
事故の種類 件数 年齢・性別 障害種別 事故概要

26歳・男性 知的 浴槽内で転倒し、後頭部を裂傷。

54歳・男性 身体 ベッドから立ち上がる際に転倒し、右大腿骨に亀裂。

6歳・男性 知的 他利用者に接触し転倒。パイプ椅子に右耳をぶつけ、裂傷。

61歳・男性 精神 車椅子で移動中、段差で脱輪し、転倒。右脚を打撲。

42歳・男性 知的 外出中に転倒。右手親指骨折。

40歳・男性 知的 外で転倒し、後頭部から出血。

43歳・女性 知的
外で活動中、ブルーシートに躓いて転倒。右の額を机にぶつけ裂傷、
3針縫合。

49歳・男性 知的
ヘッドギアを装着した状態で走り出し、転倒。顎を裂傷し、５針縫
合。

48歳・男性 身体 てんかん発作により転倒、肋骨を骨折。

41歳・男性 知的 グラウンドで活動中転倒し、あごに裂傷。

60歳・男性 知的 作業中に貧血で転倒、頭部裂傷し、救急搬送。

７歳・女性 知的 トランポリンからの転落。骨折。

57歳・男性 身体 朝の着替え中に、居室にて転倒。右第４指第２関節を骨折。

10歳・男性 知的・身体 児童を着席させる際に転倒、左頬骨殴打。

53歳・男性 知的 利用者同士のトラブルでの転倒による、左鎖骨骨折。

26歳・男性 知的 車椅子から落下し、左前歯破損。

46歳・女性 身体
訓練室のドアを開けようとして手すりを引っ張ったところ、手すりが外
れて転倒、打撲と頸部痛。

59歳・男性 身体
荷物があるため手すりを使用せず階段を上っている時に足を踏み外
し転倒、顔面の擦過傷と腫脹。

51歳・男性 身体 車椅子から転倒し、眼鏡が眉に食い込み裂傷。5針縫合した。

6歳・女性 - 事業所内で活動中に行方不明。およそ1時間後に保護。

29歳・男性 知的
活動中に突然走り出し、行方不明。およそ8時間30分後に保
護。

33歳・女性 知的 外出活動中、電車で行方不明。およそ5時間30分後に保護。

22歳・男性 知的 外出先で散歩中、行方不明。およそ1時間後に保護。

13歳・男性 知的 送迎車に乗車する際、走り出して行方不明。30分後保護。

21歳・女性 知的
居室からベランダ・外階段を使用し敷地外に出て行方不明。およそ3
時間後に保護。

16歳・男性 知的 作業中に行方不明。15分後に保護。

51歳・男性 知的
自宅からグループホームへ戻る利用者の所在が一晩わからな
くなる。

33歳・男性 知的 公園内を散策中に行方不明。

平成29年度(H29.3.1～H30.2.28)に報告のあった事故事例
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行方不明 9
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事故の種類 件数 年齢・性別 障害種別 事故概要

23歳・男性 身体
食事介助中喉を詰まらせ、呼吸困難、一時意識消失により救急
搬送。

45歳・男性 知的 異食による入院。

60歳・男性 - 入浴支援中に躓き、右足の指から出血。

63歳・女性 知的 外出先で傾斜に躓き建具に頭をぶつける。

5歳・男性 - 支援中に右大腿骨骨折。

5歳・女性 - 食事中に魚の骨が喉に刺さる。

53歳・男性 身体 原因不明の右大腿骨骨折。

2歳・男性 - 公園の遊具から転落し、後頭部より出血。

9歳・女性 - 活動中に職員に足を踏まれ、足が腫れた。

22歳・男性 知的
食事中、利用者が職員の目に箸を向け、職員が目の下に裂傷
を負う。

18歳・男性 - 支援員に噛みつき、支援員が右腕から出血、救急搬送。

35歳・男性 知的・身体 ソファーベッドで体位交換の際、勢いがついて転落。

50歳・女性 知的・身体 躓いてくじいたことによる右足第四指骨折。

54歳・男性 知的 原因不明の左肩関節の骨折。

6歳・男性 知的
職員の背中によじ登り、体制を崩し左前頭部を床に打ち付け
る。

4歳・男性 -
活動中に他利用者とぶつかり、他利用者の眼鏡がぶつかり左
眉下から出血。

11歳・女性 身体 バギーから転落し、額をぶつける。

45歳・女性 身体 顎部より出血。２針縫合。

52歳・男性 身体 車椅子上で脱衣中に転落。右大腿骨骨折。

43歳・男性 知的 屋外活動中に左足首をひねり、第五中足骨基底部骨折。

33歳・女性 知的・身体 バーベキューの鉄板に右腕が触れ、火傷。

21歳・男性 知的・身体 移動中のテーブルにぶつかり、右眉部裂傷。

37歳・男性 身体 原因不明の左大腿骨内顆骨折。

12歳・女性 知的・精神
公園の遊具の梯子から下りる際に足を滑らせて落ち、ポールに腹部
を打つ。

8歳・女性 - 原因不明の左大腿骨骨折。

44歳・男性 精神 施設外就労先の作業場所で焼却炉の戸にぶつかり肋骨骨折。

43歳・女性 身体 原因不明の左手第４指骨折。

41歳・女性 知的 入浴見守り中に左足のすねを浴槽の縁で切った。

34歳・女性 知的 タンスを倒し、その際に倒れたタンスで右足甲に裂傷。

22歳・男性 知的 玉ねぎ皮むき作業中、ビニール袋をちぎり、異食。

51歳・男性 知的 低体温症による緊急搬送入院。

27歳・男性 知的 金属製のリングを無理に開き、右手人差し指に裂傷を負う。

活動中の怪我等
※転倒以外

32



事故の種類 件数 年齢・性別 障害種別 事故概要

14歳・11歳・男性 -
送迎中に送迎車が交通事故を起こした。（児童に怪我はないが、念の
ため病院へ搬送。）

利用者3名 - 送迎時の接触事故。利用者に怪我はなかった。

児童 - 送迎の誘導中に扉に指が挟まり、爪が剥がれる。

47歳・男性 知的 送迎中、車から降りた後に玄関先で転倒。

23歳・男性・2名 知的 作業中、利用者が他利用者の左手に噛みつく。

51歳・男性/26歳・
女性

知的/精神 訓練中、利用者同士が掴み合い、一方が負傷。

20歳・男性/40歳・
男性/50歳・男性

知的
利用者1名が突然走り出し、利用者2名を突き飛ばした。一人は右肩
骨折、もう一人は足をひねる。

29歳・男性 知的 他利用者が投げた椅子が頭に当たり、裂傷を負う。

40歳・女性 知的 他利用者に左腕を噛まれる。歯型、表皮剥離。

61歳・女性 知的
他入居者の他害行為により左目下殴打、頬にひっかき傷を負
う。

23歳・女性 知的 利用者が、他利用者を突き飛ばし転倒させ、口腔内から出血。

10名以上 - インフルエンザA型による集団感染。

入所者16名 - 重症心身障害病棟においてＲＳウイルス感染症が発生。

入所者27名 知的 インフルエンザＢ型の集団感染。

死亡 1 23歳・男性 精神 自殺（外出時）。

8歳・男性 - 消臭ビーズの誤飲。

53歳・男性 身体 てんかん発作による救急搬送。その後入院。

46歳・男性 知的 自ら窓ガラスを殴打したことによる左手掌側部の裂傷。

12歳・男性 - 自ら窓ガラスを蹴り、割れたガラス片が右足に刺さる。

39歳・男性 - てんかん発作により転倒、救急搬送。

42歳・男性 精神 統合失調症の薬を多量摂取し、昏睡。

21歳・男性 知的 自ら窓ガラスを蹴り、右脚ふくらはぎ裂傷。

37歳・男性 精神 利用者本人の運転による交通事故。口元に裂傷。

21歳・男性 知的 自ら窓ガラスに頭突きし、前頭部に切傷。

44歳・女性 身体
就寝時、床に手を付き起き上がろうとしたところ、左手付け根を
骨折。

46歳・男性 精神 単独で外出時、男児の連れ去り等の事件を起こした。

- - 住居侵入未遂が発生。窓ガラスが壊れる。

その他 12

送迎中の事故・怪我等 4

利用者同士のトラブル 7

感染症等の発生 4


