
製品評価技術基盤機構で公表されている電動車いす事故情報

登録日 品名 　状況 発生日 　　事故内容 地域

6/27/2011 電動車いす（ハンドル型、三輪） 死亡 6/14/2011 電動車いすで走行中、斜面に転落し、死亡した。 島根県

6/23/2011 電動車いす（ハンドル型、三輪） 拡大被害軽傷 6/5/2011 坂道で電動車いすのブレーキをかけたが止まらず、転倒し、庭の木が折れ、脱臼な
どを負った。

長野県

6/22/2011 電動車いす（ハンドル形） 製品破損死亡 5/31/2011 当該製品の利用者（７０歳代男性）が側溝へ転落しているところを発見され、病院へ
搬送後、死亡が確認された。

長崎県

6/22/2011 電動車いす 製品破損 4/24/2011 電動車いすに乗り移ろうとしたところ、前輪付近のフレームが折れた。 不明

4/13/2011 電動車いす（ハンドル形） 死亡 3/25/2011 利用者（８０歳代男性）が当該製品とともに側溝へ転落しているところを発見され、病
院に搬送後、死亡が確認された。

長崎県

12/22/2010 電動車いす（ハンドル形、四輪） 製品破損軽傷 11/23/2010 電動車いすで走行中、突然右前輪が外れたために転倒し、肩と足に打撲を負った。 千葉県

12/10/2010 電動車いす（ハンドル形） 製品破損（火災） 11/24/2010 電動車いすから出火した。 新潟県

11/15/2010 電動車いす（ハンドル型） 製品破損軽傷 10/6/2010 電動車いすで登坂路を走行中、「ガクン」という音がして車両がバックしだしたためハ
ンドル操作で路肩に寄せたところ、転倒し、軽傷を負った。

長野県

11/15/2010 電動車いす（ハンドル型） 製品破損軽傷 10/6/2010 電動車いすで登坂路を走行中、「ガクン」という音がして車両がバックしだしたためハ
ンドル操作で路肩に寄せたところ、転倒し、軽傷を負った。

長野県

11/4/2010 電動車いす（ハンドル型） 拡大被害（火災） 10/17/2010 当該製品を充電中、当該製品から出火する火災が発生し、当該製品及び周辺が焼
損した。

長野県

10/19/2010 電動車いす（介助用） 軽傷 10/6/2010 車いすから障害者用トイレ便座に移乗しようとして車いすに手をかけたところ、車いすが動い
たために転び、胸部を手すりにぶつけて軽傷を負った。

岡山県

10/14/2010 電動車いす（簡易型） 製品破損 確認中 使用中の車いす（電源ユニット付き）の車輪スポークが突然数本折れた。 長野県

9/22/2010 電動車いす 拡大被害（火災） 9/10/2010 充電中の電動車いすから出火し、作業小屋を全焼した。 新潟県

9/15/2010 電動車いす（ハンドル形） 製品破損死亡 9/2/2010 当該製品及び使用者が川へ転落し、病院に搬送されたが翌日死亡した。 島根県

9/8/2010 電動車いす（ハンドル形） 製品破損死亡 8/23/2010 使用者が当該製品とともに用水路へ転落した状態で発見され、その後死亡が確認された。 三重県

9/1/2010 電動車いす（ハンドル形） 製品破損死亡 8/17/2010 当該製品及び使用者が川へ転落した状態で発見され、病院に搬送されたが死亡が確認され
た。

岡山県

8/30/2010 電動車いす（ハンドル形） 製品破損死亡 8/4/2010 当該製品の使用者が農道から転落し、死亡した状態で発見された。現場に当該製品があっ
た。

長崎県

7/28/2010 電動車いす（ジョイスティック形） 重傷 7/11/2010 当該製品で走行中、後方に転倒し、負傷した。 京都府

6/7/2010 電動車いす（ハンドル形） 製品破損死亡 5/17/2010 道路から川に転落し、死亡した状態で発見された。現場に当該製品があった。 和歌山県

4/5/2010 電動車いす（自繰用、簡易型） 軽症 9/25/2009 停止していた電動車いすが左へ９０度回転し、壁にぶつかって転倒し、右足親指に
軽傷を負った。

大阪府

2/3/2010 電動車いす（ハンドル形） 製品破損死亡 1/11/2010 道路上に使用者が倒れており、病院に搬送されたが死亡した。現場に当該製品が
あった。

愛媛県

1/28/2010 電動車いす（ジョイスティック形） 製品破損 確認中 電動車いすが、突然動かなくなった。 大阪府

1/27/2010 電動車いす（ハンドル形） 死亡 1/11/2010 当該製品を使用中、踏切内で電車にはねられ、死亡した。 大阪府

1/12/2010 電動車いす（ハンドル形） 重傷 確認中 当該製品から降りようとした際に、転倒し、重傷を負った。 大阪府

11/26/2009 電動車いす（ハンドル形） 製品破損 7/7/2009 電動車いすで緩やかな下り坂を走行中、停止しようとして走行レバーから手を離した
が停止せず、路肩に乗り上げて停止させた。

福島県

11/26/2009 電動車いす（ハンドル形） 製品破損重傷 11/8/2009 当該製品を使用中に転倒したと思われる事故が発生し、重傷を負った。 熊本県

11/2/2009 電動車いす 軽傷 10/13/2009 電動車いすで下り坂を走行中、ブレーキが掛からなくなったため石垣に衝突して転
倒し、頭を４針縫うなどの怪我を負った。

静岡県

11/2/2009 電動車いす 軽傷 10/13/2009 電動車いすから降りようとしたところ、車両が前進したため転倒し、左人差し指を骨
折するなどした。

群馬県

10/15/2009 電動車いす（ジョイスティック形） 重傷 8/28/2009 当該製品に移乗した直後に転倒し、負傷した。 東京都

9/7/2009 電動車いす（ジョイスティック形） 製品破損重傷 8/10/2009 道路わきの水路に当該製品ごと転落して、重傷を負った。 愛媛県

8/31/2009 電動車いす（ハンドル形） 製品破損死亡 8/9/2009 未舗装のあぜ道から、当該製品ごと転落し、死亡した。 熊本県

8/17/2009 電動車いす（ハンドル形） 重傷 8/9/2009 当該製品を使用していたところ、踏切内で当該製品が停止したため電車と接触し、
重傷を負った。

熊本県

8/12/2009 電動車いす（ハンドル形） 死亡 7/24/2009 当該製品に乗って外出したところ、農道から転落して死亡した。 長崎県

7/29/2009 電動車いす（ハンドル形） 製品破損重傷 7/9/2009 当該製品で登り坂を走行中に、警告音が鳴り、当該製品が後退したため、土手から
転落し、重傷を負った。

福島県
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6/5/2009 電動車いす 製品破損死亡 5/18/2009 電動車いすで走行中、下り坂で転倒して死亡した。 宮城県

5/11/2009 電動車いす（ハンドル形） 死亡 4/22/2009 農業用水路に使用者と当該製品が転落しているところを発見された。病院へ搬送さ
れたが間もなく死亡した。

鹿児島県

4/30/2009 電動車いす 製品破損 4/24/2009 電動車いすに乗って踏切を渡っていたところ、前輪がレールの溝部分に入り込んで
操縦できなくなり、電車と衝突した。

香川県

4/27/2009 電動車いす（ハンドル形） 製品破損死亡 4/13/2009 当該製品に乗って、踏切を横断中に列車にはねられ死亡した。 高知県

4/13/2009 電動車いす（ハンドル型） 製品破損 4/8/2009 電動車いすを停車し、キーを抜いて約１０分後、前かご付近から発火した。 北海道

4/8/2009 電動車いす（ハンドル形） 拡大被害重傷 3/18/2009 当該製品で坂を走行中に、交差点で乗用車と衝突し、当該製品から落下して重傷を
負った。

山梨県

3/11/2009 電動車いす（ハンドル形） 製品破損重傷 2/15/2009 自宅近くの未舗装の土手道を走行中に土手道から転落し、重傷を負った。 長崎県

3/4/2009 電動車いす（ハンドル形） 製品破損重傷 2/14/2009 当該製品で橋の上を走行中に橋下の水路に転落し重傷を負った。 熊本県

3/4/2009 電動車いす（ハンドル形） 重傷 1/2/2009 当該製品に乗って犬の散歩をしていた。車いすから降りた際に、車いすが動き出し
たので、止めようとした際に転倒し、骨折した。

奈良県

2/12/2009 電動車いす（ジョイスティック形） 死亡 1/27/2009 当該製品で走行中に転倒し、死亡した。 沖縄県

2/10/2009 電動車いす（ハンドル形、三輪） 製品破損 1/28/2009 走行中の電動車いすから発煙し、バッテリーのハーネスが焼損した。 大分県

1/13/2009 電動車いす 製品破損 1/3/2009 電動車いすで走行中、片側にハンドルを取られるので、確認したところ左前輪キャス
ターが脱落していた。

不明

11/19/2008 電動車いす 軽傷 9/8/2008 歩道で電動車いすの電源が入ったまま携帯電話を操作していたところ、車いすが勝
手に動き出し、歩道から前輪が落ち、歩道に投げ出されてけがを負った。

東京都

11/18/2008 電動車いす（自操用、ハンドル型、四
輪）

製品破損軽傷 10/22/2008 電動車いすで走行中、突然アクセルレバーが戻らなくなり、そのまま約５０メートル走
行して歩道のガードレール支柱に衝突し、左手中指の骨にひびが入った。

福岡県

11/17/2008 電動車いす（自操用、ハンドル型、四
輪）

製品破損軽傷 7/22/2008 電動車いすに乗った男性が溜め池に転落し、打撲と擦過傷を負った。 兵庫県

11/12/2008 電動車いす（ハンドル形） 拡大被害（火災） 10/29/2008 バッテリー液を補充後に充電を行った。充電完了後しばらくすると車体下部から火が
出た。

東京都

10/16/2008 電動車いす（ハンドル形） 死亡 9/27/2008 農道わきの側溝に、当該製品が落ちており、人が倒れていた。病院に運ばれたが、
死亡が確認された。

福井県

10/14/2008 電動車いす（ハンドル形） 重傷 8/19/2008 緩やかなカーブを走行中に、交差点手前にある左側の側溝に転落し、重傷を負っ
た。

三重県

10/14/2008 電動車いす（自操用、ハンドル型、三
輪）

軽傷 7/14/2008 電動車いすで緩やかな登り坂を走行中、急に車いすが後退したため転落し、腕に擦
り傷を負った。

東京都

10/1/2008 電動車いす（ハンドル形） 製品破損死亡 9/8/2008 当該製品で移動中、道路から約２ｍ下の田んぼに転落し、死亡した。 愛媛県

9/26/2008 電動車いす 製品破損 9/3/2008 電動車いすで走行中、バッテリーを連結している部分から煙が出て、ハーネスが溶
けた。

岡山県

9/3/2008 電動車いす 軽傷 6/8/2008 電動車いすをバックで走行中、転倒し、打撲と擦過傷を負った。 埼玉県

7/28/2008 電動車いす（ハンドル形） 死亡 7/5/2008 当該製品で下り坂を走行中、山の斜面に乗り上げ、転倒し頭を強く打った。 愛知県

7/1/2008 電動車いす（ハンドル型） 重傷 3/1/2008 当該製品で走行中に前方の歩行者に接近した為、ブレーキ操作をしたが、運転者が
操作方法を間違えて加速し、そのまま前方の歩行者に衝突して、歩行者が重傷を
負った。

東京都

6/25/2008 電動車いす（自操用、ハンドル型、四
輪）

製品破 不明 電動車いすで走行中、右前輪が脱落した。 不明

6/20/2008 電動車いす 製品破損（火災） 6/17/2008 電動車いすで走行中に、突然足下から白煙と火が出て、車いすが全焼した。 茨城県

6/16/2008 電動車いす（ジョイスティック型） 重傷 5/31/2008 当該製品で段差解消機に乗り込み、上昇させ、家の中に入ろうとしたところ、電動車
いすごと落下し、コンクリート上に頭部を打ちつけ、重傷を負った。

静岡県

4/18/2008 電動車いす 軽傷 4/3/2008 地下鉄のホームで、電動車いすに乗った女性が車いすごと線路に転落し、打撲を
負った。

京都府

4/18/2008 電動車いす 2/12/2008 電動車いすで急な坂道を走行中、突然停止し後退したのでハンドブレーキを握った
ところ、前輪が浮き上がりひっくり返りそうになった。

熊本県

4/18/2008 電動車いす 5/5/2007 電動車いすで登坂路を走行中、故障を知らせる警報音が鳴って停止したため、メイ
ンスイッチを切り再発進したところ後退し、下の畑に落ちた。

熊本県

4/11/2008 電動車いす（ハンドル型） 死亡 4/4/2008 電動車いすで河川敷の道路（道幅２m）を走行中、砂利にハンドルをとられてコント
ロール不能になり、階段上部から約４ｍ下の河原に転落した。モーターに不具合が
あった可能性も考えられる。

熊本県

3/28/2008 電動車いす 製品破損 3/13/2008 百貨店出入口の通路から道路に降りたところ、電動車いすの転倒防止バーが曲が
り、折れてしまった。

東京都

3/24/2008 電動車いす（三輪） 製品破損死亡 3/24/2008 電動車いすで下りカーブを走行中、４．５メートル下の畑に転落し、死亡した。 島根県

3/19/2008 電動車いす（ハンドル型） 重傷 22008/3/4 坂道をバックで降りている際に、途中から速度が速くなり、緊急ブレーキを掛けたが
止まらずに土手にぶつかり横転し、重傷を負った。

鹿児島県

3/10/2008 電動車いす 2/20/2008 自宅玄関に電動車いすを収納するために、玄関の段差（スロープ付）をバックで昇ろ
うとしていたところ、真後ろに転倒した。なお、転倒防止バーは折り畳んでいた。

東京都

3/10/2008 電動車いす 軽傷 12/24/2007 電動車いすで道路との段差解消鉄板のスロープを昇ろうとして転倒し、道路に投げ
出されて、後頭部打撲と擦過傷を負った。なお、転倒防止バーは折り畳んでいた。

東京都

2/7/2008 電動車いす 製品破損（火災）
死亡

2/3/2008 市道で、電動カートが焼け、乗っていた男性が死亡した。 岡山県



1/31/2008 電動車いす（自操用、ハンドル型、四
輪）

軽傷 1/27/2008 電動車いすで自宅近くの坂道を登っていたところ、異音ともに車が後退して、コンク
リート塀に衝突し、軽傷を負った。

群馬県

1/29/2008 電動車いす 軽傷 12/28/2007 自分の電動車いすを修理に出したので、代車の電動車いすで走行中、歩道上のタン
クローリー車の給油ホースを乗り越えた際に後方に転倒した。

北海道

1/29/2008 電動車いす 重傷 9/28/2007 自分の電動車いすを修理に出したので、代車の電動車いすで走行中、横断歩道と
歩道との段差を渡った際に後方に転倒した。

北海道

1/15/2008 電動車いす（ハンドル型） 製品破損 1/15/2008 電動車いす（ハンドル型）2006/2/10電動車いすで登り坂を走行中、突然異音がして
止まり、そのまま坂道を後退して階段にあたって停止した。

大阪府

1/15/2008 電動車いす（ハンドル型） 製品破損 2/9/2007 電動車いすで登り坂を走行中、前進不能となり、坂道を後退して停車中の自動車に
衝突して停止した。

東京都

1/15/2008 電動車いす（ハンドル型） 製品破損 3/1/2005 電動車いすで登り坂を走行中、アクセルレバーを離したら、停止せずに坂道を後退し
て木に衝突し、車から落ちた。

東京都

12/28/2007 電動車いす 軽傷 12/15/2007 電動車いすで自宅の車庫スロープを走行中、転倒し、負傷した。 大分県

12/26/2007 電動車いす（ハンドル型、四輪） 製品破損軽傷 9/22/2007 坂道を電動車いすで登坂中、本体からアラームが鳴り、停止した後に後退して道路
左斜面に乗り上げ、本体ごと転倒し、右手に打撲を負った。

宮崎県

12/17/2007 電動車いす（ハンドル型） 重傷 12/1/2007 電動車いすで走行中に側溝に落ち、側溝の上にあるブロック塀に頭を打ち付け、重
傷を負った。

福井県

11/28/2007 電動車いす（ハンドル型） 死亡 11/15/2007 ガードレールが無い県道を走行中、約２メートル下の土砂置き場に転落し、死亡し
た。

富山県

9/11/2007 電動車いす 死亡 9/6/2007 電動車いすに乗った男性が、踏切で電車にはねられ死亡した。踏切内で車いすが突
然動かなくなったとのこと。

大阪府

7/10/2007 電動車いす 死亡 7/7/2007 市道を走行中の電動車いすが転倒し、運転していた女性が死亡した。坂道を下る途
中で道路脇の花壇に乗り上げ、路上に転倒したとみている。

岩手県

7/9/2007 電動車いす（ハンドル型、四輪） 製品破損 11/28/2006 走行中の電動車いすから異音がして、オイルが漏れ、右側の車軸（アクスルシャフ
ト）が抜けかかっていた。

千葉県

7/9/2007 電動車いす（ハンドル型、四輪） 製品破損 4/8/2006 走行中の電動車いすから異音がして、左側の車軸（アクスルシャフト）がタイヤごと外
れた。原因を調査中。製品破損鹿2007/7/9電動車いす（自操用、ハンドル型、四輪）
2006/8/7走行中の電動車いすの右側のタイヤが車軸（アクスルシャフト）ごと外れ

大阪府

5/15/2007 電動車いす 製品破損死亡 5/13/2007
た
舗装された里道で、電動車いすを運転していた女性が２ｍ下の市道に転落して死亡
した。

大分県

5/11/2007 電動車いす 製品破損軽傷 1/22/2007 電動車いすで段差を乗り越えた後、キャスターが破損し、はずみで体が前に倒れ、
足に擦り傷を負った。

大阪府


