムチップ) に左側頭部を強打した｡ 転倒

した際には ｢ゴン｣ という大きな音がし､ 左耳から出血した｡

体育館に移動しようとした時､ 急ぎ足で歩いていて転倒､ 廊下のドアに額をぶつけ負傷した｡

掃除ロッカー付近で遊んでいた時､ 遊びが高じて､ クラスの児童を掃除ロッカーに閉じ込め

た｡ その児童をロッカーから出さない様に､ 他の児童と戸を閉めようとした時､ 本児童の指が

上から下にたれていた｡ それを知らずに他の児童が思いっ切り閉めた為､ 切断となった｡

バレーボールをして遊んでいたところ､ 近くで遊んでいた他の児童が蹴ったボールが､ 児童

の右眼に直接当たった｡

�������	
����

教卓付近で担任に声をかけ帰ろうと振り返ったところ､ 置いてあった台に気付かず転倒｡ 右

頬を床に打ち付けた｡

ランドセルを背負って玄関で靴を履き終えたところ､ 他学年の児童に後ろから押され､ 前に

転んで下駄箱の桟に額を打ち付け負傷した｡

昇降口を走って出たところ､ 友達の足につまづいて転んだ｡ その際､ 花壇の角におでこをぶ

つけ､ 両膝も磨りむいた｡

運動場に出て､ 一斉に下校するため並んでいた｡ 本児童は､ 遊ぶ約束の友達が先に校門の方

へ歩いていたので､ 追いかけようとした時､ 全児童が一斉に動き出したため､ 渡り廊下柱近く

で他の児童とぶつかった｡ そのため､ 鉄の柱角におでこをぶつけ､ 頭部を裂傷した｡

運動場ふちの側溝グレーチングの上を歩いていた｡ 雨で濡れていたので足がすべり隙間に靴

先がひっかかり､ 前方へ転んで左膝を打った｡ 手提げを持っていたので手をつくことができず､
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������ 小３年・男 �������	


������ 小３年・男 ��	


������� 小３年・女 ���������	


������� 小４年・男 �������	


������� 小５年・女 ���������	


������	 小１年・女 ���������	


������
 小１年・女 ���������	


������� 小１年・女 ���������	


������� 小２年・男 ���������	


������ 小２年・女 ���������	


小学校：[Ⅴ] 休憩時間



顔面をグレーチングに打ち付け､ 額を５��ほど切った｡

友人と校舎２階の階段付近で遊んでおり､ ふざけて階段手摺にまたがった｡ その際､ 手を滑

らせ１階廊下に転落し､ 主に下顎を強打し負傷した｡

下校のため担任の合図で廊下に出ようとしたところ､ ドアの前に卓球台が置いてあった｡ 本

児童は卓球台を押し動かしたが､ 卓球台の足にある高さを調節するネジが外れており､ 卓球台

が突然床に倒れた｡ その際､ 卓球台の足に左小指の先端が挟まれ負傷した｡

������
�	
���

�� �

いつもより時間が遅くなったため走り､ 道路の凹凸につまずいて､ 顔を路面で強く打ち､ 左

眉のところを深く切る｡

通学路にあった側溝につまずき前方に転倒し､ 手を出して体を支えることができず､ 額と膝

を強打し負傷した｡

本児童は登校班の列に並び登校していた｡ 後方を振り向き列に遅れない様に注意を促し､ 体

制を元に戻そうとした｡ この時道路右側にある側溝に右足を誤って踏み外し転倒し､ 頭部 (額

部) を側溝の角で打ち打創した｡

����

夏季休業中の水泳教室のために､ 本児童は自転車で登校していた｡ 学校近くのやや下りになっ

た歩道で､ スピードの出し過ぎによりハンドルを取られ縁石に乗り上げ､ 前方に転倒｡ 顔面を

強打し､ 手足に擦り傷を負った｡

�
���

�� �

下校途中､ 児童クラブへ向かう友達と並んで歩いていたところ､ 隣の児童と足がもつれて転

び､ 道路に顔を打ち付けて額に傷を負った｡

他の児童と並んで下校中に､ 畑の防御ネットに足が絡み､ バランスを崩して前方へ転倒した｡

その際に､ 地面で額を挫創した｡

Ⅱ 学校の管理下の障害の状況 ��

��	
��� 小４年・女 �������	

��	
�� 小６年・女 
������	

��	
��� 小２年・男 �����������	

��	
��� 小３年・女 �����������	

��	
��� 小４年・男 �����������	

��	
��� 小６年・男 ���	

��	
��� 小１年・男 �����������	

��	
��� 小１年・男 �����������	



下校中､ 友達が溝に落下した小石を拾うため､ 友達が溝蓋を上げ元にもどそうとした時､ 誤っ

て本児童の左手人差し指が蓋と蓋が置かれていたコンクリートとの間に挟まれたため､ 左人差

し指の開放性の骨折 (創汚染) の負傷をした｡

下校途中､ 道路を歩いている時､ 同級生の一人が石を投げたところ､ ��メートルほど離れて

いた本児童の右目に当たってしまった｡

下校時間になったので､ 徒歩で通学路を通って下校していた｡ 友人と歩いていたら後方に男

子児童が迫って来たので､ 振り返ったとき､ 男児が持っていた上靴袋が本児童の口に当たり､

下の前歯３本を途中から折って負傷した｡

����

自転車で下校していた｡ 家に近づいてきたところで気分が悪くなりフラフラとして､ 道路脇

の側溝に落ちてしまった｡ その際に､ 顔面を負傷し､ 救急車で病院に運ばれた｡
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������	 小２年・女 �������	


������
 小４年・男 ������	


������� 小５年・女 ��	


������� 小６年・女 ����������	


小学校：[Ⅵ] 通学中



� ������	
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�	
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水泳の授業を受けていた｡ 準備運動後､ まずはクロール���を２本泳ぎ､ 次にビート板を胸

に抱えて背泳ぎの練習を���泳いだ｡ 続いて自分の泳ぐコースに足より垂直に入り､ 背泳ぎを

泳ぎ始めたら下腹部が痛くなったので､ 水から上がりプールサイドで見学した｡

�����

� ����

教師の指導の下､ ���走のタイム測定をしていたところ､ その待ち時間に友人が右後方から

近寄り､ 突然大きな声を出した｡ キーンという音がし､ ５分後くらいから頭痛もするようになっ

た｡

� ���	


陸上競技場で走り高跳びの練習をしていたところ､ 着地の際に肘を伸ばしたまま左手を着い

て肘を骨折した｡

走り高跳びのバーを直すためスタンドの横に立っていた｡ 失敗した他の生徒がスタンドにぶ

つかり､ その時に倒れたスタンドが本生徒の顔面を直撃｡ 前歯が折れた｡

� ���	


走り幅跳びをする前のウォーミングアップとしてウマ跳びをしていた｡ 他の生徒の上に手を

つき､ 乗った時にバランスを崩し､ 体ごと落ちて地面で体を打った｡

� �������

運動制限の必要があった本生徒は､ 自分も参加したいと申し出があったため､ 体育担当教諭

は無理をしないようにという指示をした上で認めた｡ 歩くペースでいたが (約����､ 約��～�

�分程度)､ 途中､ ペースを上げてしまい倒れた｡ ｢うー｣ という本生徒の声はあったが､ 言葉

による反応は確認できなかった｡ 意識・脈・呼吸が無かった為､ �	
を使用し心肺蘇生の後､

医療機関へ搬送した｡ (本校入学直後までは心臓疾患はなく､ マラソンが好きな生徒であった)

Ⅱ 学校の管理下の障害の状況 ��

��
���� 中２年・男 �������

��
���� 中３年・女 ����

��
���� 中２年・男 ���������

��
���� 中３年・男 � ��

��
���� 中２年・男 ���������

��
���� 中前１年・男 �������
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� ������

ドッジボールをしていたところ､ 本生徒と仲の良い２人の生徒がふざけて本生徒の足と脇を

持ち､ 横向きに抱えて外野からのボールを当てさせようとしたが､ 脇を抱えていた生徒が手を

離したため､ 体育館の床に落ち､ 右上腕骨を骨折した｡

ドッジボールを行っていた｡ 本生徒はコートの外野にいて､ 他の生徒が外野に出た際に体が

接触した｡ 蹴られたと思い､ 体育館入口付近で揉み合いとなって左眼あたりを殴られた｡

� 	�
����	�

体育館でフットサルの試合を行っていたところ､ 相手チームの友人の蹴ったボールが左眼に

当たった｡

サッカーのミニゲーム中､ 本生徒の蹴ったボールが､ すぐ前にいた相手の膝に当たり､ 跳ね

返って顔面を直撃し､ 右眼球に強い衝撃が加わったものと考えられる｡

サッカーをしていた際､ 相手チームの蹴ったボールが右眼に

当たり負傷した｡

� �����

ソフトボールの試合で､ 本生徒はキャッチャーをしていた｡

バッターボックスでボールを打った生徒がバッドを離したとこ

ろ､ そのバッドが本生徒の顔面に当たり負傷した｡

ソフトボールをしていた｡ バッターの近くで応援していたところ､ 打った後のバットが口腔

部に当たり､ 歯が折れてしまった｡

ソフトボールの打撃練習を始める前に､ バットを投げると怪我をする危険性があることを注

意しようと､ 教師が実際にバットを投げて生徒に見せたところ､ 思っているところとは違う方

向にバットが飛び､ 本生徒の頭部にバットが当たって負傷した｡

� ������

ハンドボールの試合中に相手方のディフェンスをかわしてシュートをしようとした際､ ディ

フェンスをしていた生徒の親指が左眼の中に入ってしまった｡
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������� 中２年・男 ������������

������	 中３年・男 ����� !��

������
 中２年・男 ����� !��

������� 中３年・男 ����� !��

������ 中３年・男 ����� !��

������� 中１年・男 "#��

������� 中２年・男 "#��

������� 中３年・男 ������������

������� 中３年・男 ����� !��

中学校：[Ⅰ] 各教科



� ������

バレーボールの支柱を立て高さを変える作業で､ 友人が支柱上部を片手で支え､ もう片方の

手でピンを抜いたが支えきれず､ 支柱の上部が急に下がり支柱に手を添えていた本生徒の右手

中指に落ちた｡

バレーボールをしていたが､ コート内に落ちたボールを拾いに行った時に､ 靴と体育館の床

の摩擦でつまづき､ 顔面から転倒し床で顔面を強打し､ 歯折した｡

� ��	
����

バスケットボール (３オン３) の試合を体育館でしていたところ､ ドリブルをしていた他生

徒のボールを奪おうとした本生徒は､ バランスを崩して転倒し床で左手を強打した｡

� �����

バドミントンのゲームをしていて､ ペアの生徒がサーブを打った際､ 本生徒が近距離にいた

ため､ サーブを打ち終わったラケットのフレームが歯に直撃し､ 前歯が折れた｡

バドミントンをゲーム形式で行っていたところ､ 他生徒のスマッシュしたシャトルが､ 左眼

に当たった｡

バドミントンを行っていたことろ､ 授業中断の合図をした際､ ペアを組んでいた生徒が突然

シャトルを打ち､ 右眼に直撃し右眼球を打撲した｡

����

� �������

２人１組にて､ 一人がしゃがみ､ もう一人が左右に跳ぶ準備運動を行っていた｡ 本生徒は跳

んでいた時足をひっかけころび左腕を骨折した｡

��������	���

技術科の授業で､ 電気スタンドを製作していた｡ はんだごてを取ろうとしたところ､ 机の上

に置いてあったはんだごてに左腕が触れてしまいやけどをしてした｡

�
���������

職場体験として農業体験に行き､ ビニールハウス内で草むしりの作業後､ 昼食・休憩場所へ

Ⅱ 学校の管理下の障害の状況 ��

�����	
 中１年・男 ���������

�����	� 中２年・女 ����

�����	� 中３年・女 ���������

�����	 中３年・男 ����

�����	� 中３年・男  !�"#$%��

������� 中３年・男  !�"#$%��

������� 中３年・男 &'�������

������� 中２年・女 ()�*+,-./0��

������	 中２年・女 12,34��



移動する途中の竹林の道から誤って滑り落ち､ 運搬用のレールに腹部を強打したため､ 脾臓の

損傷と肋骨を骨折した｡

���� �

学校に隣接している短期治療施設を退所するＡ生徒を校舎前で見送っていた｡ Ａ生徒が乗っ

た車を本生徒らで追いかけていて､ 前を走っている他の生徒が急に速度を緩めた為､ 本生徒は

それを避けよと横に方向を変えた時に路側帯の反射ポール (高さ����・上部反射板直径����)

に下腹部を強打した｡

��	
��
��������

ランチルームのぞうきんがけをしていたところ､ 手がすべり顔面を床にぶつけ前歯が欠ける

などの損傷をした｡

��	����
������

始業式前の大掃除で､ 担当区域に行こうと廊下を走ったときに足が滑り転倒｡ その時に治癒

したばかりの前回の骨折部位 (右橈・尺骨骨幹骨折) をねじる｡

廊下に立っていたところ､ 走ってきた他の生徒が足を滑らせ転倒し､ 本生徒は足をすくわれ

る形になる倒れ顔面を強打した｡

������� !

体育大会の予行の日､ 本生徒はトイレから出てきた時､ 他の生徒が驚かせようと壁際の曲が

り角の陰から､ 急に体を手で押したため転倒し､ 側にあった植え込みの縁石に顔面を強打した｡

対抗リレーの招集を始めた頃､ 本生徒は､ 入場門近くの防球ネットに一人で中段部分によじ

登り揺らしていた｡ ネットに捕まったまま､ 後ろ向きに倒れ､ 鉄パイプの部分で右眼を強打し

出血していた｡ 頭部も強打した様子であった｡

全クラスで大縄跳びの練習をしていた｡ 大縄を跳んでいた生徒がつまづき､ 回し手の生徒か

ら縄が放れた｡ 縄を握る柄のプラスチックの筒状のものが､ 一番前で跳んでいた本生徒の顔面
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������� 中１年・男 �������

������� 中１年・男 	
��

������� 中１年・男 �����������

������	 中２年・女 	
��

������
 中１年・女 �����������

������� 中２年・男 ��������

������� 中３年・男 ��������

中学校：[Ⅰ] 各教科



に直撃し､ かけていた眼鏡にぶつかり､ レンズが割れ､ 破片が目に入り負傷した｡

棒倒しの練習中､ 退場する時に本生徒がクラスメートのズボンをずらし､ それに怒ったクラ

スメートが本生徒の顔を右手で殴り､ 本生徒の下前歯が抜け口腔内が切れた｡

本生徒はゴールキーパーでサッカーの試合に出ていたが､ 相手がシュートしようと走って進

んできたところと激突した｡ その際､ 相手の膝・足が顔面に強打した｡

�������	
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� �

� ������

体育館でポートボールをしていたところ､ ボールを受け取ろうとして誤って､ 右手小指を骨

折した｡

� � 	

野球大会の試合中､ 右足に激痛を感じる｡ 引きずりながら歩く状態であった｡ 受診すると筋

肉の炎症であり､ 湿布での治療のみであった｡ その後もその状態が続くが､ 様子を見ていた｡

しかし翌年､ 股関節の症状が悪化し痛みを訴えた為､ 受診したところ骨に異常が見つかり大腿

骨頭すべり症であると診断された｡

������������

キャンプ場で階段をジャンプして飛び降りようとしたら､ 天井のはりにぶつかりそうになっ

たので､ よけたら､ 階段で首のうしろあたりをぶつけた｡

���� �

炊事遠足が行われた際に､ 班でデザートのべっこう飴を鉄板で焼いていたところ､ 本生徒は

飴を鉄板から取ろうとしたときに､ 強風が吹き右腕にはりつき熱傷を受けた｡

コース別選択遠足を実施していた｡ 本生徒は､ ｢炊飯コース｣ で､ 本生徒は石を積み上げた

釜戸を使用し､ フライパンに揚油を入れフライドポテトを作っていた｡ その際､ 釜戸の石が割

れ､ フライパンがその勢いで持ち上がり､ 本生徒方向へ倒れた｡ 左手首と右太腿に油がかかり､

熱傷を負った｡

Ⅱ 学校の管理下の障害の状況 ��

������� 中３年・男 
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������� 中３年・男 
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������	 中２年・女 ��������

������
 中３年・男 ��������

������� 中３年・男 ���

������� 中１年・女 �������� !�

������� 中２年・女 �������� !�



遠足でフィールドワークを実施していた｡ 階段状の坂道を走っていて転倒し､ 左腰部､ 左肘､

頭部を負傷した｡ バスの中で横にならせ休ませて帰校した｡ その後､ 病院に行き診察の結果､

脾臓の摘出手術をした｡

�������
	
������

�� �

部活動中､ 本生徒は飛び込み練習をしていた｡ 飛び込んだ際に体が急角度で入水し､ 底面で

頭を強打し､ 首を痛めた｡

�����

段違い平行棒の練習で､ タイミングがずれて身体が開いた状況で頭から落下した｡ 本生徒は

意識はしっかりしていたが､ 下半身が動かない様子だったので､ すぐに救急車を要請した｡

��	


校舎の犬走り (コンクリートが打たれた部分) で腹筋等の筋トレをしていた際､ 砲丸投げの

練習をしていた他の生徒が持っていた砲丸を近くで落としてしまい､ 砲丸が一度バウンドして､

本生徒の後頭部右側に当たった｡

���������

ストレッチ体操､ 短距離走､ ミニハードルのジャンプトレーニング等をこなしていたが､ 終

了時間ぐらいになって､ 右足股関節部に痛みを覚え始めた｡ 運動を中止し安静を取り､ しばら

く様子をみることにした｡ その後は自宅でシップ剤等をしながら､ 痛みに対応｡ 部活動は見学

のみとしていたが､ 数日後､ 自宅で右足を動かせなくなり､ 緊急入院となった｡

雨天のため､ 部の早朝練習を校内で行っていた｡ その際､ 他

の生徒と接触しそうなり､ 避けたところ､ 壁面に激突し前歯を

強打し破折した｡

運動場を２周ジョギングして､ ����を４本走ったところ､

｢疲れた｣ と言って座り込み､ ２～３分後にふらふらと横に倒

れた｡
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ドリブル練習中､ 野球部員の打ったノックボールが飛んできて､ 本生徒の左眼に当たった｡

接触プレーで､ 本生徒の頭及び首の当たりを打ったと思われる｡ 直後に訴えも無かったので､

そのまま練習を終了し帰宅した｡ その夜､ 耳が痛いと訴え､ 翌朝には吐き気も伴う為､ 病院を

受診した｡ 経過観察及び治療の為入院した｡

ディフェンダーがクリアしたボールが至近距離 (約２�) から右眼に当たった｡

ゲーム中､ 相手の頭部と本生徒の顔面右眼下が激しくぶつかった｡ 災害発生後､ 患部を冷や

す等応急手当てをしたが､ 痛みが強く嘔吐も見られたので､ 救急車で病院に搬送した｡

本生徒はキーパーをしていて､ ボールを蹴ろうとした相手チー

ムの生徒の足と本生徒の膝が激しくぶつかり負傷した｡

� ��

部活動でテニスコートの半分を使って､ ３列グループになりボー

ルをネットにかけたら自分でボールを拾いに行く練習をしていた｡

本生徒がネットにかけたボールを拾っていたとき､ 他の人が打っ

たボールが､ 顔面に当たり右目と鼻を負傷した｡

ボールを打つ練習中､ 前の生徒が打とうとして下がったところ､ 後ろで順番を待っていた本

生徒の左眼にラケットが当たった｡

テニスコートの半面中央部位置で､ ボール出しの係をしていた本生徒が次のボールを出そう

スタンバイしていたところ､ 打ち返されたボールが左

耳を直撃し左耳が聞こえなくなった｡ 当たった瞬間か

ら左耳が聞こえなくなり､ しばらく様子を見たものの

よくならなかった｡

部活動中､ コート整備のため３人で急いでローラー

を引いていた｡ その際､ スピードが出て､ 勢いがつい

てしまい､ ローラーの持ち手と支柱の間に右手を挟ま

れ小指を不全切断､ 薬指を裂傷してしまった｡

Ⅱ 学校の管理下の障害の状況 ��
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乱打の順番をコートの後方で待っていたとき､ 乱打をしていた他の生徒が後ろに下がってボー

ルを打ち､ 振り切ったラケットが本生徒の右眼に当たった｡ 右眼を打撲し､ 眼瞼が切れた｡

部活動終了後､ 生徒だけで円陣を作りミーティングをしていた時､ 貧血で前方に倒れた｡ そ

の際に地面に口を強打してしまった｡ 上の前歯２本を折り１本は神経が切れてしまった｡ 脳な

どに異常はなかった｡
� ������

キャチボールをしていて､ 相手が投げた球をグローブではじいて､ その球が前歯に当たり破

折した｡

練習中､ ワンバウンドした打球 (自打球) が眼に当たってしまい､ 激しい痛みを感じた｡

フリーバッティングの練習中､ ピッチャーをやっていた本生徒の顔面に打球が当たり負傷し

た｡ 応急処置後､ 救急車にて医療機関へ移送した｡

他校と練習試合中､ 打ち上げたフライボールを捕ろうと追いかけた｡ お互いに相手に気が付

かずボールを捕ろうとした為､ チームメイトの左上眼瞼と本生徒の右頬が衝突し､ 右頬部切傷

をしたものである｡

練習試合で他校へ行っていた｡ ホームベースにスライディングした際､ 左膝をホームベース

に強打し､ 左膝の部分が横に����ほど切れてしまった｡

� 	 


雨天だったため多目的教室で部活動を行っていた｡ 先輩の指示でバットを持ち素振りをして

いたが､ その最中同じく素振りをしていた他生徒のバットが顔面に当たり負傷した｡

練習試合をする前､ キャッチボールの球拾いをしていたとき､ それたボールが､ 本生徒の左

眼にぶつかり負傷した｡

２メートル程度離れてシャトルを投げる役とバットで打ち役での練習中､ 本生徒はシャトル

を投げる役をしており､ 相手が打ったバットが抜けて飛んできて､ 口に当たった｡

朝練習でハーフバッティングの練習中､ 本生徒は守備をしていて打球を追っていたが､ 右斜

め前方から飛んできた打球に気付かず､ 右眼にボールが当たった｡ 痛みと腫れがあり､ 冷やし
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たタオルを患部にあてた｡

バッティング練習をしているときに､ 自打球が当たり右眼を傷めた｡

試合前､ サブグランドで待機中､ チームメイトが素振

りをしていたバットが口に当たり､ 歯牙の破折､ 脱臼等

を負った｡

バッティング練習の時に､ 少し離れた所でも同じよう

に練習が行われていた｡ 本生徒が投げた後､ もう一組の

バッターが打ったボールが右目に当たり､ 強い痛みを感

じた｡

集合時刻に遅刻しそうだったため､ マンションから学校までの約���メートルを､ 全力疾走

で走った｡ 集合場所に到着した際､ 失神しその場に倒れこんだ｡ ���を作動させ､ 救急車で

病院に搬送する｡

練習中､ キャッチボールをしていて受け損

ない､ 左眼にボールが当たり負傷した｡

体育の授業時間に右足を痛めたが､ 痛みを

我慢しながら放課後､ 部活動 (野球) の練習

をしていた｡ ハードル､ スクワット､ 懸垂､

のぼり棒をし､ ランニングをしているときに､ 更に右足が痛み出す｡

守備練習を行っていた｡ ３塁ベース脇でノックを受けていた時､ 本生徒は捕球に失敗し右眼

に当たった｡ この時､ 眼鏡はかけていなかった｡

練習試合中､ バッターとして打席に立ちボールがバッドに当たった瞬間､ その自打球が左眼

に当たった｡

練習試合前に本校運動場で練習していた｡ バッティングの練習で､ 本生徒が打ったボールが

右眼を直撃した (自打球)｡ 痛かったがそのままにして練習試合をし､ 家で様子を見ていたが

痛みのため受診した｡

練習中､ 素振りをしていたバットに､ 別の他生徒が籠に入れようと投げたボールが当たり､

Ⅱ 学校の管理下の障害の状況 ��
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近くにいた本生徒の左側頭部に当たり負傷した｡ すぐに救急車で病院へ搬送した｡

本生徒がボールを投げて打つ練習をしていて､ バッターが打ったボールが本生徒の右眼に当

たった｡

ロングバッティングのボール出しをしていた｡ その際､ 打球が左眼に直接当たった｡

外部コーチによるバッティングフォームの指導を受けている時､ コーチの後方に立っていて

近づきすぎたためコーチが振った金属バットの先端が右側頭部に当たった｡

� ������

部の活動で､ 校舎周辺の道路をランニングしていたとき､ 体調が悪くなり､ しゃがみ込んで

しまった｡ その後､ 救急車で医療機関へ搬送途中に心肺停止状態に陥った｡

部の合同練習において､ ディフェンスの際に､ 相手選手の頭部が本生徒の顔部や頭部に当た

りボールが本生徒の顔部や頭部に当たった｡

� 	
����

部活動のレシーブ練習でフライングをしたところ､ ボールを追ってきた別の生徒が本生徒の

指を踏んでしまい負傷したものである｡

全員で後片付けをしていた｡ 本生徒は､ ボールかごを部室に運こび､ 出ようとして､ 差し出

した左手が部室ドアの硝子に当たり割れた｡ その破片で右手を深く切り､ 左前腕切創・左手関

節腱断裂の負傷を負った｡

ネットを張る為に紐を巻いていたところ､ 強く巻き過ぎた為に紐が切れ､ ポールが本生徒の

前頭部に当たる｡ その拍子に後ろに倒れ､ 床に後頭部を強打する｡ 脳内出血及び骨折した｡

部活動の準備時間に走っていたとき､ バレー

ボールのネットを張るポールに左前額部をぶ

つけ転倒した｡

練習試合を他校で実施していたとき､ 相手

チームのアタッカーが打ったスパイクが顔面

付近に来たので避けたところ､ ボールが右耳

周辺に強く当たった｡
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練習試合の時､ アタックボールをチームメイトがはじき､ それをフォローしようと取りに前

へ飛び込んだ際､ 反動で首が後ろにそった｡

部活動練習中に､ アタックの着地時にバランスを崩して転倒し､ 左足首を捻挫した｡

練習試合中､ 相手方のアタックをオーバーで取ろうとしたところ､ 小指がボールに引っかか

り､ 左手小指がそのままひっくり返る形となり負傷した｡
� ������	


他校との練習試合をしていて､ 相手チームの生徒が本生徒からボールをカットしようとして

取り合いになり､ 本生徒はバランスを崩して転倒し､ 右手を突いてしまった｡

練習試合中に､ 本生徒がボールを追いかけ低い姿勢になったところ､ 相手生徒の膝が本生徒

の口元に入ったため､ 前歯が２本抜け落ち､ 下の歯も折れて負傷した｡

朝の練習中､ 跳箱のロイター板を使いジャンプシュートをしようとして飛んだところ､ 着地

に失敗し､ 両腕､ 顔面 (口) を床で強打し負傷した｡

練習で学校敷地内のランニングコース３周 (�����程度) を走行中に､ 突然倒れた｡ 本生徒

は意識不明で呼吸停止状態だった｡

練習試合をしていた｡ 相手チームの肘が生徒の口にあたった｡ 口唇挫創し､ 歯牙亜脱臼・歯

根破折・歯冠亀裂､ 歯冠破折した｡

大会で試合中に､ 本生徒がシュートしようとジャンプした際､ 相手チームの生徒と交錯した｡

相手チームの生徒の膝が本生徒の股間に強く当たったことにより負傷したものである｡

� � �

卓球台を倉庫から出すときに台を引っ張りすぎて､ 反動で転倒した｡ そのはずみで卓球台が

倒れてきて右手人差し指を負傷した｡

� �����

練習中､ 部員の打ったシャトルが本生徒の左眼に当たり､ 負傷してしまった｡

部活動でスマッシュの基本練習をしていた時､ 本生徒が他生徒の練習しているところを横切っ
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て歩いた｡ その時､ 他生徒の打ったシャトルが誤って左眼球にぶつかった｡

練習中に他生徒の打ったシャトルが､ 本生徒の左眼に当たり負傷した｡

�� �
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武道館での､ 練習試合で３年生に投げられ､ 左肩を強く打ち骨折した｡

柔道場で乱取りをしていたところ､ 相手が体落としの

技をかけた瞬間､ 右足大腿部に激痛を感じて､ 右大腿部

を骨折した｡

寝技の練習の際､ 相手に仰向けの状態で上に乗られ､

帯の部分で左眼を圧迫され負傷した｡

������

進路フィルドワークのため､ グループで他校に自転車で行った帰り､ 電柱にぶつかって右側

頭部を打撲した (右眼眼球打撲)｡

資源回収時に本生徒は新聞を車に持って行った｡ 積み込み車のステップを利用し荷台から降

りようとした時､ 運転席後方の鉄製はりで出来たＶ字型の箇所に右手小指を挟み切断した｡

�	
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武道場のマットの上で､ 友人数名と前方宙返りをして遊んでいた｡ その際､ 前方宙返りに失

敗し､ 背中から転落してマットの上で背中を強打した｡

教室で､ 突然友達に左睾丸部を蹴られ痛めた｡ 帰宅後､ 病院受診となる｡

手洗いの順番待ちをしていたとき､ 鏡に映った本生徒の笑った顔を見て自分が笑われている

と勘違いした他生徒に､ 顔を殴られ､ 腹を蹴られた｡

教室で着替えをしていた際､ 他生徒に窓からベランダへ鞄を出された為､ 取りに行った｡ 戻

ろうとしたが戸が閉まっていたので､ 開けてくれと窓ガラスをたたいたところ､ ガラスが割れ
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て右手前腕部を切った｡

他生徒数名と鬼ごっこをして遊んでいたとき､ 教室の窓から外のひさしへ飛び降りようとし

て落下し､ 地面に落ちた｡ 両手を骨折､ 頭・顔・骨盤を打撲､ 歯を骨折した｡

｢噂を流された｣ と他の生徒が廊下に居た本生徒に問い質し､ 認めた｡ 本生徒は肩パンチを

していいよと言って右肩を出し､ 半身状態となったところ､ 他の生徒は肩ではなく顔面頬付近

を右手で殴り､ 右眼窩底を骨折した｡

教室でクラスメイトとトラブルになり､ 顔面を数発殴られ､ 右顔面を左足で蹴られ､ 右目が

痛くなった｡

運動場に向かって友人を追いかけていた本生徒が保健室と体育館の間のコンクリートの地面

で立ち止まり靴ひもを結ぶためかがんだ｡ そこへ他の生徒が本生徒の背中を両手で押したため､

頭からコンクリートの地面に擦るような形で倒れこんだ｡ 顔面､ 両手の甲､ 両膝に擦り傷､ 前

歯３本､ 奥歯１本を欠損するけがを負った｡

本生徒は体育祭の高跳び練習をしようと�����を背面跳びした｡ 体育の授業が始まり集合・

整列後の体操で痛みと吐気で保健室に向かった｡ 首から左手までの痛みとしびれが強かった｡

他クラスの生徒と軽いふざけ合いから発展しけんかとなる｡ 相手の頭部が口や鼻に当たる｡

相談室に登校していた本生徒が､ 予鈴を聞き外に出よう

としたが､ 他生徒の姿が見えたため､ すぐに相談室に入っ

た｡ 一方､ 他生徒は誰が入ったのかと思い､ ドアを開けよ

うとした｡ 本生徒は開けさせたくないと思い､ ドアの引っ

張り合いになり､ 入口ドアのすりガラスが割れ､ 本生徒の

顔面に破片が刺さった｡

�������	�
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本生徒は､ 給食の後片付けを終え､ 廊下を通りかかったところ､ 友達がふざけて追いかけて

きた｡ 本生徒は走って逃げ教室の前の出入口から中に入ろうとした｡ そのとき､ 追いついた友

達が後ろから背中を押したため､ 本生徒は勢いよく出入口のドアに顔面から激突した｡

教室で他生徒とふざけあっていた｡ その時､ 他生徒の頭が生徒の顔面に強くぶつかり､ 前歯

Ⅱ 学校の管理下の障害の状況 ��
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がぐらぐらになった｡

校舎内で数人と鬼ごっこをしていた｡ 鬼の生徒の様子を廊下の角で見ていたところ､ 後ろに

いた生徒がふざけて本生徒を強く押したため､ 柱の角で額を強打した｡

バスケットボールをして遊んでいて､ レイアップシュートをしようとしたら滑って転倒して

しまった｡ すぐそばでシュートをしていた他生徒が着地をする時に接触し､ 他生徒の臀部が右

眼の上から強く当たった｡ 目の痛みと気分の悪さを感じ､ 保健室に来室した｡

本生徒ら数名がドッジビー (フリスビーの柔らかい物を使い､ ドッジボールの様にぶつける

遊び) で遊んでいる中で､ 後ろ向きに走り､ 転倒して後頭部を強打した｡

前日､ 同級生の男子生徒と本生徒がトラブルとなっていた｡ 当日昼食後､ 実習室前付近で再

びトラブルとなり､ 男子生徒が殴った手が本生徒の左眼を直撃して負傷した｡ 保健室で応急手

当をするが､ 嘔吐した為救急車を呼び､ 病院へ移送した｡

図書館で読書をしていたところ､ 同学年の男子生徒から威圧的な態度をとられたため､ やめ

るように振り払った｡ そのことに相手生徒が腹を立て､ 本生徒は顔面を数回殴りつけられ､ 右

頬部､ 右眼部､ 鼻部等を負傷した｡

�������	
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友人と鬼ごっこをして遊んでいた｡ その際に､ 渡り廊下の外側ドアのガラスに衝突し､ 顔面

を損傷した｡

校舎内の廊下を走っていた本生徒は､ 教室前に設置してあるパーソナルロッカーで止まろう

とした｡ ロッカーに体重をかけて止まろうとしたところ､ ３段目のロッカーが動き落下した｡

本人の左中指第一関節の上に落ちた｡
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筋力アップのため鉄棒で懸垂をしていた｡ 力を入れ力んでいたら､ 右耳からプチッと音がし､

キーンと金属音がしだした｡

教室でストーブの横を通ろうとしたとき､ ストーブに当たった｡
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中学校：[Ⅴ] 休憩時間



サッカーをして遊んでいたところ､ 飛んできたボールが左眼に当たり痛んだ｡

部活動が終わり､ 下校しようと生徒通用門近くまで来たところ､ 練習中の本生徒の態度に腹

を立てていた男子生徒が待ち伏せし､ 突然掴み掛ってきた｡ そのまま門の外に移動し一方的に

殴る蹴るの暴行を受け､ 前額部､ 胸部､ 腹部を負傷した｡
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�	
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自転車で登校中､ バランスを崩して転倒｡ 道路わきの側溝に落ちて､ 左顔面を負傷した｡

部活動のため自転車で登校､ 下り坂を自転車でブレーキをかけながら下っていたところ､ 夜

露で濡れていた道路でタイヤが滑り転倒した｡ その際､ 右側に転倒したため､ 右膝を地面にぶ

つけ､ 右手小指を激しく地面に擦りむき負傷した｡

部活動のため登校していた｡ 歩道を生徒２人並んで自転車で走っていた｡ 交差点に､ 歩道へ

の車両進入防止用のポールが立っていたが､ 話に夢中になっていて､ ポールに気がつかずにぶ

つかり､ 左側に転倒した｡ その時アスファルトに強く左手を打った｡

自転車のペダルにズボンの裾が絡まったため､ 足下に気

を取られ､ 前に停車していた自動車にぶつかった｡ ぶつかっ

た際､ 自動車の後部に上の前歯をぶつけ､ 歯牙破折及び脱

臼した｡

登校中､ ペダルを踏み込んだとき､ 足を滑らせ､ 前輪に

挟まり転倒した際､ 顔面を強く打ち､ 唇や歯を負傷した｡

登校時､ 歩いている他生徒をよけようとしたとき､ 乗っていた自転車がすべり､ 左側に転倒

した｡ そのとき左膝を強く打ち負傷した｡
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下校途中､ 道につまずいたときに顔面から転び､ コンクリートにぶつけて前歯を負傷した｡
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友人６人と下校途中｡ ささいなことから､ 荷物のぶつけ合いとなり､ 本生徒は､ よけようと

かがんだと同時に相手が膝を振り上げたため､ その膝が右眼に当たってしまい､ 右眼窩底骨折

となってしまう｡

本生徒は同級生と下校途中､ お互いに相手に対する不満を漏らし､ もみ合いとなり､ お互い

の顔面や胴部分に拳や蹴りが当たった｡ その２日後､ 本生徒は口を動かすと､ あごが痛かった

ため病院で受診した｡ さらに､ 視力の低下が気になり始め､ 受診したところ､ 網膜剥離と診断

された｡

下校途中､ 他生徒数人の中でいざこざがありけんかになりそうになったため､ 間に入って止

めようとしたところ､ 乱闘状態になり､ 顔面を数発殴られたり､ 顔面をけられた｡

本生徒は､ 教室内で他の生徒に脅かされてきたが､ 応じなかったことから､ クラブ終了後に

近くの公園に呼び出され､ 謝罪したにも関わらず､ 顔面や太股を蹴られたり殴られた｡ 土下座

させられ､ 他生徒Ｂに顔面を足蹴りされた｡ さらに､他の生徒に暴行を加えられた本生徒は､

後遺障害が残る傷害を負わされた｡
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自転車で帰宅中､ 急に前輪のスポークが折れ前のめりに転倒した｡ その際､ 地面で手の甲を

擦りむき､ 顔面を打って､ 前歯が折れてしまった｡

友達と自転車で下校中､ カーブを曲がろうとした際､ 滑って転倒し顔面と前歯を損傷する｡

自転車に乗って下校していた｡ その際､ 道路左端の段差の部分にタイヤをとられ､ バランス

を崩して転倒してしまった｡
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校外施設で､ 全校生徒による学校行事があり､ 午後３時に現地解散をした｡ 本生徒は友人と

帰宅途中､ バランスを崩し自転車ごと､ 道脇の墓地へ転落した｡ その時､ 前額部挫創､ 顔面挫

創､ 右膝部挫傷､ 頚椎捻挫をした｡
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グループ毎にマットの練習中､ 倒立前転を補助者付きで行い､ 頭より先に背中から落ちて､

背中を強く打った｡ 本生徒からの申し出で､ しばらく安静にし見学し､ 後日受診した｡
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� �	
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土手周辺のランニングを２周 (１周������) した後､ 頭痛を訴えたため､ 市販薬を服用し

安静にしていたが､ ５回嘔吐し､ 右手右足の痙攣を起こした｡ 意識障害が重くなったため､ 救

急搬送した｡

持久走をしていたところ､ 他生徒と足が絡まり顔面から倒れて､ 前歯を負傷してしまった｡
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試合中､ 近距離からボールが左眼に直撃した｡ 流涙､ 目のぼやけなどの症状があった｡

フットサルをしていた｡ 試合中､ 本生徒がドリブルして前進し､ 蹴り返されたボールが本生

徒の右眼に当たり負傷した｡

パスされたボールをヘディングしようとゴールに向かってジャンプした｡ その時､ キーパー

がボールをパンチングしたため､ そのボールが本生徒の右眼を直撃した｡

運動場でサッカーをしていて相手生徒からのボールが右眼に当たり負傷｡
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テニスの打ち合いをしていたとき､ コートを大きくオーバーしたボールを本生徒が取ろうと

追いかけ､ ラケットをフルスイングしたところ､ バランスを崩し､ 後ろに張ってあったネット

の支柱に顔面がぶつかり､ 前歯を破折した｡

Ⅱ 学校の管理下の障害の状況 ��
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ソフトボールをしていて､ バッターの後ろの方で球拾いをしていたとき､ バッターの振った

バットが汗で滑り飛んできて口に当たり負傷した｡

ソフトボールの授業中､ 本生徒はキャッチャーをしていて､ バッターがふったバットが後ろ

に飛んで､ 唇と前歯を負傷した｡

ソフトボールをしていて､ 二人でフライを取ろうとしてぶつかった｡ 本生徒はぶつかったと

同時に２本の歯が根元から抜け､ その後､ 後頭部をグランドにぶつけ意識がなくなり､ 痙攣が

みられた｡
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ゲームをしている際､ 本生徒はドリブルしているときに､ 足の運びのタイミングを崩し､ 右

足が床に着いた際､ 左足が浮いてしまった｡ そのため､ 両手で体を支えられず顔を床に強打し

た｡
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ラグビーを行っていた｡ ボールを取りに走っていたところ､ 他の生徒の額と､ 本生徒の前歯

付近が強く接触してしまった｡
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柔道で乱取りをしていた｡ 相手生徒に投げられて受身を取ろうとした際､ 左腕を床についた

ため､ 左肘関節に体重をかけた姿勢となった｡ 左肘に疼痛がある為､ 整形外科を受診した｡

柔道の授業中､ 体育科教諭から説明を受けたあと､ 二人一組で練習をしていた｡ 本生徒は相

手の生徒から背負い投げの技をかけられたとき､ 頭から畳に落ちてしまったので､ 首を捻って

負傷した｡

体育の柔道時間中に､ 本生徒は､ 背負い投げをされそうになったが､ 相手が投げるのに十分

な体勢が取れておらず上体が崩れた｡ その際､ 背中から滑り落ちるように畳に落ちた｡ 右腕を

最初についてしまい､ 肘に衝撃を受けて負傷した｡

柔道の授業のまとめとして試合を行っていた｡ 相手が大内がりをかけられ､ 後方に転倒した｡

その際､ 相手の右膝が本生徒の左下腹部に突き上げるように入った｡
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授業で柔道を行っていた｡ 寝技を掛けられた際､ 左腕を捻じった状態で相手生徒の体で押さ

え付けられ､ 体重が一気にかかり負傷した｡
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器具の使い方のテストで､ ガラスの試験管にゴム

球 (ピペット) を取りつけようとした時に､ ガラス

の試験管が割れて､ 左の小指第三関節近くにガラス

が刺さった｡
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調理実習をしていた｡ 蒸しカステラの調理が終わり､ 蒸し器の上段のみをガスコンロから調

理台に移動させようとしていたら､ 下段のお湯の入っている方までくっついてきてしまい､ 蒸

し器を落としてしまった｡ その際に両足にお湯がかかって火傷をした｡
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ものづくり授業でバンドソーにて��センチ程度の板材を二つ割りにしているとき､ 誤って右

手を負傷した｡
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スケートの実習を行っていた｡ 近くで滑っていた友人が転びそうになり本生徒の左腕をつか

んだ｡ そのとき足が後方に抜けるような形になり前のめりで転んだ｡ 両手を氷についたが勢い

があり支えきれずに前歯を氷に打ち付けてしまった｡

野外活動の授業として､ 凧の作成を行っていた｡ 凧に使用する竹ヒゴを作るために竹をカッ

ターナイフで細かくする作業中､ 誤って身体の方向へ向けて引いたところ右手の人差し指を切っ

た｡ (本生徒は左ききである)
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授業中に､ 隣の席の生徒は､ 学校に持ってきたトラベルセットのカミソリの錆が気になり､

ふざけて本生徒にちょっかいを出し､ 誤って本生徒の顔の皮膚をカミソリで切った｡

Ⅱ 学校の管理下の障害の状況 ��
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文化祭の後夜際で､ 本生徒は､ 照明係でスポットライトを当てる作業中に､ 隣で同じくスポッ

トライト担当の他生徒が､ ふざけてライトを向けた為､ ����程の距離から強い光を浴びた｡

数週間後に､ この事故について本生徒からの訴えがあった｡ 保健室で視力検査をしたところ､

医療機関を受診するように指示した｡
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廊下を雑巾がけしていたところ､ 前のめりになり前歯を廊下に打ちつけた｡
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体育祭で､ ３人一組で米俵を乗せた籠付きの孟宗竹をかついでリレーを行う競技に参加して

いた｡ 本生徒たちはバランスを崩し米俵を落としてしまった｡ 拾い上げようとかがみ込んだと

ころへ､ 前のグループがバックして来た為に､ 前グループの孟宗竹の端で前頭部を強打し､ 後

方へ転倒､ 右前頭部を裂傷した｡

体育祭の騎馬戦に参加したが､ 他の騎馬と激しく衝突してグランドに倒れた｡ 意識はしっか

りしていたが､ 自力では歩けない状態だった｡
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球技大会でソフトボールの試合中､ 本生徒はヒットを打たれセカンドにベースカバーに入っ

たところ､ センターからの返球に気づくのが遅れボールを取り損ね左眼にボールが当たった｡

体育大会におけるソフトボールで､ センターフライを捕球しようとしたところ､ 他の生徒と

接触し転倒｡ その際､ 右下腿に傷を負ったものである｡

	�� �!�

夕食までの自由時間中に本生徒は３人と宿舎前で散歩していた｡ 友人と話しながら海に続く

階段を降りていたとき､ 足を滑らせ前方に転倒した｡ その際､ 左側頭部と鼻部・口部をコンク
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リート階段で強打し､ 意識を失ってしまった｡

修学旅行先のホテルで本生徒達は､ 隣室に遊びに

行こうと､ まず２人が窓から張り出しに降りた｡ 本

生徒は窓の柵を越え､ 隣室の方へ向き右手で柵をつ

かみ窓枠のところへ両足を置いて､ その場から張り

出しに飛び降りたところ､ ４階の張り出しを越えて

しまい､ 誤って２階の張り出し (１階の屋上､ コン

クリート) に転落した｡

スキー講習中､ ゲレンデでターンの練習をしてい

る際に､ 上から滑り降りてきたスキーヤーがぶつかっ

てきて､ 相手の肩が顔面に当たった｡ その際､ 歯２

本は完全脱臼し､ 歯槽骨を骨折､ 下唇を裂傷した｡
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音楽堂の回廊の屋根に下りようとした際､ 誤って明かり取りのガラスの上に乗ってしまい､

ガラスが割れて落下した｡

Ⅱ 学校の管理下の障害の状況 ��
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練習中､ 体勢を崩して着地に失敗し､ 頭部からトランポリンのマットに転落｡ 頸部を負傷し

た｡
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新体操部活動で､ 前の人が倒立前方回転をしようと振り上げた左足が順番待ちをしていた本

生徒の左眼に直撃した｡
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ハードルを跳んでいた｡ バランスを崩し転倒した際､ 右足のスパイクのピンで左膝内側を切っ

てしまった｡ 同時に右膝も擦りむいてしまった｡

� 
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走り高跳びの練習をしていたところ､ 着地の際に両膝を顎に強打し､ 前歯もぶつけてしまっ

た｡
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試合中､ ボールを追って２人が同時にヘディングをした状態になり､ 相手の頭部が本生徒の

眼部に激突し､ 鼻血と視野の違和感が生じ負傷した｡

活動中で､ 練習を開始するためにグラウンド横の部室の前に他の数人の部員と立っていたと

ころ､ グラウンド脇でキャッチボールをしていた野球部員 (���程の距離) が暴投し､ ボール

が本生徒側に飛んできて､ 前歯に当たり骨折した｡

朝練習中､ ゲーム形式で､ 相手の蹴ったボールが右顔面を直撃し右窩部を負傷した｡

活動中､ 運動場で練習をしていたところ､ 仲間の蹴ったボールが右眼に当たった｡

練習中､ ゴール前のヘディングの競り合いの中､ 相手の頭部が本生徒の前歯に当たり､ 歯槽

骨の骨折､ 歯牙脱臼､ 上唇の裂創を負った｡
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試合中､ ヘディングをした際に相手のプレーヤーも同時にヘディングしたために衝突し､ 相

手の頭で右目を強打し負傷した｡

練習中､ グランド整備をするため土を固めるローラーを使用していた際､ 他生徒がローラー

を引き､ 本生徒は後ろから押して手伝っていたが､ なかなか前進しない為､ ローラーの上に手

を置きローラー部分に乗り移ろうとした瞬間､ ローラー部分に挟まり､ 右手中指先端部を切断

した｡

部活動中に､ 相手の蹴ったボールが直接右眼に当たり負傷した｡

練習中に強いボールが腹部に当たった｡ １度立ち上がったが意識が無くなり倒れた｡ その際

に顔面や膝を強く打ち､ 歯が折れた｡

グラウンドで試合をしていた｡ バランスを崩し転倒しかけた｡ その際､ 近くにいた選手の膝

で顔面 (口・上顎) を強打した｡

リーグ戦において､ ゴールキーパーをしていた｡ 相手選手の足下にあるボールに飛び込んで

いった時に､ 右足裏のスパイクが右眼の下に当たり切れた｡
� ���

部室の入口で外にいる他生徒に挨拶をしていたとき､ 他の生徒が着替えのため入室し､ 鉄製

のドアを閉めた際､ 右手第４指がはさまり､ 開放骨折および損傷を負った｡

部の練習後のミーティング中､ 立位で話を聞いていたところ､ 気分が悪くなり､ 意識を失い

倒れ､ あごの部分に受傷した｡

� ���	
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守備練習中､ ショートからファーストへ送球されたボールをファーストが捕球できず､ その

後方にいた本生徒の左顔面 (左眼と鼻) に当たった｡

本生徒は､ ソフトボール部マネージャーである｡ 守備練習中､ ノッカーに球出しをする役割

で､ その付近にいた｡ ノッカーがノックを打った際､ 誤って手を離れたバットが生徒の顔面に

直撃し､ 負傷した｡

Ⅱ 学校の管理下の障害の状況 ��
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ピッチングマシーンでバント練習中､ 口部にボールが当たり (自打球) 負傷した｡

グラウンドで部活練習中､ トスバッティングの際､ 横から飛んできた球をよけきれず､ 左眼

付近に球が当たり負傷する｡

シートノックをしているとき､ ボールをキャッチしようとしたところ､ ボールが照明と重な

り､ 至近距離だったためよけられず歯にボールが当たってしまい､ 歯が折れてしまった｡

硬式野球部のバント練習中に､ ボールを受けるのを失敗して左眼にボールが当たり負傷した｡

試合開始前に､ 三塁の守備をしていた｡ 一塁からの送球が本生徒の右顔面・右眼球を直撃し

た｡

練習中､ バント練習をしていたとき本生徒がバントしたボールがファールチップ (自打球)

し､ 直接右眼に当たって負傷した｡

トスバッティングの練習中､ 本生徒はトスを上げてい

た｡ 前方でボールを打っていた生徒が使用していた金属

製のバットの先端が折れ､ 顔面に直撃した｡

練習中に投げられた硬球ボールが眼部に直撃し､ 負傷

した｡ すぐに受診し治療を行い経過を見ていたが､ 視力

低下が改善されなかった｡

部活動中に､ 送球を見ておらず､ 右眼にボールが当た

り､ 打撲した｡

部活動中､ 内野ノック練習で､ 一塁の守備をしていた際､ セカンドがエラーをし､ そのボー

ルを処理していたところへショートからの送球が来て､ それに気づかず左眼にボールが当たり

負傷した｡

部活動でランニングをしている時に､ 突然倒れ､ 心肺停止状態となった｡ すぐに救急車を要

請し､ 養護教諭と救急隊で心肺蘇生と���を施し､ 病院へ搬送した｡
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練習中､ 他の生徒が打った打球が､ 打撃投

手を務めていた本生徒の右眼に当たった｡

部活動の自習練習時にティーバッティング

の補助をしていたとき､ 横からボールを投げ

ていたら､ 他生徒の打球が至近距離から直接

右眼に当たった｡

合同練習中､ フライを捕球しようとした時､ 目測を誤り､ ボールを顔面に受け､ 歯を負傷し､

口唇・下顎歯肉にも裂創を負った｡

バッティングマシーンで練習中､ 変化球を打ち損ねて (自打球) チップになり､ 左眼鼻部を

打撲した｡ ショック症状があったので､ 救急搬送をした｡

内野守備ノックを受けていて､ イレギュラーした球が本生徒の口部に直撃し負傷した｡

マネージャーの本生徒が､ バッティング練習をさせるためバッティングマシーンにボールを

入れていた｡ 打球がボールの出る穴から入ってマシーンの網のパイプに当たって曲がり､ 本生

徒の左眼に当たった｡

練習中､ 打撃練習をしていたとき､ 投げ手の本生徒に､ 相手の生徒が間違えて撃ち返してし

まい､ ボールが近距離で本生徒の口に当たってしまった｡

部活動でピッチングマシーンでフライを上げ補球する練習中､ 球が日光と重なり捕り損ね口

唇部を強打したため､ 歯槽骨骨折､ 歯牙脱臼､ 歯冠破折を負った｡

部活動中に､ 校庭で素振りをしている人に気付かず近寄ってしまい､ 金属バットで上顎部を

強打され､ 唇と歯周部から出血し､ 歯が折れて抜け落ちた｡

外野の守備練習中､ 前方の飛球を追っていたところ､ 足がもつれて転倒し､ その際に左肘で

腹部を強打した｡

バッティング練習中に守備についていて､ 飛んできた打球を捕ろうとしたところ､ 打球がイ

レギュラーバウンドして取り損ね顔面に当たり､ 前歯を３本を破折した｡

Ⅱ 学校の管理下の障害の状況 ��
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練習試合中に､ ボールがバウンドして顔面に直撃してしまった｡

他校での練習試合中､ デッドボールがヘルメットと顔に当たった｡ その際､ ヘルメットのつ

ばの部分が割れ､ 破片で左上瞼を切った｡

練習中､ ３箇所でフリーバッティングを行っていた｡ 本生徒はバッティングピッチャーを務

めており､ 左側のフリーバッティング練習場からの打球が､ 防球ネットの隙間を越えて右眼を

直撃した｡

他校で練習試合を行っていた｡ キャッチングの際､ 右手薬指にボールが当たってしまい､ 骨

折してしまった｡

練習中､ ボール回しをやっていた｡ 送球されたボールを

捕球しようとした部員のグラブにボールがかすり､ 角度を

変えて飛んできたボールが､ 本生徒の右眼下 (鼻に近い部

分) にぶつかった｡

他校での練習試合中､ 投手の投球が本生徒のグリップエ

ンドに当たり左眼に直撃した｡ 投球が顔面付近に投じられたため､ その球を避けることはでき

なかった｡

硬式野球部で､ 他校での練習試合中､ 本生徒が打った自打球が左睾丸を直撃し､ 負傷した｡

他校グラウンドでの試合中､ バッターボックスに入っていたところ､ 左眼にデッドボールが

当たった｡

フリーバッティングの練習中､ バッティングピッチャーを務めていた際､ 左隣の組の生徒の

打った打球が投手用の防御ネットの端を掠めて､ 顔面左眼付近に当たり負傷した｡

スイングしている選手に気付かず､ そばを通った際に振ったバッドが口に当たり､ 口唇から

出血し､ 前歯３本が折れ､ 受傷した｡

練習中､ 生徒はファーストを守っており､ ショートからボールが送球された時､ ファースト

に入るのが遅れ､ ボールを受け損ない､ 直接ボールが口に当たり､ 歯を痛めた｡
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部活動で雨天のため校舎内でランニングをしていた｡ カーブ (角) を曲がろうとしたところ､

廊下が濡れており､ 滑って転倒した｡ その際､ 右手右膝を強打し､ 前歯３本が折れた｡

練習中､ 他生徒が振ったバットが誤って顔面に当たり負傷した｡

朝練習でバントの練習中､ 自打球が口に当たり前歯が脱臼した｡

打撃練習中､ ピッチャーの投球が顔面 (顎) に直撃した｡

他校との練習試合､ 相手投手の投球が左目付近に直撃し

た｡

練習中に､ ファーストの守備についていて､ ライトから

の返球を受けようとした際､ 球がそれて顔面が直撃し､ 前

歯が折れ､ 口唇が切れた｡

練習試合中に､ サードを守っていて､ ゴロを捕ろうとし

たときにボールがイレギュラーバウンドし､ 左顔面に当たっ

た｡ 次第に眼瞼が腫れて､ 目が開けづらくなった｡

投げた球を打ったところ､ ファウルチップ (自打球) になり､ 地面 (足元) に当たったあと

左眼に当たった｡

打撃の練習中､ バントをした際に､ バットにあたってはね返った打球 (自打球) が顔面を直

撃し負傷した｡

ノックの練習を行っていた｡ ライナーが直接､ 本生徒の口に強く当たり､ 口唇・歯を負傷し

た｡

試合後のバッティング練習中に､ 自打球が右眼瞼を直撃し､ 負傷した｡

バッティング練習の為にバッティングマシーンにボールを入れていたところ､ バッターの打っ

たボールが防御ネットをすり抜けて顔面中央に直撃した｡

Ⅱ 学校の管理下の障害の状況 ��

������� 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３年・男 ���	
����

�����
� 高３年・男 �����������

�����
 高３年・男 ����

�����
� 高３年・男 ���	
����

�����
	 高３年・女 �����������



� ������

部の練習前の準備で､ 道具を取りに部室へ向かう際､ 部室と廊下の間のドアを開けようとし

て､ ドアのガラス部分を押したところ､ ガラスが外れて割れ､ 右腕､ 頸部､ 顔面を切った｡

遠征をし､ 他校と練習試合をしていた｡ 転がっていったボール

を拾い､ コートへ走って戻ろうとしたとき足が滑り転倒したが､

ボールを持っていたため手が出せず､ 床に顔面を打ち付け歯を折っ

た｡

部活動準備で､ ネットを張る作業をしていた｡ 支柱にボルトナッ

トが固定されたネット巻き上げ機のハンドルを回していた時､ 突

然､ ネット巻き上げ機が支柱を滑り､ 上方に勢いよく����程跳

ね上がり､ 前屈みになって作業していた本生徒の下顎､ 口周辺に

激突した｡

練習中 (立っている時間)､ 突然意識を失った｡ 倒れた時､ 手も出ず前にそのまま倒れたた

め顔面を床に打撲｡ その際､ 自分の歯が下口唇を貫通した｡

レシーブ練習中､ 床ぎりぎりのボールをレシーブするため､ そのボールに対して､ 二人同時

に突っこみ､ 他生徒の額部と本生徒の口 (歯) 部が激しく衝突し､ 負傷した｡

� ��	
����

ボールを奪おうとした時､ ボールを持って頭を低くしていた相手が突然､ 頭を上げたため､

頭が本生徒の歯の部分に強く当たり､ 上前歯２本が内側に折れ曲がるような状態になった｡ そ

の為､ 上前歯２本を歯根破折したものである｡

練習の終盤で３対２の練習をしていた｡ 本生

徒の順番が終わり､ 列の最後尾に並ぶはずが､

続けてコートに出ようとした為に周囲が異変に

気付いた｡ すぐにマネージャーが体育館の外へ

連れ出そうとしたところ､ 防球ネットに引っ掛

かるような形で倒れこんだ｡

１対１をしていて､ オフェンスで１歩踏み出

した際に膝がガクッとなって関節が脱臼した｡
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高等学校・高等専門学校：[Ⅲ] 課外指導



冬休みの活動中､ 体育館で５対５のゲームをしている時､ ゴール下で相手チームのオフェン

スがシュートする際に本生徒と接触した｡ 床にうつ伏せで倒れ､ その上にシュートをうった人

が倒れてきた｡ そのため顔が床に押され歯を負傷した｡

本生徒はスリーメン (３人でオールコート練習) をしていた｡ サイドラインからパスをもら

い全力でシュートに行ったが､ 勢い余ってエンドラインから転倒した｡ その際､ 左耳を換気用

の下窓の格子に強くぶつけ左耳上部の一部が断裂してしまった｡

練習試合中､ 本生徒がシュートモーションに入ったときに､ 相手チームの選手がシュートチェッ

クに入り､ 二人がもつれる形で床に倒れこんだ｡ その際に､ 床に頭をぶつけて負傷した｡
� ����

練習試合において､ 相手選手にほぼ正面からタックルに

行き､ 強い接触後､ 押し倒されるような格好となり､ 頭部

を地面に打つ｡

練習試合に出場中､ 相手とぶつかる際に頭をぶつけた｡

その後もプレーを続けていたところ､ ふらふらして立って

いられなくなってしまった｡

練習中にボールを持ち出してラック (寝てボールを出すプレー) にした時に､ 相手の膝が左

眼に当たり脳震盪を起こした｡ その後､ 嘔吐し救急車で運ばれた｡ 検査の結果､ 左眼窩底骨折

で入院､ 手術をした｡

他校と試合中に､ 相手のボールでディフェンスをしている際に､ 本生徒の頭 (顔面) とその

プレーヤーの頭が激突した｡

大会で､ 相手選手にタックルへ行き､ 敵味方乱れて転倒｡ レフェリーが止める｡ 意識がはっ

きりしており､ 話は出来たものの､ 体の感覚が麻痺していた｡

練習試合を行っていた｡ 他校と対戦中､ 相手がミスしたボールを取りに行ったところ､ 相手

がが本生徒の膝の上に倒れ込んで来た為､ そのまま後ろに倒れた｡ その際､ 倒れ方が悪かった

での､ 右股関節を捻りながら打ち､ 左足関節を捻挫する｡

試合中､ 組んだ瞬間スクラムが崩れ頭から落ち､ 体が動かない状態となった｡ 意識はあった｡

Ⅱ 学校の管理下の障害の状況 ��
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すぐ救急車で搬送し､ 検査の結果､ 頚椎脱臼と診断された｡ ３日後に病状が急変し､ 緊急手術

をした｡ しかし､ 肩より下が麻痺し､ 自発呼吸が困難となり､ 人工呼吸器及び心臓ペースメー

カーを装着している｡

� ������

バドミントン部の練習中､ ノック (指導者がサーブしたシャトルを決められた打球で打ち返

す練習) でスマッシュとプッシュの練習をしていた｡ 本生徒は､ ノックを受ける番ではなかっ

たため､ 打ち返された球を指導者側コート内で集める作業をしていた｡ ずっと下を向いて球を

集めていたが､ たまたま顔を上げたところにプッシュ (コート間際から鋭角に強く打ち込まれ

る球) のシャトルが右目に直撃してしまい､ 痛めてしまった｡

大会準備から参加し､ ダブルスの試合では線審をしていた｡ その後､ シングルスでは３試合

し､ 次の試合の審判をした｡ 試合が終わり玄関ホールで休んでいたところ､ 体の異変を訴え､

横になった｡ 左半身が痙攣し､ 麻痺した状態だった｡

�� �
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約束練習で背負い投げで投げられた際､ 頭部を畳に強打した｡ 気持ちが悪いので､ 休みます

と言って座り､ そのうち右足の痙攣が起き､ 意識不明となって､ 直ちに救急車で病院に運ばれ

た｡

部員として練習会に参加中､ 他校の生徒と試合をしていて技をかけられ左後方に倒れ左肘が

畳についた｡ その際に自分の体重と相手選手の全体重とが左上腕にかかり負傷した｡

柔道の形講習会において､ 体操の後､ 受け身の見本を少し行ったときに体調不良があり見学

していたところ､ 約��分後､ 見学中に倒れて意識不明となった｡

乱取りをしていて技をかけられた際に､ 相手生徒の頭部に前歯を強打した｡

予選大会に行き､ 試合前のアップの時間に打ち込みと投げ込みの調整をした｡ 背負い投げと

大外刈りそれぞれ一本受けて､ 二本目に払い腰の受け身を取った｡ 二本とも受け身を取って立

ちあがった際､ 倒れた｡ 容態を確認すると､ 意識不明で痙攣し､ 口から泡を吹いていた｡

合宿練習のため､ 他高校に遠征｡ 立ち技乱取中､ 相手に ｢大内刈り｣ を掛けられ､ 背中と後

頭部を強打した｡ すぐに立ち上がったが､ その後次第に意識不明の状態になった｡
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体育祭終了後の部活動で､ 本生徒は支度を始め

た｡ 武道場には乾燥室があり､ 支度はそこで行っ

ていた｡ ちょっとしたことから友達ともめ､ 友達

が本生徒をはらった感じになり､ 左耳から床に転

倒した｡ 意識はあったが､ 耳からの出血があった

ので､ すぐ救急搬送した｡

� � �

空手部の練習中に相手の突きを頭部に数発受け､

一時脳震盪状態になっていた｡ 翌日の放課後､ 職

員室を出るときに戸口で倒れた｡

� ��	
�

ボクシング部の練習中､ マスボクシング３ラウンド目にボクシングを再開したところ､ 相手

の生徒が動きの様子がおかしい (動きが緩慢) と判断し､ 本生徒は部室で休んでいた｡ ５分後

に他生徒が部屋にいったところ､ 本生徒がぐったりしていたため､ 救急車を要請した｡

ボクシングの実践練習中 (スパーリング) に相手生徒の強打を顔面に受け､ 前歯２本を負傷

した｡

����
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自転車部で������のスピード練習中､ ゴール直前にハンドル操作等を誤り､ 急ブレーキが

かかって前方に投げ出された｡ その際に頭と肩をバンクに強く打ちつけた｡

������

講習会の後､ 廊下で他の生徒とふざけ合っていたところ､ ひじで首を絞められて､ 一瞬意識

がなくなった｡ そこで､ 手を放されたため､ 手をつかずに倒れて顎を強く打ち､ 口の中を切っ

た｡

Ⅱ 学校の管理下の障害の状況 ��
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本生徒は授業が終わり､ 廊下に出たところ男子生徒が廊下でピンポン玉位の粘土の塊を投げ､

その塊が眼球に当たった｡

休憩時間中､ 教室で友人と押し合いをしていて､ 椅子に座って寝ていた他の生徒に当たり､

腹を立てた他の生徒に右眼を殴られ骨折した｡

文化祭の練習で､ バック転の練習中にマットの上で着地に失敗し膝で歯を強打して上の前歯

３本と下の前歯１本が抜ける｡

	���������

友人雑談をしていた｡ 冗談を言い合っていたが､ 一人が少し腹を立て､ 蹴る動作をしたとき

にそれを制止しようとしたら､ 右手がぶつかり負傷した｡

寮内食堂で昼食を済ませ外に出たところ､ 突然同級生の一人が本生徒を他の友人が止めるま

で殴り続けた｡ すぐに病院受診したが､ 全身の打撲・特に右眼は眼窩壁吹き抜け骨折をした｡

手術をしても完全回復は得られていない｡

体育館にて友人数名でバスケットボールをして遊んでいたところ､ 本生徒は補球の際に右手

小指にボールが強く当たり､ つき指のような状態になり､ 負傷したものである｡

食堂前のセミナールーム室で食事をし､ 食べ終わった数名が部屋にあったハンドボールで遊

び始めていた｡ 友人の１人が目の前にあった机の切端の棒で自分の前に転がってきたボールを

はじいたところ､ その棒が手から離れて､ まだ食事中であった本生徒の眼に当たった｡

ベランダで携帯電話をかけていた本生徒のところにクラスメートの一人が近づき扉を閉めよ

うとした｡ 閉められまいと扉に左手をかけたと同時に扉が閉まり､ 左手中指が挟まった｡

本生徒は運動場で友達とキャッチボールをしていた｡ 高くフライ気味に上がったボールを追

いかけた｡ 背後では､ 他の生徒がバッティング練習をしていた｡ 上を向いてボールを追いかけ

た本生徒の顔に､ バッティングでボールを打とうと肩に構えたバットが当たった｡ その際､ 本

生徒は前歯を破損した｡
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忘れ物に気がついたため学校に戻ったが､ 教室の鍵が閉まっていた｡ 窓から入ろうとし､ 屋

根であるガラス部分に足を乗せたところ､ ガラスが割れ､ 下の階に転落した｡ その際､ ガラス

の破片が全身に刺さってしまい､ 左下腿については皮が大きくはがれてしまった｡

ホームルーム終了後の教室で､ 昼休み中に起こったクラスメート達の諍いのとばっちりによ

り､ 突然顔面を殴られ負傷した｡

学校祭準備中､ 発砲スチロール板を胸の前にかざしボクシングの真似をして遊んでいたが､

友人の拳が発砲スチロール板をつきぬけ胸にあたり意識を失い床に倒れた｡ その際に顔面を打っ

た｡

教室でボールを使って､ バスケットボールのダンクシュートの真似をしていた｡ ジャンプし

て勢い余りドアに顔面を強打した｡

駐輪場から自転車に乗り､ 校舎前の坂道を通って校門を出た橋の上でスピードが出たため､

ブレーキをかけたところ転倒した｡ 当日は雨が降っていたため､ 路面がぬれている状態であっ

た｡

下校しようと､ 校門に向かう坂を下って歩いていたところ､ 後ろから走ってきた自転車に追

突され､ 前に転倒し､ 顔面を道路にぶつけた｡

放課後､ 野球部が屋内で素振り練習をしている間を通ろうとしていた時､ 振り抜いたバッド

が顔面に直撃する｡

������

寄宿舎の風呂場で浴室を歩いているときに滑り､ 他の人と衝突し､ タイルに前歯３本を強打

した｡ 歯の根先から出血していた｡

������
������
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自転車にて登校中､ 本生徒が小雨の中､ 下り坂をスピードを出して歩行していたところ､ 対

Ⅱ 学校の管理下の障害の状況 ��
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向してきた他校生徒の自転車が､ 本生徒の前を走行していた女性の自転車を避けようとしてハ

ンドルを切ったため､ 激しく正面衝突した｡ 本生徒は転倒し頭部を強打した｡

登校時､ 対角方向から自転車が飛び出してきたため､ 避けようとした際ガードレールに激突

し､ 顔面の口元を打ちつけた｡

自転車で登校していた｡ 地下道に入る坂で､ 自転車の前カゴに入れていてカバンに気を取ら

れ､ バランスをくずして転倒｡ その際､ 顔面､ 特に口元を地面で強打し歯を負傷した｡

自転車で登校中､ 歩道にいた人を追い越そうとして車道側から歩道への段差を乗り上げよう

としたところ､ 転倒し顔面から地面につき負傷した｡

自転車登校中､ 信号柱に設置されている手押し式ボタンボックスに接触､ さらにバランスを

崩し前輪をガードレールにぶつけた｡ そのため､ 前輪が急制動をかけられた状態となり､ 自転

車ごと一回転しながら転倒｡ 投げ出されたときに頭部をコンクリートに強打し､ 意識を失った

と考えられる｡

自転車で下り坂を走行中､ 前方に止めてあったオートバイに衝突し転倒した｡ 意識を失って

救急車で運ばれた｡

自転車で登校中､ 坂道を下っていたとき､ 道路が凍っていたためタイヤが滑ってしまいバラ

ンスを崩して転倒した｡ その際､ 左膝を道路脇の溝の蓋 (金属) に強く打ち付け出血を伴う怪

我をした｡

登校中､ 交差点内を自転車で走行していて､ 自転車同士で衝突し転倒した際に､ 下顎を強打

した｡

自転車で登校中､ 道路脇の段差に前輪タイヤがはまり､ 体が飛ばされてガードレールに取り

付けられた反射鏡に前歯が激突した｡

自転車で登校中､ 背中にバックを背負っていたが､ バッグの肩ひもがはずれそうになったの

で掛け直そうとしたとき､ ブレーキにひもがはさまれてしまった｡ ひもを取ろうと引っ張った

拍子に前輪がロックし前方に飛ばされてしまい､ 唇と歯､ 左膝を強打した｡

自転車で登校中､ バランスを崩しその場に転倒してしまった｡ その時､ 頭部を強く打ち､ 意

識不明の状態となってしまい､ 居合わせた人が救急車を呼び､ 搬送された｡ 転倒による脳挫傷
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高等学校・高等専門学校：[Ⅵ] 通学中



であると診断された｡
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原動機付き自転車で登校中､ 前方の車が停車しているのに気づくのが遅れ､ 急ブレーキをか

けたが間に合わずに追突した｡ 頭から車のリアウインドウに突っ込み､ 顔面の打撲と裂傷を負っ

た｡

課題を提出するために､ 原動機付き自転車で通常の通学路を登校中に転倒し､ 胸骨と骨髄を

負傷した｡ 当時､ 小雨が降っていた｡

������

�	 


部活動の終了後､ 他生徒��名と帰宅途中､ 学校近くの公園で傘をバット代わりに野球を始め

た､ バッターがボールを打った時､ 持っていた傘が折れて､ 次のバッターとして､ ５～８�離

れて待っていた生徒の左眼元付近にその折れた傘が突き刺さって抜け落ち負傷した｡

����

部活動が終了し､ 自転車に乗って下校中､ 車をよけようとして滑って転倒し､ その際､ 道路

横の壁に激突した｡ (この日は雪が降っていた)

自学自習を終え帰宅途中､ 前方からの自転車をよけようと道路の隅に寄ったところ､ フェン

ス際のロープに引っ掛かり転倒した｡

車道から歩道へ段差に乗り上げ移ろうとしたところ､ ペダルから足が離れて転倒した際､ 顔

面から地面に接触し､ 歯を痛めた｡

部活動終了後に帰宅の途中がゆるい坂道になっている｡ 左折しようとしたが､ ブレーキの効

きが悪く､ 左隅の民家の塀に激突してしまった｡ 結果､ 転倒したため､ 右顔面､ 右眼部､ 右肩

を強打してしまった｡

自転車で下校中に道路の段差につまづき､ ポールとポール台に衝突して一瞬気を失い､ 気が

付いたときには､ 自転車の下敷きになっていた｡

自宅への帰路､ 自転車に乗っていて､ 前から自転車及び人が来たのでよけて､ 後部に転倒し

て段差で腰部強打｡ 痛みで直に起きあがれず､ そのまま病院に行った｡

Ⅱ 学校の管理下の障害の状況 ��

������ 高専２年・男 �������	
��

������ 高３年・男 ������

������ 高１年・男 ������

������ 高１年・男 ��������

������ 高１年・男 ���

������ 高定１年・男 ���

������ 高１年・男 �������	
��

������ 高２年・女 ��������

������ 高定２年・女 ������



自転車で下校中､ カーブを曲がろうとしたが濡れた落ち葉でタイヤが滑ってしまい転倒して

しまった｡

��������

友人とバイク (原動機自転車) で下校中､ インターチェンジ付近で右後方に気を取られ､ 路

肩の段差でバランスを失いポールに衝突し､ 草むらに突っ込んだ｡ 突っ込んだ衝撃で左足の親

指を骨折し､ 第２～４の足の指も骨折した｡ また､ 大腿部は地面で強打しすりむき､ 首を捻り

負傷した｡

�������	
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学校行事のため､ 自転車で最寄り駅に行き､ 電車を使って現地に集合しようと､ 自転車を漕

ぎ出した｡ 自転車のライト (前輪近くに着けられていて､ 足で点灯・消灯ができるもの) が点

灯したままであったため､ 消灯しようと足を伸ばしたところ､ うっかり前輪に足が巻き込まれ

てしまった｡ 結果､ 前輪に急ブレーキがかかり体が宙に投げら出され､ 顔面を強打し､ 胸を自

転車に軽く打ち､ 足を軽くすりむいた｡
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��	� 高３年・男 ����

	
���� 高２年・男 ���	
����

	
���
 高１年・男 ����

高等学校・高等専門学校：[Ⅵ] 通学中
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体育の授業中､ 持久走の練習で走り終えた後､ クールダウンで歩き出したとき､ てんかん発

作が起こり前に倒れた｡ その際､ 顔面を路面に打ち､ 前歯二本が抜け落ちた｡

��
� �

授業の一環として野菜等の販売実習をしていた｡ 本生徒は売り役としてパイプ椅子に座り､

買い役の職員と話をしていた｡ 本生徒が大きく笑った際にバランスを崩し､ 椅子から床に転が

り落ちた｡ 本生徒は脳性麻痺による障害のため､ 身体のバランスをとることが難しく､ また気

分が高揚 (楽しい会話等) すると､ 動作が大きくなり､ 身体の動きをコントロールすることが

出来なくなってしまうことがあった｡

��
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自立活動の時間､ 担任が運転する三輪自転車後部の荷台カゴに乗って移動する ｢自由遊び｣

の行っていたところ､ 本児童が自転車のチェーン部分に左手を差し込んでしまい､ 学級担任が

ふり返った時は左手中指の先端が一部欠損し､ 流血していた｡

車いすの入れる広いトイレにおいて通常と同じように便座に座らせて指導｡ 足底は床につい

ていなかった｡ 担任は��～����程度離れて観察中に､ 視線を合わせると気が散るため本生徒

から視線をそらしていた｡ その時に本生徒が座位を崩し､ 床に顔面を打つ｡ 前歯を１本破折し､

歯を脱臼｡ 顎と口から出血も見られた｡

トイレトレーニングを行っている時に､ 教員が目を離した隙に､ ポータブルトイレから前の

めりに転倒し､ 口元と前胸部を畳みで打った｡ 口唇と歯茎から出血し､ 前胸部にも赤みが生じ

た｡
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校外学習で駅に向かいうため､ 歩道を歩いている途中､ 側溝の蓋のでっぱりに足が引っかか

Ⅱ 学校の管理下の障害の状況 ��

������ 特高３年・女 
��

������ 特高１年・男 ������

������ 特小５年・男 ��������

������ 特高１年・女 
��

������ 特高２年・女 �������

������ 特小６年・女 
��



り､ 前のめりに転倒した｡ この時､ 顔面から倒れ､ 上の前歯を強打し負傷した｡

�������
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昼食後､ 帰りの会を始めた頃､ 本生徒が車椅子で教室から離れていった｡ 教諭が駆け付けた

ところ､ 本生徒は階段の上から７段目付近に体をベルトで車椅子に固定したまま､ 頭を上にし

た状態で転倒していた｡
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部活動､ グランドソフトボールの練習中､ シートバッティングをして送球を捕球しようとし

た時に､ 右手人差し指を負傷した｡ あまり痛みを感じずそのまま練習を続けた｡ 一か月程経過

しても指の違和感が取れなかったため､ 受診をしたら骨折していることが分かり､ 入院手術を

した｡
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 特中３年・男 	
��

�����	� 特高２年・男 ��������

特別支援学校：[Ⅰ] 各教科
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自分でブランコを漕いでいて､ 後ろに落ちる｡ 園児は泣かず､ 痛いところはないか聞き､ け

がをしていないか体を確認するが､ 顔を打ったことに気付かなかった｡

自由遊びの時間に突然同じクラスの友達に顔を引っ掻かれてしまい､ 左頬に約５��のひっ

かき傷を負ってしまった｡

保育中､ 保育室で新聞紙を使って遊んだ後､ 片付けをしていて､ テーブルの下の新聞紙を拾

おうとして､ テーブルの角にぶつけ目尻に裂傷を負った｡

教室で､ 広告紙を使った剣を製作中､ 剣が

うまくできたことがうれしくて､ 室内を走り

まわった際､ 足をすべらせて転倒した｡ ちょ

うど壁に設置してあったタオルかけ用フック

に左眼をぶつけた｡

預かり保育への準備に保育室へ向かう途中､ 廊下で友だちとぶつかって､ そのまま外出入り

口のドア (サッシ) に右頬をぶつけた｡ 傷は､ 約５��位縦に切れて､ 深かった｡ 削がれたよ

うな切れ方だった｡

幼稚園の廊下で､ 友達と接触したはずみで転倒し､ そばにあった木の椅子の角におでこ (左

側) をぶつけてしまった｡

保育中､ 帰りの支度をしている時､ 友達に引っ掻かれてしまい傷をつくった｡

降園時間になり､ 玄関へ外履を取りに行く際､ 内履を手に持ち､ 走って階段を登ろうとした

ところ､ 誤って足をすべらせ転倒した｡ その際､ まゆとまゆの間 (眉間) を階段の角にぶつけ

たため､ 深く切れた｡

Ⅱ 学校の管理下の障害の状況 ��
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��

��
���� 幼５歳・男 ��������
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���� 幼６歳・男 �������	
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午前中､ 室内で自由遊びの後､ 食事担当保育士が食事用テーブルを出し始めた｡ 足を開く形

のテーブルを使用しており､ 園児が手伝いに来たので気をつけながら片方を開き､ もう片方を

開こうとした時に反対側に手伝おうとやってきた本児が瞬間､ 開閉部分に指を入れてしまい､

指を挟んでしまった｡

午後食の後､ 職員２名と非常勤１名で順次､ 着替えの介助をしている時､ 本児が他児の持っ

ていた玩具を欲しがり､ 強引に取ろうとして､ 他児に右頬を引っ掻かれてしまう｡

食事前に水道で手を洗っているとき､ 順番を待っている後ろの子が ｢かわって��｣ と本児に

伝えたが､ なかなか交代できず､ 怒って本児の顔 (左右頬) を引っ掻いた｡

保育室で遊んでいたところ､ ホールへ行く途中､ 本児は牛乳パックイスの上から他児に抱き

つこうとして､ 嫌がられ､ バランスを崩し床に落ちる｡ 顔を見ると､ 右頬が約２��切れて､

出血していた｡

保育中､ パズル遊びを２人の子どもが行っていたところへ､ 本児が無理やり入ろうとした為､

先に遊んでいたうちの一人の子どもが腹を立て､ 言葉よりも先に手が出てしまった｡ 本児の顔

の右目下に３��程と左ほほに縦����近くの引っ掻き傷が残った｡

保育室で保育中､ ダンボールに入ろうとして友達に左頬を引っ掻かれた｡

午睡から早く目覚めた３､ ４､ ５歳クラスの児童は合同で着替え､ 合同で遊んでいた｡ 本児

はままごと遊びをしていたが､ 他児が本児の持っているお皿を､ 貸す､ 貸さないで顔を引っ掻

かれる｡ 左眉下～頬にかけて約７��のひっかき傷ができる､ 赤く腫れ､ 表皮がむけている｡

保育園で昼食後､ 本児が外に出ようとしたところ､ 左側から走ってきた他児と衝突し､ 左肘

をついて倒れた｡ 保育士がすりむいていた両膝を消毒した際､ 左手の異常に気付き (左手に全

く力が入らず､ 左手全体の形が異常だった)､ 病院へ連れて行った｡

保育中､ 園庭の遊戯施設のリングブランコに乗って遊んでいた｡ 二人乗りリングブランコの

背もたれに立って揺すっていた｡ 大きく振った反動で前向きに落ち､ ブランコの足置きの横部

分が股関節に当たる｡ 事故発生後､ 直ちに病院へ移送した｡
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���� 保１歳・女 �������	
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���� 保１歳・女 ���������	
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���� 保２歳・女 ���������	
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���� 保２歳・女 ���������	
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���� 保３歳・男 ���������	
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���� 保４歳・男 ���������	
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���� 保４歳・女 �������	
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���� 保４歳・女 ���������	


保育所：[Ⅰ] 保育中



ストーブの危険性を知らせる為に本児を抱いてストーブ脇で話をしていたところ､ バランス

を崩してしまい､ 本児をストーブの上に落としてしまった｡ 右顎にやけどと負わせてしまった｡

プール遊び (５分) の後､ 所庭でどろんこ遊びを行った後､ 保育士が足を洗い､ 沐浴室で温

シャワーをかけて体を拭いた｡ 喘鳴があったので年少児室で痰の吸引を行った｡ その後､ 顔色

が悪くなったことに気付き抱きかかえて２歳児室に入った｡ 両足の緊張､ 屈曲及びチアノーゼ

を確認し､ 布団に横にした｡ 救急車を要請した｡

園庭の固定遊具 (ロープつき登り屋根…�����) から降りるとき､ ロープが足にひっかかり

落下｡ 右腕を下にして倒れる｡ 右腕ひじの上を骨折する｡

園庭で４､ ５歳児で遊ぶ｡ 本児は､ ままごとハウスで遊んでいる他児２名の遊びを見ていた｡

その際､ ままごと用の白いプラスチッックのテーブルをひっくり返し､ その上に立っていた｡

ぐらついて体勢を崩しテーブルのふちに右のほほをぶつける｡

園庭で遊んでいる時､ スクーターの取り合いで友達に右頬を引っ掻かれた｡

午後の保育時間帯､ トイレの帰りに友人と先を争って廊下を走って保育室に入ろうとし､ つ

まずき前のめりに転倒して壁の幅木の角で顔面を強打し負傷した｡

登園してきてカバンを置き､ その後､ 部屋のベランダガラスヘ突き進んで行き､ ガラスを打

ち破って慌てて手を引っ込めたときにガラスで左腕約６��切ってしまう｡

Ⅱ 学校の管理下の障害の状況 ��
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