
製品評価技術基盤機構で公表されている事報情報

登録日 品名 　状況 発生日 　　事故内容 地域

11/29/2010 介護リフト（天井走行式） 軽傷 10/8/2010 リフトを作動させたところ、フックから機器が外れて要介護者の頭に落ち、軽傷を負った。 埼玉県

8/19/2011 手すり用固定金具 製品破損軽傷 6/26/2011 廊下に取り付けた手すりに、幼児がぶら下がって遊んでいたところ、手すりの受け金具が
折れて軽傷を負った。

佐賀県

7/13/2011 手すり（床置き式） 死亡 6/10/2011 当該製品をベッド脇で使用中、利用者（８０歳代女性）がその頭部を当該製品のはしご状
になっている手すりの間に入りこませた状態で発見され、病院に搬送後、死亡が確認され
た。

宮城県

2/16/2011 手すり用固定金具 製品破損 1/14/2011 玄関手すりを使用したところ、手すり用固定金具が破断して手すりが脱落した。 千葉県

1/24/2011 手すり用固定金具 製品破損軽傷 1/9/2011 階段に設置した手すりを使用したところ、手すり用固定金具が折れて手すりが外れたため
に落下し、打撲を負った。

福岡県

8/10/2011 いす（浴室用、アルミ製） 製品破損軽傷 7/14/2011 浴室用いすの足が折れて転倒し、打撲を負った。 東京都

11/29/2010 介護リフト（天井走行式） 軽傷 10/8/2010 リフトを作動させたところ、フックから機器が外れて要介護者の頭に落ち、軽傷を負った。 埼玉県

11/25/2010 手すり用固定金具 製品破損 10/25/2010 階段に設置した手すりを使用したところ、手すり用固定金具が破断した。 群馬県

11/25/2010 手すり用固定金具 製品破損 9/10/2010 階段の手すり用固定金具が破断した。 福岡県

11/29/2010 歩行車 軽傷 8/24/2010 屋内で歩行車を使用中、突然転倒し、頭部、胸部などに打撲を負った。 大阪府

7/14/2010 いす（浴室用） 軽傷 5/23/2010 浴室用いすを使用中、座面裏のねじが外れて転倒し、軽傷を負った。 兵庫県

7/20/2010 杖（４脚式） 製品破損 6/11/2010 杖を使用していたところ、突然支柱が折れた。 埼玉県

6/28/2010 つえ 製品破損重傷 5/17/2010 当該製品を使用中、当該製品が折れ、転倒し、負傷した。 奈良県

9/22/2010 歩行補助車 軽傷 8/24/2010 歩行補助車が折り畳まれ、転倒した。ロックが掛かっていなかったとみて原因を調査中。 東京都

matsui
風




8/31/2010 歩行補助車 重傷 7/27/2010 歩行補助車を支えに立ち上がろうとしたところ、車体が畳まれたために転倒し、骨折した。 千葉県

11/5/2010 いす（浴室用） 製品破損軽傷 10/20/2010 浴室用いすを使用中、いすが突然割れて尻に擦過傷を負った。 埼玉県

7/14/2010 いす（浴室用） 軽傷 5/23/2010 浴室用いすを使用中、座面裏のねじが外れて転倒し、軽傷を負った。 兵庫県

5/18/2010 杖（折り畳みいす兼用） 製品破損軽症 3/9/2010 いす兼用杖をいすとして使用中、樹脂製ジョイント部が割れたために転倒し、頭部に打撲を負った。 徳島県

7/20/2010 杖（４脚式） 製品破損 6/11/2010 杖を使用していたところ、突然支柱が折れた。 埼玉県

6/28/2010 つえ 製品破損重傷 5/17/2010 当該製品を使用中、当該製品が折れ、転倒し、負傷した。 奈良県

5/18/2010 杖（折り畳みいす兼用） 製品破損軽症 3/9/2010 いす兼用杖をいすとして使用中、樹脂製ジョイント部が割れたために転倒し、頭部に打撲を負った。 徳島県

5/13/2010 いす（ガス昇降式） 製品破損 4/27/2010 いすの座部と脚部を溶接している部分が外れた。 静岡県

10/1/2010 手すり用固定金具 製品破損 2/1/2010 縦型の手すりを使用したところ、ブラケット（手すり用固定金具）が破損した。 千葉県

10/1/2010 手すり用固定金具 製品破損 10/26/2009 縦型の手すりを使用したところ、ブラケット（手すり用固定金具）が破損した。 千葉県

10/1/2010 手すり用固定金具 製品破損 確認中 縦型の手すりを使用したところ、ブラケット（手すり用固定金具）が破損した。 和歌山県

10/1/2010 手すり用固定金具 製品破損 確認中 縦型の手すりを使用したところ、ブラケット（手すり用固定金具）が破損した。 和歌山県

10/1/2010 手すり用固定金具 製品破損 確認中 縦型の手すりを使用したところ、ブラケット（手すり用固定金具）が破損した。 和歌山県

10/1/2010 手すり用固定金具 製品破損 8/24/2007 縦型の手すりを使用したところ、ブラケット（手すり用固定金具）が破損した。 千葉県

4/5/2010 杖 製品破損軽症 3/9/2010 使用中の杖下部のラバーが取れたために転倒し、右足に打撲を負った。 神奈川県

3/18/2010 杖 製品破損重症 1/1/2010 歩行中、腕を固定する杖の合成樹脂部分が折れたために転倒し、腰椎を圧迫骨折した。 兵庫県

11/28/2008 ステッキ（真鍮製） 製品破損軽傷 11/7/2008 リハビリの歩行時に足がもつれてステッキに頼ったところ、シャフトの先端付近から折れ、転倒して
捻挫した。

東京都



6/23/2008 杖（４脚式） 製品破損 6/2/2008 ４点杖を使用して自宅内を歩行中、下管部の溶接部付近から杖が折れ転倒した。 大阪府

4/7/2010 介護リフト（階段昇降機能付車いす） 製品破損軽症 6/29/2005 階段移動用リフトで１階から２階へ移動中、介助者が操作を誤ったために搭乗者が転落し、額に軽
傷を負った。

静岡県

2/10/2010 介護リフト（階段昇降機能付車いす） 軽傷 1/16/2010 階段移動用リフトを使用して階段を上がろうとした際、操作者が操作を誤り、搭乗者が転落し、打撲
を負った。

神奈川県

9/9/2009 介護リフト 死亡 8/28/2009 当該製品を使用し、要介護者をベッドから車椅子に移乗していたところ、製品のアームが外れ、要
介護者が床に転落して負傷し、その後、死亡した。

大阪府

1/6/2009 介護用リフト（浴槽用） 軽傷 12/24/2008 介護用バスリフトを外そうとしたところ、腰掛部分が足元に落下し、右足首に打撲と裂傷を負った。 京都府

6/19/2008 電動介護リフト 重傷 6/3/2008 当該製品を使用して移動中に、身体を受けているスリングシートから身体がすり抜けて落下した。 愛媛県

4/1/2010 手すり用固定金具（階段用） 製品破損軽症 3/19/2010 階段用手すりに掴まり階段を上っていたところ、手すり用固定金具が付け根から折れ、階段から滑
り落ちて打撲を負った。

神奈川県

3/10/2010 手すり用固定金具（階段用） 拡大被害 2/27/2010 階段を昇ろうと手すりを掴んだところ、取り付け金具が破断して手すりが落下し、階段に傷がつい
た。

山口県

12/28/2009 手すり用固定金具（階段用） 製品破損軽傷 12/20/2009 階段用手すりに掴まったところ、固定金具が折れて手すりが外れ、バランスを崩した際に打撲と擦
り傷を負った。

神奈川県

8/24/2009 介護ベッド用手すり 重傷 8/6/2009 当該製品の内部のすき間に左足が入った状態で発見され、脊椎が圧迫骨折していた。 山口県

8/19/2009 手すり用固定金具（階段用） 製品破損軽傷 5/24/2009 子供が階段用手すりを使って階下へ降りようとしたところ、壁側の手すりの取り付け金具が折れ、
階段から落ちて打撲を負った。

神奈川県

8/5/2009 手すり（洋式トイレ用） 重傷 7/21/2009 トイレでタンクの手洗いカランで手を洗うために、当該製品をつかんだところ、当該製品の固定部分
が外れ、転倒した。

福岡県

7/13/2009 手すり（浴室用） 製品破損重傷 6/28/2009 浴室に設置してある当該製品をつかんで立ち上がろうとしたところ、当該製品が外れ、バランスを崩
して転倒した。

茨城県

12/1/2008 手すり用固定金具（階段用） 軽傷 11/16/2008 階段上部のフロアーで、幼児が手をかけていた手すり用エンドブラケットのカバー材が脱落したた
め階段を転落し、顔に裂傷を負った。

静岡県

7/14/2008 手すり（木製、階段用） 製品破損軽傷 8/25/2007 幼児が階段を転落し、軽傷を負った。階段上部に取り付けてあった手すり用エンドブラケットのカ
バー材が外れて落ちていた

静岡県

7/9/2008 手すり（木製、階段用） 軽傷 6/22/2008 幼児が階段を転落し、軽傷を負った。階段上部に取り付けてあった手すり用エンドブラケットのカ
バー材が外れて落ちていた

大分県

3/31/2008 手すり（支柱式） 死亡 3/5/2008 ベッドと当該製品（床と天井に突っ張って設置する手すり）との隙間に落ち込んで、嘔吐しているとこ
ろを発見され、病院に運ばれたが死亡した。

東京都



3/25/2008 介護用手すり 製品破損 2/18/2008 介護用手すりを使用してソファから立ち上がろうとしたところ、手すり脚部の根元部分が折れて転倒
した。

北海道

3/17/2008 介護用手すり 製品破損 2/10/2008 集合住宅の居室内で、介護用手すりが脱落した。 東京都

7/5/2007 手すり（着脱式） 重傷 6/5/2007 被害者が台所のドア部を通過する時に当該ドアに設置されている着脱式手すりを使用した際、手す
りが脱落しないようロックをするピンを解除するような状態で手すりを握ってしまい、手すりが外れ、
転倒し、左膝半月板を粉砕骨折した。

福岡県

3/4/2009 床ずれ防止用エアーマットレス 製品破損重傷 2/5/2009 当該製品を使用中にベースマットの腰部分が異常にふくれあがり、その上で寝ていた使用者が頭
から転落し、重傷を負った。

大分県

8/18/2008 マットレス 死亡 不明 要介護者がベッドに敷かれた当該製品の上で、うつぶせの状態で死亡していた。 東京都

3/7/2008 エアマット（ポンプ付き、床ずれ防止用） 拡大被害（火災）軽
傷

2/20/2008 床ずれ防止用エアマットを使用していたところ、火災報知器が作動し確認したところ、エアマット付近
から出火して、部屋を全焼し、家人１人が足を火傷し、１人が手に火傷を負った。

千葉県

10/15/2009 椅子（入浴用） 製品破損重傷 9/30/2009 当該製品に座ろうとした際に、転倒し、負傷した。 兵庫県

7/23/2008 いす（浴室用） 軽傷 7/22/2008 折りたたみ式のシャワーベンチを開くとき、指を挟み、捻挫した。 広島県

1/29/2008 いす（座昇降機能付） 軽傷 12/25/2007 いすを組み立てようとしたところ、シリンダーが抜け落ち、親指の爪にあたり軽傷を負った 兵庫県

9/4/2007 いす（入浴用） 製品破損軽傷 2/26/2007 入浴用いすを使用中、座面裏スライドガイドの固定ねじが外れて座面が落ち、打撲を負った。 宮城県

2/13/2009 段差解消機 製品破損重傷 2/4/2009 段差解消機が動かなくなったので点検していたところ、テーブルが落下し、介護者が頚椎を損傷し
た。

大阪府

6/16/2008 段差解消機 重傷 5/31/2008 電動車いすで当該製品に乗り込み、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

9/3/2007 段差解消機（電動式） 製品破損死亡 8/19/2007 自宅縁側に設置された当該製品の上で車いすに乗った状態で夕涼みをしていた。家族がその場を
離れ１時間程して戻ってくると、車いすの左前輪が当該機器から脱輪しており、転落防止用の
チェーンが利用者の頸部を圧迫していた。病院に運ばれたが、死亡が確認された。

岐阜県

7/17/2009 介護リフト（階段昇降機能付車いす） 軽傷 7/8/2009 階段移動用リフトで２階から３階へ移動中、バランスを崩して転落し、被介護者が指に裂傷、膝など
に打撲を負った。

神奈川県

10/22/2008 電動便座昇降装置 製品破損静岡県 5/8/2008 電動便座昇降装置を作動させずに、補助のために付いているグリップに手をかけて立ち上がったと
ころ、グリップが破損した。

静岡県

7/22/2008 補助便座（ステップ付） 製品破損軽傷 7/22/2008 ステップ付補助便座を使用中、支柱部分と便座を留めているプラスチック製のねじが破損し、子供
がバランスを崩して落下し、足に擦過傷を負った。

埼玉県

7/14/2008 充電器（電動車いす用）【直流電源装置】 確認中 電動車いすを充電すると、充電器が素手で触れないほど熱くなる。 京都府



11/1/2007 充電器（車いす用）【直流電源装置】 重傷 10/13/2007 通電状態の当該製品の充電コネクター端子部が、長時間、肌に接触していたことにより、右腕肘部
を火傷した。

大阪府

6/28/2007 介護リフト（階段昇降機能付車いす） 重傷 6/9/2007 利用者を病院へ連れて行くため、操作トレーニングを受けていた家族が不在だったため、やむを得
ずトレーニングを受けていない別の家族が、トレーニングを受けずに操作することが禁止されてい
ることを知りながら操作し、階段を下降中に両者とも転落した。操作者が手の甲を複雑骨折し、利

愛知県


