
事故の種類 件数 年齢・性別 障害種別 事故概要

60歳・女性 知的
トイレ待ち中に我慢のしすぎによる迷走神経反射により転倒、頭部打
撲。

22歳・男性 知的
台車カートが動いたことにより、バランスを崩し転倒。右膝の剥離骨
折。

50歳・男性 知的
職員の言葉掛けに過剰反応し、不機嫌になり、職員に殴りかかろうとし
た。その際バランスを崩し転倒。右目蓋上部の裂傷。

21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。

44歳・男性 知的
興奮状態となりながら施設内を走っており、急停止をした際に転倒。右
大腿骨転子部粉砕骨折。

43歳・女性 身体
頭にこぶ、鼻頭出血、右膝にあざのある状態でベッドに横になっている
本人を発見。転倒の経緯については調査をしたが不明。

32歳・女性 知的 立っている状態でバランスを崩し、転倒、手首骨折。

44歳・男性 精神 余暇活動中、公園にて鉄棒を行った際に着地に失敗し、腰を痛める。

51歳・女性 知的 他利用者と接触し転倒。左手首骨折。

16歳・男性 -
降車の際に転倒し、下唇の擦過傷による出血と上左前歯下部が欠
損。

22歳・男性 知的
昼食時の配膳中、食堂にて利用者が突然後方へ倒れ、後頭部を床に
ぶつけた。

22歳・女性 知的 走ってつまずき転倒。足首の腫れ。

43歳・女性 知的 外出時に段差につまずき前方へ転倒。前歯（差し歯）がとれた。

60歳・男性 知的 ひじ付き椅子から転倒。右眉尻に直径１ｃｍ程度の裂傷。

71歳・男性 身体
入浴室から脱衣所へ移動後ベッド移乗する際、サンダルを履いていな
い職員が足を滑らせ抱えていた利用者も転倒。右肩・右上腕骨骨折。

6歳・男性 - 送迎後、降車する際に地面に落下し、頭頂部を打撲。

13歳・女性 -
公園でサービス提供中、ベビーカーから転落し、額を打撲・擦り傷を
負った。

44歳・男性 知的
入室してきた利用者と衝突、後頭部を床に強打し、３分ほど呼びかけ
に応じなかったが、脳外科の検査で異常なし、後頭部のこぶのみ。

41歳・女性 知的
浴室脱衣場にて職員と接触。お互いの足が引っ掛かり、後方へ転倒。
右側頭部を柱の角にぶつけ３ｃｍほどの裂傷と出血。

41歳・男性 知的
意識を失ったかのように、前方へ転倒。床に顔面を強打し右額部に幅
４ｃｍ深さ１ｃｍ程の裂傷を負う。

40歳・男性 身体 介助中、強い筋緊張のため二人で転倒。

71歳・男性 身体 トイレに行く途中に転倒。

32歳・男性 身体
事業所からの帰宅時、駅階段を上る中胸が苦しく意識喪失、救急搬
送。心臓病があり、水分不足・階段を上ったことによる軽い脱水症状。

48歳・男性 身体
夕食後、対応していた職員が他利用者の対応にあたると廊下に走り出
し転倒、うつぶせに倒れる。顎に約10cmの裂傷、9針縫合。

49歳・女性 身体
両杖歩行中バランスを崩し転倒。右鼻出血、上下口唇の切創、鼻の下
の挫創、鼻梁部と下顎に擦過傷、両前歯のずれ。

43歳・男性 知的
椅子から立ち上がったところ転倒し、後方にあったテーブルに頭部を
打ち、側頭部を切傷。

45歳・男性 知的
給食時歩いていたところ、足を踏まれ転倒。当初病院で異常なしと診
断されたが、その後、右足甲の骨折が判明。

63歳・女性 知的
発生場所は確認できていないが、本人から起床時トイレへ行く際転倒
した旨申し出あり。通院したことろ、左足甲骨折と診断。

21歳・男性 知的 夜中に部屋から出た際に転倒、足の指を骨折。
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事故の種類 件数 年齢・性別 障害種別 事故概要

41歳・男性 知的
トイレ誘導を行い、トイレから廊下へ出ようとした際、床の濡れていた
部分に足を滑らせ転倒。頭頂部後方に約4ｃｍの裂傷。

69歳・女性 知的 外出活動中、階段で左足を捻り、左足甲に剥離骨折を負う。

38歳・男性 知的
移動中前屈みに転倒。左上唇に１cmほどの切り傷。左顔面に挫創、
右手第５と手の平、左手の平に擦り傷あり。

38歳・男性 身体
単独外出中、駅のタクシー乗り場にて転倒。左側頭部にたんこぶがで
き、目尻を切り、救急搬送される。

35歳・女性 知的
食後、食堂から居室棟へ戻った後職員が右あごに５ｃｍの挫創、左膝
の出血を確認。病院受診となる。

21歳・男性 知的
屋外から屋内へと移送する際に、てんかん発作により転倒。右前額部
に切傷、出血があったため、救急車で搬送。

49歳・女性 身体・知的
活動中バランスを崩し右側に転倒。右大腿頚部骨折（一部ヒビ）と診
断。

54歳・女性 身体
年末の帰省前夜に居室でポータブルトイレごと転倒、年明けに戻って
きてから受診、骨折と診断。

31歳・男性 知的
布団敷きを一人で行っている際、てんかんを起こし転倒、ガラスを割
る。CT他異常なし、擦り傷のみ。

33歳・女性 知的
他の利用者に突き飛ばされて転倒。頭部を床に打ってしまう。たんこぶ
ができたため、通院。脳に異常はなく、頭蓋の骨折等もない。

4歳・男性 -
活動中、重ねたマットの上に座っていたところからマットが崩れ、児童
が転落し頭部を机に打ち裂傷を負う。

58歳・男性 精神 ＧＨから外出後、1泊行方が分からなくなる。

43歳・男性 精神
規則ある生活が息苦しい等の発言が多々あった矢先失踪。本人が他
市町村にて他事業所の見学へ出向き、居場所が判明。

58歳・男性 精神
作業用靴購入のため外出するも、遠くへ行きたくなり県外へ。以前入
院をしていた病院へ出向いたことにより、居場所が判明。

10歳・男性 知的
職員が目を離した際に、事業所外に出てしまい、付近のコンビニで商
品を無断で喫食。

23歳・女性 知的 千葉市ゆうあいピック後に一時的に行方不明となった。

19歳・男性 知的 外泊したまま約束の日時になっても戻らず、１週間後に帰所。

52歳・男性 知的 夜間、母に会いたいと無断外出。

32歳・女性 精神 定時の所在確認時に不在となり、後程、施設外にて発見。

6際・男性 身体・知的
職員が目を離した際に、事業所外に出てしまい、エレベーターに搭乗
しているところを発見した。

7歳・男性 知的
児童が施設に送迎後に抜け出し、線路上で走行中の電車運転手に発
見され、停車の上保護された。

2歳・男性 -
上下逆さまに置いてあったプラスチック製の玩具箱に手を付いたとこ
ろ、底板が抜け、底部分の縁に上唇を打ち、歯茎上部を裂傷。

40歳・男性 精神 てんかん発作のため、救急搬送。

29歳・男性 知的
他入居者と職員の会話が納得できず別の職員へ訴え、外で話す。施
設内へ戻る際、出入口の施錠に苛立ちガラスを叩き割り右中指切傷。

43歳・男性 知的 散歩中に道路のポールに頭をぶつけて左まゆ尻を浅く裂傷。

52歳・男性 身体 ベッドへの移乗時に圧迫され右肘関節部にヒビが入る。

48歳・男性 知的 利用者同士のトラブルにより、左腕に歯型の傷ができる。

55歳・男性 身体 軽作業中、座位のまま動かなくなり緊急搬送される。

20歳・女性 知的 他利用者に噛みつかれ、左手親指、人差し指より出血。

44歳・女性 知的 パン窯から出した鉄板に触れ、右手に火傷。

45歳・男性 身体
立位姿勢を取ってトイレのベッドに横になった際、左膝脛骨部分に痛
みがあると訴えあり。左膝脛骨骨折と診断。

36歳・男性 身体 右足第５趾中節骨内側の剥離骨折。骨折の原因は不明。

76歳・男性 身体
昼食中、食べていたものと義歯を誤嚥。救急搬送後、病院にて摘出さ
れたが、発熱、肺炎の疑いがあるとして入院。

12歳・男性 知的
プール活動中、プールの底に頭をぶつけて、右前頭部（髪の毛の生え
際付近）に擦り傷を負う。

行方不明 10
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事故の種類 件数 年齢・性別 障害種別 事故概要

41歳・女性 知的
左肩の痛みの訴えより通院。レントゲン撮影の結果左鎖骨骨折と診断
される。原因不明。

20歳・女性 精神
職員に対し、激昂。かんしゃくを起こし、物を投げつける。１時間ほど、
泣き続け興奮状態となる。

23歳・男性 -
販売準備で車の後部ハッチを利用者が閉めた際、職員の後頭部にド
アの一部があたり怪我。

26歳・男性 知的
実習先の作業中に負傷。その後病院に行き、骨にひびが入っているこ
とが判明。

36歳・女性 精神
帰宅の為靴履き替えの際ドアに手をついたところ別の利用者がドアを
開け、指をはさむ。右第３指骨挫傷、右第３指伸筋腱損傷との診断。

61歳・女性 身体 リハビリ中に右肩関節を脱臼。

9歳・女性 身体 左大腿骨顆上骨折。骨折の原因は不明。

21歳・男性 身体・知的
パン番重を片付け中、番重を右足薬指と小指に落とし、薬指の付け根
を骨折。

31歳・男性 知的
パイプを地面に打ち込む作業中に左手人差し指をハンマーで殴打。出
血と内出血。

31歳・男性 身体
理学診療用器具（特定保守管理医療機器）を使用しての皮膚変化。
（左誹骨頭付近の水疱）

51歳・女性 知的 作業中に機械に手を入れてしまい、右手人差し指を５針縫った。

49歳・男性 精神
他利用者と共に資材の運搬作業中、他利用者が資材を離した際に当
事者の顔面に強打し、差し歯を損傷する。

40歳・女性 知的
マラソン・ウォーキング時、通りの塀の上にあったみかんを飲み込み、
軌道に詰まらせ一時意識喪失。病院で精密検査を受けるも異常なし。

61歳・男性 身体 作業中に心筋梗塞となり、意識を失う。

39歳・男性 知的 利用支援中、職員が利用者の脇を叩いてしまい、あざをつくる。

７歳・男性 知的
送迎車のスライド式ドアを閉める際に手を挟んでしまい、右の手の甲を
打撲。

- -
小学校に送迎の際、運転を誤って小学校の門扉に衝突（乗車していた
のは、運転手のみで怪我人なし）。

職員1名・利用者3名 - 送迎中に信号で停車中、後続の車に追突された。

7歳・女性 知的
送迎後に車を発進させたところ、左後方から直進してきた車と接触。怪
我人はなし。

52歳・女性 -
利用者を家に送り届ける際、送迎車をバックで家の敷地に駐車しよう
としたところ、後方から追い越そうとした車と接触した。怪我人なし。

男性 -
事業所からの帰宅中、横断歩道にて車が接触。右腕、右下腿、踝に怪
我。

41歳・男性 知的 共有のデイルームで他の入居者に突き飛ばされて転倒、頭部に受傷。

26歳・男性 精神 当該利用者が他利用者の金銭の盗難をした。

45歳・男性 知的
デイルームにて物音が聞こえ、職員が駆けつけると頭頂部付近から血
を流している本人を発見。現場を目撃していないため、詳細は不明。

6歳・男性 知的
利用者同士でおもちゃで遊んでいる最中に、一方がテーブルを被害者
に向けて押し当て、鼻の下に裂傷を負わせた。

複数 - インフルエンザ感染。

複数 - インフルエンザ感染。

複数 - インフルエンザ感染。

複数 - インフルエンザ感染。

57歳・女性 精神
自室にて、呼吸をせずベッドで仰向けになっているところを発見され
る。病死の疑い。

29歳・男性 精神 利用者が自室にて自殺。

37歳・女性 知的 居室にて病気で倒れており、救急搬送。入院後死亡。

27歳・男性 知的 持病のある通所利用者が自宅療養中に肺炎にて死亡。

43歳・男性 知的
通所施設とＧＨの利用者が、帰省中に自宅で倒れ救急搬送。搬送先
の病院で死亡。

送迎中の事故・怪我等 6
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事故の種類 件数 年齢・性別 障害種別 事故概要

40歳・男性 知的 右耳の内出血、側頭部の腫れ。原因不明。

63歳・男性 身体
普段から足・臀部の痛みを訴えがあり、今回は特に強い痛みを訴え
る。腫脹、熱感はないが、外来受診。左大腿部頚部骨折と診断。

47歳・男性 身体・知的
起床時から歩行が困難な状態でおり、緊急搬送された後、左大腿骨転
子部骨折と判明。

45歳・女性 知的 右上腕部骨折。原因不明。

36歳・男性 精神
体験入所中に隣の入居者の生活音等が気になり幻聴等の体調悪化、
自傷行為の後行方不明。保護された後入院となる。

60歳・男性 知的 男性利用者による女性職員に対する暴行。

56歳・男性 精神 水を大量摂取したことによる水中毒。

33歳・男性 知的 てんかん発作により体調不良、病院へ救急搬送され入院。

50歳・女性 身体 皮下出血を確認。その後骨折の診断。

- -
入所者複数名が風邪（発熱、咳）を発症。発熱を確認後その都度通院
し、医師の診断にそって服薬、静養を行い全員回復。

31歳・男性 身体
更衣中に右肘の腫脹・発赤・一部内出血斑を発見。レントゲンの結果
右上腕骨外顆骨折と診断される。原因は特定できず。

30歳・男性 知的 事業所から帰宅する際、バス車内で突然、一般女性の左腹部を殴打。

19歳・男性 身体 何らかの負荷により骨折。原因不明。

17歳・男性 - 食後の薬と誤り頓服薬の安定剤を誤薬。

46歳・男性 知的 自宅にて背骨を圧迫骨折。原因不明。

43歳・女性 身体 医師による診察時に大腿骨折を確認。原因不明。

63歳・女性 知的
夜間、嘔吐が続き胸が苦しいという訴えあり。救急搬送となり、便秘に
よるものと診断。点滴を受ける。

68歳・男性 知的
座った状態で嘔吐あり。意識も弱く感じられたため。救急車要請を行
う。起立性低血圧症と診断される。

18歳・男性 知的
夜間に頭部及び顔面に手洗い用石鹸を使用して、皮膚が荒れてしまっ
た。

21歳・男性利用者
71歳・男性職員

知的
利用者が女性職員の髪をつかんで離さず、その女性職員を助けようと
男性職員が噛みついて引き離した結果、利用者の手首を負傷させた。

36歳・男性 精神 短期間での失踪、無銭飲食の繰り返し、自転車窃盗により契約解除。

48歳・男性 身体・知的 膀胱外カテーテル留置による尿道損傷。

25歳・男性 知的
本人の居室内から音を聞きドアを開けると頭部から出血。椅子の背も
たれに頭部を打ち付け自傷行為と思われる。

22歳・男性 身体・知的
左眼の腫脹。当初眼の疾患からくるものと捉えられていたが、左眼周
囲の赤みや青みががった皮膚変化あり。原因特定できず。

42歳・男性 精神
本人希望による相談時に感情的になり、取り決めに従って相談の中止
と帰宅を促すと職員を殴った。職員に怪我はなし。

45歳・女性 精神 見学時に自殺未遂。

27歳・男性 知的
夜中デイルームで転倒しているところを発見。慢性硬膜下血腫（転倒
が原因ではない）と診断され緊急入院。

48歳・女性 知的
利用者の帰宅中に保護者が病気により亡くなり、施設職員が発見、警
察の要請を行った。

22歳・女性 精神
職員が自分の携帯で利用者の個人情報を検索したり、性的発言を繰
り返すなどした。

12歳・男性 - 活動中、ビー玉を誤飲。

その他 30


