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日本小児科学会こどもの生活環境改善委員会

Injury Alert（傷害速報）
No. 108 自動洗濯機の底に手を入れ底部回転部で受傷した手指外傷
事

例

年齢：2 歳 8 か月

性別：男児

体重：11.6 kg

傷害の種類

手指外傷

原因対象物

縦型自動洗濯機（製造，購入共に 2013 年）

臨床診断名

左環指末節骨開放骨折，左環指不全切断

医療費

568,590 円（外来費 16,270 円，入院費 552,320 円）

発
生
状
況

身長：79 cm

発生場所

自宅の洗面所

周囲の人・状況

発達の遅れが指摘されている児で，受傷時の発達段階は 1 歳 2 か月程度であった．2017 年
に自宅のリフォームをした際に配管を下に通すために縦型自動洗濯機の下に置き台
（かさ上
げタイプの防水パン）を設置した．洗濯機の底部に空間ができるように設置されたため，図
1 のように洗濯機の下に約 7 cm のすき間ができていた．洗濯機の脚の高さは 1 cm 程度で
あり，床面やフラットな防水パンに設置された場合は子どもでも手がはいることはない．本
事例では，洗濯機の下に 7 cm のすき間ができており，本児は普段からしばしば洗濯機の底
部に手を入れることがあった．
父はリビング，母と姉は寝室，弟はベビーベッドに寝ている状態で，本児は 1 人でリビング
と洗面所（リビングにつながっている）を行ったりきたりしていた．洗面所にある洗濯機は
運転中の状態であった．

発生年月・時刻

2020 年 7 月 X 日（日）午前 7 時 50 分

発生時の詳しい
様子と経緯

上記時刻，洗濯機よりガガガと壊れたような音が聞こえたのと同時に本児の啼泣が聞こえ
た．父が最初に洗面所にかけつけると洗濯機の前で本児が啼泣しており，指から出血してい
た．左環指の不全切断を認めたため救急車で医療機関へ搬送された．

治療経過と予後

受診時のバイタルサインは，心拍数 132 回/分，呼吸数 28 回/分，SpO2：98％（室内気）で
左環指以外の外傷は認めなかった．左環指の遠位指節間関節以遠は，わずかな軟部組織でか
ろうじてつながった不全断裂の状態であった（図 2）．単純 X 線写真では左環指末節骨の遠
位が剝離し一部のみが残存していた（図 3）．同日，整形外科医による緊急手術が施行され
た．全身麻酔下に創部を洗浄されたが，先端部の皮膚色が極めて悪いと判断され，不全断裂
部以遠の先端を切断され断端形成された．術中から抗菌薬を開始され，術後 2 日目に終了し
た．経過良好なため，同日に退院した．術後 17 日に抜糸となった（図 4）．2021 年 1 月時点
では術後経過は良好である．

【こどもの生活環境改善委員会からのコメント】
1．2 人以上の世帯において，自動洗濯機の家庭普及率は 98.8％と非常に高い1）．自動洗濯機には縦型とド
ラム型の 2 種類があり，その構造は大きく異なる．縦型洗濯機は上部から洗濯物を洗濯槽に入れるよう
になっているが，ドラム型は洗濯槽が斜めに設置してあり前面から洗濯物を入れるようになっている．
従来は米国や日本では縦型が主流であったが，近年ドラム型洗濯機が生活に浸透しつつある．国内で販
売されている縦型洗濯機の底部は，概ね図 5 のように回転部が露出した構造になっている．図 1 のよう
に四隅の脚をかさ上げする等，洗濯機を床面から浮かした設置の仕方をすると，すき間に子どもの手が
入り回転部に触れてしまう危険がある．一方で，ドラム型洗濯機の底部は回転部が露出した構造には
なっていない．
2．本事例は，縦型自動洗濯機の底部のすき間から 2 歳の幼児が手を入れ，手指が回転部に巻き込まれ受傷
した．指尖部外傷は，その程度によっては将来的に日常生活に支障を来たす機能的障害を残し，患者の
ボディイメージを損なう美容的障害を残す可能性がある．米国では，救急外来を受診した指外傷の平均
医療費は約 1,195 ドルとの報告もあり医療費の負担も大きいとされる2）．
3．海外では，2003 年に米国から洗濯機に関連した外傷で受診した 496 例の小児が報告されている3）．この
報告では，洗濯機による外傷は 1～2 歳児が最多であり，5 歳以下の乳幼児が 6 割を占めていた．自動
洗濯機に限ると，受傷機転は洗濯機からの墜落が最多で，運転中の洗濯槽に体の一部を入れたことによ
る外傷は 12％という結果であった3）．その他にも，自動洗濯機による外傷の報告はあるが，いずれも洗
濯機の下に手を入れたことによる外傷の報告はみられなかった4）5）．国内での小児の事例としては，縦型
洗濯機の蓋を開けて中の洗濯物に指を巻き込まれた事例や，蓋に指を挟まれた事例，ドラム式洗濯機に
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図 2 来院時の写真 . 左環指の DIP（distal inter phalangeal）関節以遠は不全切断されている

図1

縦型自動洗濯機の模式図

閉じ込められて死亡した事例が報告されてい
る6）～8）．
4．洗濯機による外傷についての予防策として，消
費者庁や国民生活センターからは，蓋は必ず閉
めチャイルドロック機能を利用することや近
くに踏み台をおかないことなどの注意喚起が
なされている6）～8）．一方で，本事例のような外
傷を想起した予防策について，規定は定められ

図 3 左手の単純 X 線写真．左環指末節骨は遠位が
剝離し一部残存していた

ていない．現在発売されている製品の本体や，
その取扱説明書には，
「けがや感電の危険があ
るため，運転中は本体の下に手足を入れてはいけない」「置き台などを使用すると床面とのすき間が大
きくなるため注意」という記載がされているものもある．
5．洗濯機による外傷は就学前の小児に多い．ふたロック機能が充実してきた現在においては，使用中の洗
濯機の底部に手を入れて受傷する本事例の様な受傷機転の予防策を講じる必要がある．予防策として
は，以下が考えられる．特に②～④については，自宅で対策が可能である．
①洗濯機の底部に手を入れても回転部に触れないような構造に変える
②洗濯機の底部に手を入れないようにすき間を覆う
③洗濯機の使用中は，洗濯機を触らないように柵を設ける，部屋に鍵をかけるなど
④置き台の設置法によっては本事例のような外傷が起きる危険があるため，安全に置き台を設置できる
よう販売店担当者に相談の上で置き台を設置する
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図 4 術後 17 日 抜糸直後の創部．一部黒色化してい
るが，感染徴候はなく経過している
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ある縦型自動洗濯機の底部の写真
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