
特別号

独立行政法人　日本スポーツ振興センター

回　覧 ※学校内での回覧に
　ご使用ください。

　独立行政法人日本スポーツ振興センターでは、学校の管理下で発生した

重大事故等について、未然防止に役立てていただけるよう「死亡見舞金」

「障害見舞金」「供花料」を支給した全事例や負傷・疾病の基本統計を掲載

した刊行物『学校の管理下の災害』を毎年発行しています。

　本号では、『学校の管理下の災害[令和2年版]』

発行に先駆けて、令和元年度に給付した全事例の

中から、「死亡」と「障害」の事例を一部抜粋し、特別号

として作成しました。

　過去に発生した重大事故を知り、自校での発生を

想定するなど、重大事故の未然防止の取組にぜひ

ご活用ください。

令和2年

知って防ごう重大事故！
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場合 小学校 中学校 高等学校等・
高等専門学校 特別支援学校

幼稚園・
幼連※・
保育所等

総計

各教科等 4 (4) 4 (1) 8 (5)
保育中 2 2 (0)
特別活動

（除学校行事） 　 1 (1) 2 (1) 3 (2)

学校行事 1 (1) 1 4 (2) 1 7 (3)
課外指導 6 (4) 4 (2) 10 (6)
休憩時間 2 (1) 6 3 2 (2) 13 (3)
寄宿舎にあるとき 1 1 (0)
通学中 2 (1) 4 (2) 3 (1) 3 (2) 12 (6)

総計 9 (7) 19 (7) 18 (6) 8 (5) 2 (0) 56 (25)

場合 小学校 中学校 高等学校等・
高等専門学校 特別支援学校

幼稚園・
幼連※・
保育所等

総計

各教科等 24 18 23 6 71
保育中 11 11
特別活動
（除学校行事） 10 1 1 1 13

学校行事 5 3 10 1 19
課外指導 2 41 102 145
休憩時間 49 20 6 2 77
寄宿舎にあるとき 0
通学中 9 7 10 1 27

総計 99 90 152 11 11 363

学校の管理下の死亡・障害の状況 （令和元年度に給付した事例を災害発生時の学校種別で集計）

● 死亡見舞金給付件数（全56件）
★ 平成30年度（74件）と比較して18件減少した。
★ 突然死の給付件数は25件であり、平成30年度と同じである。

● 障害見舞金給付件数（全363件）
★ 平成30年度（403件）と比較して40件減少した。
★ 学校種別の割合は、小学校が約27％、中学校が約25％、高等学校等・高等専門学校が約42％である。

（）内の数字は突然死の給付件数　（件）

（件）

※幼連：幼保連携型認定こども園の略
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小学校における死亡・障害の事例

全事例は、刊行物『学校の管理下の災害[令和2年版] 令和元年度データ』及び
学校安全Webに掲載します！（11月発行予定）

※災害共済給付から得られた事例を、独立行政法人日本スポーツ振興センターで整理し、提供しています。

死　亡
各教科等　 体育（保健体育）短距離走 小1女 大血管系突然死
体育の授業中、担任教諭を先頭に整列したままの順番で、ゆっくりと校庭のトラック1周（120ｍ）を走った。トラック内で
約5分間学年主任の話を聞いた後、児童昇降口の階段の手前まで進んだところで本児童が倒れた。担任教諭が本児童を
抱きかかえると、顔面蒼白で脱力状態であったため、すぐに保健室へ搬送した。心肺蘇生を行い、AEDを使用したが、解析
結果は「ショック不要」であった。救急車で病院に搬送後、数時間後に死亡した。
休憩時間　 始業前の特定時間中 小6男 中枢神経系突然死
登校後、校庭で自主マラソンを1～2周したあと、クラスで長縄跳びの8の字跳びの練習をしていたところ、「気持ちが
悪い。くらくらする」と訴えた。保健室に向かう途中、膝をついて倒れたので、担任が支え、自力で歩いて保健室に
入った。早退し保護者と病院に向かったが、病院の駐車場で嘔吐、けいれん、意識消失を起こしたため、別の病院に
救急搬送された。手術を受けたが、約2週間後に死亡した。
通学中　 登校（登園）中 小4女 心臓系突然死
登校中、小学校の校門の手前で忘れ物に気付き、自宅に取りに戻った。自宅の階段を上っていた際、急性心不全が
起こり倒れた。担任から連絡を受けた保護者が本児童を発見した。救急車で病院に搬送されたが、既に死亡していた
ことが判明した。

各教科等　 体育（保健体育）水泳 小1女 胸腹部臓器障害
体育の授業中、水泳の準備体操を終えて、冷水シャワーを浴びたところ、急に意識を失い、心室細動を起こした。教員が
AEDによる除細動及び胸骨圧迫を行ったところ、呼吸が再開し、泣き始めた。救急車で病院に搬送され、後日S-ICD
植込み手術を行った。
各教科等　 体育（保健体育）跳箱運動 小3男 せき柱障害
体育の授業中、跳箱で台上前転の練習をしていた際、足から着地ができず、尻もちをつくような体勢でマットの上に
着地して腰を打ちつけ、胸椎、腰椎を圧迫骨折した。
各教科等　 体育（保健体育）準備・整理運動 小5男 胸腹部臓器障害
体育の授業中、準備運動としてジョギングをしていた際、250ｍ走ったところで前のめりに倒れた。胸骨圧迫及びAED
による除細動を行った。救急車で病院に搬送され、後日S-ICD植込み手術を行った。
各教科等　 理科 小5女 外貌・露出部分の醜状障害
理科の授業中、教室でプリントを提出し自席に戻る際、窓の下の通気口を覆う金属製の蓋がめくれ上がっていたところに
右膝が接触し、深く切れ、醜状瘢痕が残存した。
各教科等　 家庭（技術・家庭） 小6男 外貌・露出部分の醜状障害
家庭科の授業中、エプロン作りをしていた際、立ち上がったときに、アイロンを片付けていた児童にぶつかり右腕を
やけどし、醜状瘢痕が残存した。
特別活動（除学校行事）　 日常の清掃 小2女 手指切断・機能障害
清掃時間中、教室の床を拭いていた際、友人が倒してしまった机に本児童の左手指が下じきになり、骨折した。
休憩時間　 休憩時間中 小3男 精神神経障害
清掃終了後、３階の教室から２階の自分の教室に戻ろうとした際、階段の手すりに腹部をのせて滑り降りようとした
ところ、途中で引っ掛かりバランスを崩して手すりを乗り越え約2.4ｍ下に転落した。頭蓋骨、頚椎を骨折、急性硬膜下
血腫を負い、左半身の麻痺、高次脳機能障害が残存した。
休憩時間　 休憩時間中 小4男 外貌・露出部分の醜状障害
体育の水泳の授業終了後、教室へ帰ろうと歩いていた際、足が水に濡れたままビーチサンダルを履いていたため、昇降口
で足を滑らせドアのガラス部分に衝突した。ガラスが割れ、首、両腕、右足に大きな切創を負い、醜状瘢痕が残存した。
通学中　 下校（降園）中 小6男 手指切断・機能障害
下校中、道路の溝に落ちた定規を拾おうとした際、持ち上げていたふたを落としてしまい、左手が挟まり指が切断
された。

障　害
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中学校における死亡・障害の事例

各教科等　 体育（保健体育）跳箱運動 中1男 せき柱障害
体育の授業中、体育館で跳箱を行っていた際、着地時転倒し、マットに腰背部、胸椎部をぶつけ、胸骨を圧迫骨折した。
各教科等　 体育（保健体育）ソフトボール 中1女 歯牙障害
体育の授業中、校庭でソフトボールをしていた際、バッターボックスにいた他の生徒の金属バットが本生徒の方向に
飛んできて、口腔に直撃し、前歯が折れた。
特別活動（除学校行事）　 日常の清掃 中1男 歯牙障害
清掃時間中、清掃場所であるトイレで、座りながらふざけて友人に水をかけていた。友人が「やめろよ」と手に持って
いた水切りゴムを投げたところ、一度床に跳ね返って、座っていた本生徒に当たり前歯を脱臼した。
課外指導　 体育的部活動短距離走 中3男 胸腹部臓器障害
陸上競技部の練習中、600ｍ走を走っていた際、途中で止まり、前に崩れて転倒して意識を失い、心肺停止の状態に
なった。養護教諭が心肺蘇生及びAEDによる除細動を行い、救急車で病院に搬送され、後日ICD植込み手術を行った。
課外指導　 体育的部活動テニス（含ソフトテニス） 中2女 足指切断・機能障害
ソフトテニス部の練習中、部室からボールを運び出し、ドアを閉めようとした際、左手中指を挟み、骨折した。
課外指導　 体育的部活動野球（含軟式） 中2男 視力・眼球運動障害
野球部の打撃練習中、守備をしていて捕球しようとした際、別のボールが本生徒の方向に飛んできて右眼に当たり、
外傷性散瞳が残存した。
課外指導　 体育的部活動バスケットボール 中2女 手指切断・機能障害
バスケットボール部の練習試合中、ボールを取ろうと走ったところ、相手チームの選手もボールに向かって来たため、
勢いよくぶつかり倒れた。その際、手を強く打ち付け、左手小指を骨折し、可動域制限が残存した。
課外指導　 体育的部活動ラグビー 中3男 下肢切断・機能障害
ラグビー部の試合中、同じチームの生徒が蹴ったボールをキャッチしようとジャンプした際、着地前に相手選手から
タックルを受け、相手選手の体と地面の間に本生徒の足が挟まるような状態で転倒した。右足首を脱臼骨折し、可動域
制限と感覚障害が残存した。
休憩時間　 昼食時休憩時間中 中3女 外貌・露出部分の醜状障害
昼食時休憩時間中、教室内の壁の装飾物がはがれそうになっていたので、生徒用の机を踏み台にして登った。その机の
天板のねじが全部外れていたため、机の上から落下し、天板が顔に当たって歯が折れ、唇を切って醜状瘢痕が残存した。
通学中　 下校（降園）中 中1男 歯牙障害
自転車で下校中、バランスを崩して脇の用水路に自転車ごと転落し、歯槽骨を骨折、前歯を脱臼した。

障　害

特別活動（除学校行事）　 学級（ホームルーム）活動 中2男 中枢神経系突然死
帰りのホームルームを開始する際、本生徒が眼の痛みを訴えたため、担任が養護教諭に連絡した。駆け付けた養護教諭が
問診を行ううちに、痛みの訴えが眼から頭痛になった。脈拍や呼吸などの確認を継続しながらソフトマットに安静にさせ、
頭部打撲がなかったか等の問診を続けた。そのうちに激しい痛み・手足の硬直や引きつりが始まり、眠りと痛みが交互に
現れたため、救急車で病院に搬送後、手術を行ったが、2日後に死亡した。
課外指導　 体育的部活動テニス（含ソフトテニス） 中2男 大血管系突然死
ソフトテニス部の練習中、グラウンドで約1.2㎞のランニングをしていた際、遅れて走っていたが、グラウンドで突然
うずくまり、倒れた。胸骨圧迫を行い、AEDを使用したが、解析結果は「ショック不要」であった。救急車で病院に搬送
されたが、同日死亡した。
課外指導　 体育的部活動バスケットボール 中1男 心臓系突然死
バスケットボール部の練習中、突然床に倒れた。すぐに体育教官室に運び、ソファーに寝かせるも意識がなかった。
心肺蘇生及びAEDによる除細動を行い、救急車で病院に搬送されたが、約１か月後に死亡した。
休憩時間　 昼食時休憩時間中 中2男 頭部外傷
昼食時休憩時間中、３階の教室でカーテンがかかった窓辺に座って友人と話していた際、窓が開いていることに気付かず
寄りかかろうとして、そのまま中庭に転落した。救急車で病院に搬送され手術を受けたが、数か月後に死亡した。
通学中　 登校（登園）中 中1男 心臓系突然死
既往症がある本生徒は、登校中、自宅を出て学校へ向かう途中で倒れた。路上に倒れていたところを登校中の他の生徒が
気付き、学校へ報告した。教員がAEDを持参し使用したところ解析結果は「ショック不要」であった。救急車が到着し、
病院に搬送されたが、同日死亡した。

死　亡
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高等学校等・高等専門学校における死亡・障害の事例

各教科等　 体育（保健体育）持久走・長距離走 高2男 胸腹部臓器障害
体育の授業中、持久走をしていて、約2,700ｍ走ったところで前を走っていた生徒に追いつこうとペースを上げた
際、急にめまいと吐き気を感じたため、近くの教員に申し出た。話しているうちに倒れそうになったため、教員が抱き
かかえてグラウンド上に仰向けに寝かせた。チアノーゼ、死戦期呼吸が見られたため胸骨圧迫及びAEDによる除細動を
行い、救急車で病院に搬送され、後日ICD植込み手術を行った。
各教科等　 体育（保健体育）バスケットボール 高1男 手指切断・機能障害
体育の授業中、バスケットボールの試合中にボールを追いかけた際、身体を止めきれず、右手から窓ガラスに突っ込み、
ガラスを突き破った。右手に可動域制限、疼痛、醜状瘢痕が残存した。
課外指導　 体育的部活動器械体操・新体操 高1男 せき柱障害
体操競技部の練習中、手が吊り輪から外れてしまい、頭からマットに落下し、頚椎椎間関節を脱臼骨折した。
課外指導　 体育的部活動テニス（含ソフトテニス） 高2男 視力・眼球運動障害
テニス部の練習中、同じコートで４人が対角線上にサーブを打ち合っていた際、本生徒の正面にいた生徒のサーブが
誤ってまっすぐに飛んできて、バウンドしたボールが右眼に当たり、視力障害、調節機能障害、視野障害が残存した。
課外指導　 体育的部活動野球（含軟式） 高2男 歯牙障害
野球部の練習試合中、外野フライを追ってネットの支柱に激突し、前歯が欠損した。
課外指導　 体育的部活動ラグビー 高1男 精神・神経障害
ラグビー部の練習試合中、相手選手に対してタックルした際、仰向けに倒されて上に乗られ、相手選手の体と地面に
首が挟まった。意識ははっきりしていたが、下半身に力が入らず、両腕は動いたが手を握ることは出来なかった。頚髄を
損傷し、上肢に中等度、下肢に高度の麻痺が残存した。
課外指導　 体育的部活動球技（その他） 高1男 精神・神経障害
アメリカンフットボール部の練習中、防具をつけてウォーミングアップとして行うタックル練習をしていた際、地面に
頭をぶつけた。本生徒から頭痛の訴えがあった後、倒れ、意識消失した。硬膜下血腫、脳挫傷を負い、高次脳機能
障害、左半身に軽度の麻痺が残存した。
課外指導　 文化的部活動 高2男 視力・眼球運動障害
自然化学部の部活動中、実験器具を準備していた際、ゴム栓がついたガラス管を両手で持ち、ゴム栓を動かそうとしたが
動きにくかったため力を込めたところ、ガラス管が割れて、本人の左手とガラス管が左眼を直撃した。左眼球が破裂し、
調節機能障害と外傷性散瞳が残存した。
休憩時間　 休憩時間中 高1男 せき柱障害
休憩時間中、渡り廊下の段差を飛び越えようとした際、勢いあまってガラスのドアに頭をぶつけ後方に転倒し、腰椎を
圧迫骨折した。
通学中　 下校（降園）中 高1女 外貌・露出部分の醜状障害
下校中、自転車で坂を下りていたときに、カーブを曲がりきれずに約1ｍ下の畑に転落し、コンクリート部分に唇、顎、
歯、ほおなどを打った。下顎部の醜状瘢痕と歯牙障害が残存した。

障　害

各教科等　 体育（保健体育）水泳 高1女 中枢神経系突然死
体育の授業中、水球をしていた際、頭痛により気分が悪くなったため、プールから上がった。着替えのため、生徒全員を
プールから上がらせた際、本生徒が戻ってこないことに気付き捜索したところ、トイレの個室内で倒れているのを職員が
発見した。救急車で病院に搬送されたが、数日後に死亡した。
学校行事　 その他健康安全・体育的行事 高1男 中枢神経系突然死
身体測定をして移動しようとした際、「呼吸がしづらい」と訴え、体育館の出口付近の階段に座って休憩していたが、
その後、意識を失って倒れた。AEDを使用したが、解析結果は「ショック不要」であった。教員による胸骨圧迫後、
病院に搬送されたが、翌日死亡した。
学校行事　 修学旅行 高2男 溺死
修学旅行初日の夜、民泊先の家庭で入浴中、てんかん発作を起こした。同宿の生徒と民泊先の家族が、「風呂の時間が
長い」と思い様子を見に行ったところ、本生徒が浴槽の中で水没しているところを発見した。民泊先の家族と同宿の
生徒で心肺蘇生を行った。救急車で病院に搬送されたが、同日死亡した。
通学中　 下校（降園）中 高2女 中枢神経系突然死
既往症がある本生徒は、下校中、最寄りのバス停で降りて自宅へ向かう途中の道路端で倒れているのが見つかった。
病院に搬送されたが、同日死亡した。

死　亡
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特別支援学校における死亡・障害の事例

幼稚園・幼保連携型認定こども園・保育所等における死亡・障害の事例

学校行事　 修学旅行 特中3男 下肢切断・機能障害
修学旅行中、遊園地で一人乗りの回転ぶらんこに乗った際、シートベルトが外れていたため、持ち手から手が離れて
ぶらんこから滑り落ちた。約4ｍの高さから、回転のスピードで体が投げ出され、植え込みに足から落下し、鉄柱に
左顎を強打した。右脛骨、左大腿骨、下顎骨を骨折し、右足関節の可動域制限と両下肢に醜状瘢痕が残存した。
休憩時間　 授業終了後の特定時間中 特中3男 歯牙障害
授業終了後、トイレのベッドに寝かせていた際、不随意運動により体幹が回転したが、教員は物を取ろうとしていたため
支えきれず、ベッドから落下し、前歯を脱臼した。
各教科等　 その他 特高1女 手指切断・機能障害
作業学習の授業中、電動カンナ盤を使用していた際、板材が出てこなかったため、自ら機械の中に手を入れてしまい、
着けていた軍手が回転している刃物に接触し、右手指が巻き込まれ欠損した。
特別活動（除学校行事）　 その他 特高2男 歯牙障害
給食後の排泄指導中、教室で歩行していた際、マットにつまずき前方に転倒し右顔面をぶつけ、前歯を脱臼した。

障　害

特別活動（除学校行事）　 給食指導 特小6女 中枢神経系突然死
給食を食べ終わった後、オルガンを演奏中にてんかん発作を起こし、嘔吐したため、教員が座薬の挿入、背部叩打法、
ハイムリック法、胸骨圧迫、嘔吐物の掻き出し等を行った。AEDを使用したが、解析結果は「ショック不要」であった。
救急車で病院に搬送されたが、翌日死亡した。
学校行事　 その他 特高2女 窒息死（溺死以外）
社会科見学の昼食中、教員が食事介助をしていたところ、蒸してつぶしたじゃがいもを喉につまらせた。教員が背部叩
打法、ハイムリック法を行ったが出てこなかったため、床に寝かせ、口の中に指を入れて掻き出した後、心肺蘇生を
行った。AEDを使用したが、解析結果は「ショック不要」であった。救急車で病院に搬送されたが、数週間後に死亡した。
通学中　 登校（登園）中 特高3女 大血管系突然死
通学バスで登校中、本生徒の意識がもうろうとしており、顔色が白い、呼びかけに対する反応がいつもより小さい等の
症状が見られたため、保安員がバスを停車させた。再度、本生徒の状況を確認したところ、顔色不良、口を開けたままの
状態になっていた。保安員とバス運転手で胸骨圧迫を行った。救急隊が到着し、AEDを使用したが、解析結果は「ショック
不要」であった。救急車で病院に搬送されたが、同日死亡した。

死　亡

保育中 保1女 頭部外傷
昼食後、歩いて保育士の方に向かっているときに、畳の上で突然後ろ向きに倒れた。そこで、「ワー」と大きな声を出したが
すぐに立ち上がり、保育士に着替えさせてもらった。自ら布団に入り午睡を始めた後、いびきをかき始め、保育士が異常を
疑い様子を確認したが、唇の色は正常で手足も動いていた。再度、様子を確認したが、呼びかけに手足は動かすものの普段
とは違うことが気になり、保護者に連絡した。保護者が到着した後、呼吸や脈が確認できなくなったため、保育士が心肺
蘇生を行った。救急車で病院に搬送されたが、同日死亡した。
保育中 保6男 内臓損傷
園庭で追いかけっこ中、園庭と保育室の間のデッキ上に置いてあったサッカーゴールの網に足を取られ、転倒した。保育士が
状態を確認したところ、特に異常は見られなかったが、室内で安静にさせ、検温や水分補給を行い、見守りを続けた。
帰宅後、容体が悪くなり救急車で病院に搬送されたが、翌日死亡した。

死　亡

障　害
保育中 保5男 視力・眼球運動障害
凧揚げ中、向かい側から走ってきた他の幼児と接触して転倒し、左眼をぶつけ、眼球運動障害が残存した。
保育中 幼5女 上肢切断・機能障害
園庭遊具の支柱を登り棒のように登っていた際、支柱の梁（はり）を掴みそこねて高さ1.7ｍ付近から落下し、両肘を強打
した。左腕を骨折し、肘関節の可動域制限が残存した。
保育中 幼6男 外貌・露出部分の醜状障害
園庭で鬼ごっこ中、走り出した他の幼児の頭と、本児の頭が衝突し、醜状瘢痕が残存した。
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帳票番号 内　容
帳票 １ 男女別、場合別、時期別・月別
帳票 ２ （ １ ）場合別・男女別、（ ２ ）場所別・男女別、 （ ３ ）体育用具/遊具別・男女別
帳票 ３ （ １ ）部位別・男女別、（ ２ ）種類別・男女別
帳票 ４ 月別、曜日別、時刻別
帳票 ５ 場合別・場所別（校舎内） 
帳票 ６ 場合別・場所別（校舎外）
帳票 ７ 場合別・場所別（学校外）
帳票 ８ 部位別・種類別
帳票 ９ 場合別・種類別
帳票 10 場合別・体育用具/遊具別
帳票 11 （ １ ）運動指導内容（実施種目）別・種類別、 （ ２ ）体育的部活動別・種類別
帳票 12 （ １ ）運動指導内容（実施種目）別・部位別、 （ ２ ）体育的部活動別・部位別
帳票 13 運動指導内容（実施種目）別・場合別
帳票 14 疾病の種類別・男女別

帳票は14種類あるから、学校種ごとに色々な角度から
事故の発生状況について確認できるよ！

刊行物『学校の管理下の災害』は、事例のほか、以下の内容も掲載しています。
• 有識者による学校種別の特性を考慮した事故防止の留意点
• 学校種別にまとめた負傷・疾病の発生の概況と帳票
※帳票とは、最初に医療費の支給を行った負傷・疾病の件数（約100万件）を記載したものです。学校種別に
「どの場合（各教科、課外指導等）に」、「どの場所（教室、運動場 等）で」災害が発生しているのか、発生件数を
まとめています。事例と併せてぜひご覧ください。

『学校の管理下の災害』は事例だけではありません！『学校の管理下の災害』は事例だけではありません！

全国の小学校の、体育のけがで多い種目はなんだろう。
自校の特徴と同じかしら。

表を見たら、全国の統計が一目で
分かる！
学校安全Webには帳票のExcel
データも載っているから加工して、
グラフにもしやすい！
保健だよりに図で示したら児童にも
分かりやすいかもしれないわ！｠

その他
63%

跳箱運動
20%
バスケット
ボール
10%

マット運動
7%

※帳票 ５～７：幼稚園、幼保連携型認定こども園、保育所等については、帳票10に掲載しています。
※帳票10－3 、10－4 ：高等学校等・高等専門学校は、集計していないため掲載していません。



こちらを
クリック

年度や学校種や発生場所など、調べたい
条件を選択・入力して「検索」をクリック！

 まずは「学校安全Web」の
「学校事故事例検索データベース」のバナーをクリック！

どのような状況でどのような事故が発生しているのかを
知るなど、事故の再発防止に活用することができます。

発生状況が　
すぐに分かります！

こちらを
クリック

たとえば、中高生の体育的部活動で、
1年生の歯のけがはどのような状況で
起きているのかを知りたいと思ったら…

　災害共済給付制度では、年間約100万件の事故に対して給付を行っています。学校事故事例検索データ
ベースでは、このうち、平成17年度～平成30年度に給付した7,515件の死亡・障害事例を掲載しています。
どのような時に、大きな事故が起きているのかを簡単に調べることができます。

発行日：令和2年9月（令和2年特別号）　
編集・発行：独立行政法人日本スポーツ振興センター　学校安全部（安全支援課）

学校事故事例検索データベースのご利用方法学校事故事例検索データベースのご利用方法




