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東京大学は、東京大学憲章に則り、

全学バリアフリー化を推進しています。

“バリアフリーの東京大学”を目指す

取り組みの一環として、バリアフリー

支援室では、本学に在籍する障害のある

学生・教職員や学生サポートスタッフと

共にこのマップを作成しました。

キャンパス内の移動や施設利用の際に

どうぞご活用ください。

2 015年1月 第1版
最新情報はホームページ

http://ds.adm.u-tokyo.ac.jp/
を参照ください。
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過去に事故が報告された場所
ACTUAL ACCIDENT SITE

要注意区域
DANGER ZONE

10180J
A student was speeding downhill on his 
bicycle at night when he noticed too late 
a dark colored car coming his way. He 
came into contact with the car and was 
thrown into the air and hit his chin, knee 
and shoulder on landing, requiring a day 
off work. The accident happened as he 
was not concentrating since cars rarely 
used that road.

Be aware of the surrounding at junctions and avoid collisions! 
Always be attentive since cars and bicycles can jump out from the corners unexpectedly. 
Some accidents occurred when the attention was on a small animal instead of the road ahead.

10181J
11253F
11189Nd 

10181J A student was crossing the road on the green light when a car came out of the campus and turned left without slowing down, 
resulting in a minor collision. She sprained her leg and hip and required 10 days off to recover.
11189Nd A student driving a car was distracted by a small animal when he saw a bicycle hurrying cross the road. He swerved away to avoid
the bicycle, and as a result, hit and damaged the road poles. 
11253F A researcher who was speeding at night crossed the road and was about to join the pavement when he crashed into the curb stone 
which he didn't notice. He landed on his face grazing his forehead, nose (requiring 2 stitches) and upper lips. His bicycle was a write off.
15141J An assistant professor had a head-on collision with another cyclist at 21:00. Both cyclists did not see each other beforehand as the 
faculty's bicycle light was dipped and the other cyclist's light was too weak and was drowned out by the headlights of a car coming from 
behind. Both braked before crashing and had almost stopped but the faculty lost his balance and fell, bruising and grazing his left arm.

14060F

A student did not notice the curb stone 
which she hit with her right foot while deep 
in thought. She lost her balance and fell 
bruising and grazing her left hand and knee. 
She also hit her shoulders on the ground 
resulting in a whiplash in her neck.

08059J After coming down a slope, a 
researcher was hit by a car that didn't 
notice the stop sign as the driver was 
distracted by a small animal. He was 
hospitalized for 3 days having hit his 
head and chest. 9 days further 
recuperation was needed at home.
09089J A faculty staff on her way to 
work on a drizzly day side-slipped when 
turning right. She injured her right side 
of the body on crashing to the ground 
and received 4 stitches to her head and 
required 13 days to recover.

07026J A student crossing the junction on the green light was sent flying by a car that came round the corner without slowing down. He lost consciousness for a 
moment after hitting his head and back on the ground. He broke his toes and required 8 days for recuperation. 
14194J A researcher was on his way home in a drizzly evening when the tire slipped on the wet bumpy ground, causing him to flip forward. He didn’t notice the bad 
condition of the road as it was dark outside and the sidewalk was covered with autumn leaves. He injured his left costal cartilage and required 3 weeks to recover.

08059J

09088F
09089J
10059J

A student was enjoying the view of the 
pond when the tire slipped in a puddle at 
the curb. As she fell, she hit her coccyx and 
back, causing her to gasp for air as she had 
broken ribs from another fall 3 weeks 
earlier. She cycled 20 min to a hospital. 
Required 24 days off for her fractured 8th 
thoracic spine.

09025J
07026J
12213J
14194J

Many accidents occur around 
the ponds during and after rain!

UTSMIS No.
事故番号

15141J

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
グループ化

http://ds.adm.u-tokyo.ac.jp/
http://ds.adm.u-tokyo.ac.jp/
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08059J

09088F 09025J
09089J
10059J

10180J

緩やかな坂を下って交差点
を渡る際、自動車が左から来
て、自転車と接触し転倒。車
の運転手は小動物に気を取
られ停止線で一時停止を
怠っていた。救急搬送され、
右後頭部裂傷、左脳外傷性く
も膜下出血、胸部打撲等で、
３日間入院、９日間自宅療養。

07026J 青信号で交差点を横断する際、速度を落とさずに右折してき

た車の側面にぶつけられ、宙を飛ぶような感覚で転倒。背中と後頭
部に衝撃を感じ、一瞬気を失った。足の指を骨折、休業8日。

14194J 帰宅するため小雨で濡れた歩道を走行中、暗く、落ち葉で見

づらくなっていた歩道の凹凸に気が付かず、タイヤが滑り前方に投
げ出された。左肋軟骨損傷、全治3週間。

夜間、下り坂でスピードが出てい
たところ、濃紺の対向車に気付く
のが遅れ、交差点で接触し転倒、
道路に投げ出された。普段車が通
らないので油断していた。顎、膝、
肩を打撲。休業1日。

10181J
11253F
11189Nd

考え事をしていたため、縁石に気
付かず右足甲を強打し転倒。とっ
さに左手と左膝をついたため打
撲と擦傷を負い、転倒時に肩を
強打したため首が鞭打ちとなった。

07026J
12213J
14194J

09025J 雨上がりに池を見ながら運転して

いたところ、カーブの水たまりでスリップし、
転倒。尾骶骨から背中にかけて打撲した
衝撃で呼吸困難に陥った。3週間前にも自

転車で転倒し、肋骨を骨折していたため
心配になり、無理をして20分かけて自転

車で病院まで行った。第八胸椎圧迫骨折
で休業24日。

09089J 小雨の中、右折時に自転車が

横滑りして転倒。右側全身を打撲し、
右側頭部を4針縫合。休業13日。

十字路やT字路では周囲に要注意！
小動物に気を取られる等の不注意や相手の不意な飛び出し等で衝突事故多発！

10181J 青信号の横断歩道で、構内を出て左折しようとした車と接触。自転車で足をついた時、左足関節部、右股関節部に捻挫と挫創を負った。全治10日。

11189Nd 緩い下り坂で速度を上げた状態で横断歩道を渡る際、小動物に気を取られていた車がとっさに自転車を避けようとしてポールに接触。ポール一本が傾いた。

11253F 夜間に速度を上げて走行中、車道を横断して歩道へ入ろうとしたところ、縁石に気付かず、激突し転倒。顔面を地面に打ちつけ、額、鼻の付け根（2針縫合）、
唇上部を裂傷。自転車のフロントフォークは折れ曲がり、乗車不能となった。

15141J 夜間、自転車同士で正面衝突し、転倒。相手の小さなライトが後ろの自動車の強いライトにかき消され、本人のライトもやや地面向きになっていたため、互いに
対向自転車に気が付くのが遅れた。左腕擦傷・打撲。

雨の日や雨上がりに池周辺でスリップ
して横転する事故が多発！

14060F

15141J
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