
管理番号 報告受理日 事故発生日 製品名等 事故内容（通知後判明した事項も含む）
事故発生
都道府県

速報段階の状況 未進展その他 分析着手 対策検討・実施中等 対策済

091022-003 平成21年10月22日 平成21年10月21日 掃除用具 床上に置いてあった当該製品が、突然発火。 埼玉県 概要公表 　 　

関係機関等調査終
了。製品起因の事故で
はないとの結論、通知
元において相談終了

091023-005 平成21年10月23日 平成21年9月30日 軽自動車
当該自動車で路上を走行中、ものが燃えるような臭
いがしたため、停車して降りたところ、燃え上がって
当該自動車を焼損。

福岡県 概要公表 関係機関等調査中

091023-006 平成21年10月23日 平成21年10月3日 宿泊施設
当該施設でマッサージを受け、左脇腹の肋骨亀裂骨
折。

群馬県 事実内容確認中
当該施設でのマッサー
ジを廃止したことを通
知元において確認。

091024-001 平成21年10月24日 平成21年9月22日

ガス給湯器
（GQ-2013AW：株式会社
ノーリツ）
※

当該製品を使用した浴場で意識を失い、一酸化炭素
中毒の診断。

宮城県 概要公表 　 関係機関等調査中

091104-001 平成21年11月4日 平成21年10月24日 加湿器
幼児が作動中の当該加湿器（スチーム式）の吹き出
し口に手を置き、右手を熱傷。

大阪府 概要公表 　

調査機関においては、
製品自体に問題は無
いとの回答。通知元に
おいて事業者に対し、
警告表示および吹き
出し口の改善を要求

091104-005 平成21年11月4日 平成21年11月3日
ロデオマシーン付随の負
傷防止マット

当該ロデオマシーンが止まってから降りたところ、付
随した負傷防止マットに足を取られ転倒。その際に自
らの膝で前歯を3本折損。

大阪府 事実未確認 事実確認不能

091106-004 平成21年11月6日 平成21年10月30日 折りたたみ自転車

当該自転車で走行中、歩道から車道（段差15ｃｍ～
20ｃｍ）へ降りた直後に、前輪とハンドルをつなぐフ
レームの一部が折損し、前方へ転倒。右ひざのじん
帯を損傷。

福岡県 概要公表 関係機関等調査中

091106-007 平成21年11月6日 平成21年10月7日 原動機付自転車 当該原動機付自転車で走行中に、前輪を支える軸
が折れ、路上に投げ出されて打撲。

東京都 概要公表 関係機関等調査中

091107-001 平成21年11月7日 平成21年10月7日 コンビニエンスストア　 当該店舗内にて、客が転倒、左肩を強打し、三角筋
を損傷。

東京都 事実関係確認中 事実確認不能

091109-001 平成21年11月9日 平成21年11月6日 折畳み自転車
当該自転車で走行中、ハンドルの軸棒が折れ曲り転
倒。
左手首を負傷。

京都府 事実関係確認中 関係機関等調査中

091109-003 平成21年11月9日 平成21年10月22日 濃酢酸(氷酢酸）

日本語のラベルの無い韓国製の当該調味料を5名で
少量飲んだところ、全員が急性食道胃粘膜障害、化
学性食道炎、急性胃炎、急性咽頭喉頭炎などを発
症、うち２名入院。

兵庫県 概要公表 　

平成21年11月18日、
消費者庁から注意喚
起およびチラシを作
成。通知元においても
チラシの配布及び輸入
者を管轄する自治体
に表示違反の疑いの
ある食品として報告済

091110-002 平成21年11月10日 平成21年11月5日 自転車
サドルを折り曲げてロックできる当該自転車で走行
中、座っていたサドルが折れてバランスを崩し、右斜
め前方に転倒し骨折。

東京都 概要公表 関係機関等調査中

091112-003 平成21年11月12日 平成21年1月31日 ベビーカー
当該製品を広げたところ、幼児が指を挟み、右手薬
指第一関節から先の部分に裂傷を負う。

愛知県
状況により事実未確認
のまま概要公表

第一報後、追加情報が
得られず詳細な事実につ
いて確認不能

091113-001 平成21年11月13日 平成21年5月26日 ベビーカー
当該製品を広げたところ、幼児が指を挟み、右手人
差し指に裂傷を負う。

兵庫県 概要公表

関係機関等調査中
なお、事業者から対策
用品が送付。
後日、治療に要する期
間が30日未満であるこ
とが判明。

　 　

091113-002 平成21年11月13日 平成21年10月28日 レンタル自転車
当該製品で坂道を走行中、ブレーキが切れて転倒
し、顔に12針縫う怪我を負う。

沖縄県 概要公表 　

事業者において点検を
実施。
なお、消費者と事業者
の間で和解が成立し、
通知元において相談
終了

091117-003 平成21年11月17日 平成21年5月2日 幼児用クッション
大人用椅子に当該製品を置き座らせていたところ、
後ろ向きに転倒し床で頭を打ち、脳挫傷と診断。

東京都 概要公表 関係機関等調査中

091119-001 平成21年11月19日 平成21年11月18日 全自動洗濯機
当該洗濯機から出火し、火災の煙で家人が負傷し病
院に搬送。

愛知県 概要公表 関係機関等調査中 　

091119-003 平成21年11月19日 平成21年9月 カッターナイフ
当該カッターナイフの入った包装の厚紙をはがして取
り出した時に右手親指の先に刃が当たり、指を切
傷。

北海道 概要公表

関係機関等調査中
なお、事業者におい
て、商品の包装改良を
検討中。

　

091124-001 平成21年11月24日 平成21年11月19日 デイサービス
当該施設の介護職員1名が軽乗用車で、利用者３名
を自宅に送る途中、衝突事故を起こし、利用者３名が
死亡。運転手の職員は手を骨折。

和歌山県 概要公表

事業者において、事故
発生原因の調査を行
い全社的に再発防止
に取り組む体制を確立

091124-004 平成21年11月24日 平成21年11月19日 テレビドアフォン
留守中に居間にあった当該テレビドアフォン受信機
付近から出火。

愛知県 概要公表 関係機関等調査中

091130-005 平成21年11月30日 平成21年6月 在宅介護サービス
当該サービスを受けていた者が、介助員が与えたが
んもどきを喉に詰まらせ死亡。

神奈川県 事実未確認 事実確認不能 　

091202-002 平成21年12月2日 平成21年10月18日 エアコン（室内機）
2階建て建物に設置されていた当該エアコン（室内
機）が焼損する火災が発生し、建物内部も煤で汚染。

神奈川県 概要公表
事業者において原因
調査を実施したが、特
定に至らず

091203-001 平成21年12月3日 平成21年11月21日 ハロゲンヒーター
当該ハロゲンヒーターのプラグをコンセントに差したと
ころ、首振り部分から発火。

福岡県 概要公表 関係機関等調査中
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091208-001 平成21年12月8日 平成21年3月 美容サービス

まつ毛エクステンション施術直後から目が泌みて、翌
朝目が覚めるとまぶたが腫れ、エクステンションを
取った後もまぶたの腫れが継続。

東京都 概要公表 　

通知元において消費
者等に対する同種事
故情報を発信して注意
喚起

091214-001 平成21年12月14日 平成21年12月1日 折り畳み式自転車 当該自転車にて走行中、転倒し、左手首を骨折。 神奈川県 概要公表 関係機関等調査中

091215-003 平成21年12月15日 平成21年12月9日

強制給排気式石油床暖ス
トーブ
（UH-F65AO3：株式会社コ
ロナ）
※

当該製品を使用し就寝中、住人2名が頭痛、吐き気
などの症状で病院に搬送され、血液検査で一酸化炭
素中毒と判明。

北海道 概要公表 関係機関等調査中

091215-004 平成21年12月15日 平成21年7月18日 オーブンガスコンロ

当該オーブンガスコンロを使用していたところ、頭痛・
めまい・吐き気・浮遊感・視力障害などを発症。ガス
会社に調査を依頼したところ一酸化炭素（濃度
0.25％）を検出。

東京都 概要公表 関係機関等調査中

091217-001 平成21年12月17日 平成21年7月26日 電動給湯ポット

当該製品の取っ手をつかみ本体を持ち上げたとこ
ろ、取っ手の左右どちらかがはずれ、当該製品がバ
ランスを失い、熱湯が被害者の両足にかかり全治2ヶ
月の火傷。

鹿児島県 概要公表 事実確認不能 　

091218-001 平成21年12月18日 平成21年12月6日 木製梯子
特別注文の木製の折りたたみ式梯子を使ったとこ
ろ、当該製品が折れ、転落し、かかとの骨を骨折。

宮城県 概要公表 関係機関等調査中

091221-001 平成21年12月21日 平成21年12月1日 美容サービス
額の皺とりのためヒアルロン酸とボツリヌス菌の注射
を受けたが、直後から同所に痛みと化膿。他の医療
機関で診断を受けたところ、全治1ヶ月以上と診断。

東京都 事実関係確認中 因果関係等確認不能

100112-002 平成22年1月12日 平成21年12月11日

除湿乾燥機
（F-YZA100：松下エコシス
テムズ株式会社（現　パナ
ソニックエコシステムズ株
式会社））
※

使用中の当該製品から出火し、当該製品及び周辺を
焼損。

神奈川県 概要公表 関係機関等調査中

100114-001 平成22年1月14日 平成21年11月10日 介護サービス

介護者をトイレに誘導を行い、排尿後、トイレットペー
パーがない事に気づき隣に取りに行ったところ、介護
者が便座の横の洗面台の下に頭を向けて尻もちをつ
き、大腿骨骨折の重傷。

千葉県 事実関係確認中

通知元において、当該
事業者に対し、介護従
業員の人員基準を満
たすよう指導した結
果、充足した旨の報告
は受けたが、今後も確
認、指導を継続

100119-00１ 平成22年1月19日 平成21年11月27日 健康食品
当該製品の用法を守って1週間摂取後、急性肝炎を
発症。
診断医師は当該健康食品が原因と推定。

秋田県 事実関係確認中
関係調査機関との調
査実施について調整
中

100120-002 平成22年1月20日 平成22年1月13日 伸縮梯子
当該伸縮梯子を使用中、両側の支柱が一箇所ずつ
折れ使用者が落下し右手首と左足首を骨折。

福島県 概要公表 関係機関等調査中

100122-001 平成22年1月22日 平成21年12月26日 家具調こたつ
当該家具調こたつの脚の１本のボルトが外れ、当該
こたつ上に載せていた鍋がカセットコンロごと滑り落
ち、鍋の中身が右太腿にかかり火傷。

神奈川県 概要公表 関係機関等調査中

100123-001 平成22年1月23日 平成21年12月18日 ホットプレート
当該製品の本体樹脂製ガード部分が溶解し、剥き出
しになったステンレス部分先端で手の甲に裂傷。

大阪府 概要公表 関係機関等調査中

100126-002 平成22年1月26日 平成22年1月8日 歩行補助車

当該歩行補助車を使用中、玄関の段差に車輪が
引っ掛かり、前方へ転倒。その際、当該製品の折りた
たみフレームの可動部を把持し、同所で左手小指を
開放骨折。

熊本県 概要公表 関係機関等調査中

100129-004 平成22年1月29日 平成21年12月22日 美顔器 当該美顔器を使用中、蒸気ポッドが落下し、沸騰水
が足にかかり火傷。

神奈川県 概要公表 関係機関等調査中

100204-001 平成22年2月4日 平成22年12月 健康食品
当該健康食品を2ヶ月半摂取後、脱力感の症状。医
師により肝炎と診断。

埼玉県 事実関係確認中 事実関係確認中

100205-002 平成22年2月5日 平成21年6月4日 アルミ製脚立

当該アルミ製脚立を梯子様に広げ使用中、当該製品
が傾いて転落し、頭部縫合及び脊椎骨折。
転落後確認すると当該製品の一本の脚が折れ曲っ
ていた。

千葉県 概要公表 関係機関等調査中

100205-003 平成22年2月5日 平成22年1月20日 片手鍋
当該片手鍋で湯を沸かし、片手で持ち上げたところ
取っ手が折れて、湯が手にかかり火傷。

秋田県 概要公表
関係機関等において
原因調査を実施した
が、特定に至らず

100208-003 平成22年2月8日 平成22年1月26日 折り畳み自転車
当該自転車により走行中、ペダルの付け根が折れて
転倒。その際に、頭部を打ち、外傷性頸部症の負
傷。

福岡県 概要公表
関係機関等において
原因調査を実施した
が、特定に至らず

100209-001 平成22年2月9日 平成21年8月 除光液
ジェルネイルを剥がすため、当該除光液を浸したコッ
トンで爪を包みホイルで覆ってしばらく置いておいた
ところ、指を火傷。

神奈川県 概要公表
関係機関等において
原因調査を実施した
が、特定に至らず

100210-001 平成22年2月10日 平成21年8月 痩身エステ
当該痩身エステの施術を受けていたところ、肩と腰を
強くひねったため左肩を脱臼。

神奈川県 概要公表 事実確認不能

100210-003 平成22年2月10日 平成21年12月11日 ウォーターサーバー
ショッピングセンター内のベビールームに設置してあ
る当該ウォーターサーバーの温水レバーを子供が捻
り、熱湯が出て左手首から肘を火傷。

埼玉県 概要公表

事業者において、当該
製品を設置していた全
店舗に対し、事故防止
対策品（ストッパー）と
の交換を実施

100212-002 平成22年2月12日 平成21年11月 自転車

子供をハンドル前面の専用座席に乗せた状態で当
該自転車を停止させ、スタンドを立てようとしたとこ
ろ、子供を乗せた状態のままハンドルが回転し横倒。
子供が地面に転落し、顔面を裂傷。

東京都 概要公表
関係調査機関との調
査実施について調整
中

100215-002 平成22年2月15日 平成22年1月5日 自動車（エアバッグ）
当該自動車を運転中、擁壁に衝突した際に、当該自
動車のエアバッグが作動せず、顔面骨折、背骨粉砕
骨折。

神奈川県 事実未確認 事実確認不能
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100218-002 平成22年2月18日 平成22年2月6日 洋卓
当該洋卓に手をかけたところ、当該製品の脚（三又）
が１本外れて転倒、左足膝蓋骨骨折。

熊本県 概要公表 関係機関等調査中

100219-003 平成22年2月19日 平成22年2月7日 テレビ 当該テレビから出火し、周囲に燃え移り民家が全焼。 広島県 概要公表 関係機関等調査中

100219-001 平成22年2月19日 平成21年12月2日 簡易消火具
当該簡易消火具が破裂した際に、破裂音で聴力障
害が残る。

神奈川県 事実関係確認中 因果関係等確認不能

100304-001 平成22年3月4日 平成21年9月11日 貨物自動車
当該貨物自動車が高速道路を走行中、エンジン部分
から出火し、当該自動車を焼損。

愛知県 概要公表 事実確認不能

100315-001 平成22年3月15日 平成22年1月31日 自動改札機
当該自動改札機を通過しようとした際に、ICカードが
認識されず、閉鎖された扉に挟まりバランスを崩して
転倒し、左大腿骨骨折。

神奈川県 事実関係確認中

事業者において、全駅
にICカードを読み取り
機に接触させる等再発
防止ポスターの掲示及
び駅ホームの運行情
報表示器に注意喚起
表示を実施

100317-001 平成22年3月17日 平成22年3月8日 福祉サービス
当該福祉サービス利用者が職員の誘導によりトイレ
の便座に着座させた後、利用者が転倒し、左大腿骨
頚部骨折。

東京都 事実未確認

施設管理者において、
職員への注意喚起、
再発防止への再教育
を実施

100317-002 平成22年3月17日 平成22年1月1日 歩行補助杖
当該歩行補助杖で歩行中、腕の固定部分が折損し
て転倒し、第４腰椎骨折。

兵庫県 概要公表 関係機関等調査中

100317-004 平成22年3月17日 平成22年1月12日
電気蓄熱式湯たんぽ 当該電気蓄熱式湯たんぽを使用中、湯が流出し、下

腹部に火傷。
大阪府 概要公表 関係機関等調査中

100324-002 平成22年3月24日 平成22年3月20日 電気冷蔵庫
当該電気冷蔵庫から出火し、当該製品及び周辺を焼
損。

栃木県 概要公表 関係機関等調査中

※　消費生活用製品安全法、高圧ガス保安法またはガス事業法等に基づき事業者から報告のあったものとして公表済




