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事故の要因を人のミスに求めている⇒「もっ
と気をつけて」「もっと慎重に」「もっと注意深
く」

職員の注意力ばかりに頼るが、人にミスを犯させ
る要因があり、この要因を改善しないとミスは減ら
ない。

（１）事故防止活動の方法を見直そう

○従来の日本的事故防止活動
→事故の原因は主に人のミスだから、事故を防止するには「人がミスをしないように管理」する

ベッドから車椅子の移乗介助中に利用者
を転倒させてケガをさせてしまった。

今後はこのようなミスが起きないよう十分
注意して移乗介助を行うこと。

ミスの原因はベッドが高すぎたことかもし
れない。足が床に着いていることを確認し
よう。

○効果的な事故防止活動
→「人は誰でも必ずミスをすること」を前提に、ミスも含め事故原因の除去に重点を置く。
①人にミスをさせる原因も含め事故原因を究明し除去する活動⇒“職員のミス”と決め付けずミスの原因を把握し改善

配薬ミスをしないように十分注意して
チェックを怠らないこと。

配薬ミスをした時に、薬が利用者の口に
入る前に、ミスを発見できる仕組みを作る。

利用者の薬を間違えて他の利用者に飲ま
せてしまった。（誤薬事故防止対策）

②人がミスをしても事故につながらない仕組みづくり⇒人がミスをした時ミスを発見するチェックの仕組

★事故防止活動は職員が個人で取り組んでも効果は上がらない。
★効果をあげるには「組織で取り組み事故防止の仕組を作る」

[１]介護リスクマネジメントの基礎知識
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防ぐべき事故と防げない事故に区分し
防ぐべき事故に防止対策を講じる

介護の事故防止活動の原点

（２） すべての事故は防げない（完璧な事故防止活動をしても事故はゼロにならない）

★なぜ介護の仕事では事故がゼロにならないのか？

介護とは「人が生活することを支援（援助）する仕事」なので、生活することに伴う避けられないリスクがある

[１]介護リスクマネジメントの基礎知識

防ぐべき
事故

介護事故

介護過誤
事業者に過失のある事故

事業者に過失のない事故
医療事故

医療過誤
病院に過失のあ
る事故

病院に過失のない事故

やるべきことを
きちんとやれば
防げる事故

区分の方法
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（３）過失のある事故（防ぐべき事故）とはどんな事故か？

事例１：認知症のないご利用者の車いすを押して
外出中、施設から携帯に電話がかかったため、車
通りの少ない道で車いすを止め、ブレーキをかけ
た。携帯で電話中ほんの少し目を離した隙に、車
いすのブレーキを利用者本人が解除してしまった
ため、下り坂を車いすが走り出し転倒し大腿骨を
骨折した。

介護のプロであれば利用者が間違えてブレーキをはずしてしま
うことを予測し、ブレーキを外してもすぐには走り出さない『傾斜
の無い安全な場所』に車椅子を停める注意義務があります。
ですから、この事故は注意義務を怠ったために起きた事故であ
り過失として、施設の賠償責任が問われます。

事例２：用意が遅れていた為、急いで食事の仕度
を行いベッドをギャッジアップして食事介助をした。
眠っていた為、起して「食事の時間ですよ」と声を
かけた。わかめの味噌汁を口に運び、お粥を口に
運んだところで突然苦しみ、誤えんを起した為、
救急車を呼んだ。

「ベッドをギャッジアップして食事をさせている事」「眠っていた
利用者を突然起こして食事介助を行ったこと」「最初にわかめ
の味噌汁をたべさせたこと」などが誤嚥防止の為の基本的な
安全配慮に欠けると判断され、過失として賠償責任を問われる
可能性があります。

過失として責任が問われるのはどんな事故か？

危険の予測ができるのに、その回避措置を怠って事

故を起こすと過失として、賠償責任が問われます。

事故例で賠償責任の勉強をするとある基準がわかる？

どのような事故を防ぐためには、どれくらいの事故防止対策

を講じておけば良いのか、その基準が分かる。

（裁判所が決めた過失の認定基準）

[１]介護リスクマネジメントの基礎知識
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区分 事故事例

1 移乗 ベッドから車いすの移乗介助の時、ご利用者の足が車いすのステップに引っかかり、座りが浅くなってしまった。深く座り直させようと思ったが、突然車いすが動いてご利
用者が滑り落ちた。骨盤にヒビが入って、入院することとなった。

2 排泄 本人排泄のためベッドからポータブルトイレに移動しようとして、転倒していた。通常であれば職員の見守りで排泄を行っていたが、職員に気を遣い、コールを押さな
かったため、転倒する。おむつ交換時居室を訪問し、転倒を発見したが、骨折していた。

3 車椅子移
動

認知症のないご利用者の車いすを押して外出中、施設から携帯に電話がかかったため、車通りの少ない道で車いすを止め、ストッパーをかけた。携帯で電話中ほんの
少し目を離した隙に、車いすのブレーキを利用者本人が解除してしまったため、下り坂を車いすが走り出し転倒。大腿部頸部を骨折した。

4 入浴 入浴中、シャワーキャリーを利用し、入浴させていたが、ストッパーを使用しているにも関わらず、他の利用者に触れてシャワーキャリーがバランスを崩して、転倒し利用者
が骨折した。

5 入浴 入浴時間がいつもより長くなったため、入浴の終了を促した。本人が大丈夫と言っていたので、そのまま入ってもらったが、湯あたりして、入浴後の着替えの時に急にめ
まいを起こし転倒、骨折した。

6 居室の転
倒

利用者は軽度の認知症あり。訪室時、覚醒していたためトイレへ誘導、その際血液混入の唾液を発見。身体に触れると「痛い」と訴えたので、受診すると顔に打ち身、右
肩を脱臼していた。巡回時によくベッドの上に立ち、非常灯のひもを取ろうとする行動が見られており、おそらくベッド上で転倒したものと思われる。

7 移乗 ベッドから車いすへの移乗時、左側の手がベッド柵をしっかりつかんでいたことを知らず、勢いよくご利用者の身体を移乗させたら、ご利用者の肩が脱臼した。

8 移動 重度認知症のご利用者を車いすで移動介助中、突然右手を車いすの外側に出し車輪に突っ込んだ。急ブレーキを掛けたが間に合わず指が巻き込まれ骨折した。

9 入浴 全介助で身体に拘縮があるご利用者の入浴介助中、着衣の段階でオシメをあてる際、硬直している足を伸ばそうとしたら骨折した。
10 誤嚥 昼食中に軽い咳払いがあり、誤嚥の疑い。背中を叩くが本人が拒否、徐々に声がかすれたので、口腔内を見ると煮込みのレンコンを丸のまま飲み込んでいた。直ちに手

で取り出したが、口腔内に軽い傷を負った。
11 誤嚥 別の入居者の所に面会に来た方が持参したもち菓子を面会者が帰った後に、本人が希望して譲り受け、自分で食べた際、喉に詰まらせた。けいれん状態にある本人を

職員が発見し、救命処置をし、病院に搬送したが、搬送先にて死亡した。
12 誤飲 入浴の際、脱衣場で待機していた利用者（重度の認知症あり）が、掃除用に置いてあった、風呂用の洗剤を飲んでしまった。職員が気が付き即受診させたが、１週間の

加療を要することになった。
13 誤薬 粉薬が飲みにくい利用者に対して、お粥の中に薬を混ぜて飲ませていた。お粥を半量しか食べないため、薬も半量となって体調不良が起きた。
14 異食 アルツハイマー型の重度の認知症のご利用者が、薬のカプセル錠を包装している銀色の堅い紙を異食されたのを、職員が気付かず、数日後、食欲不振、顔色不良他

の様子観察により病院受診した。結果、気道近くに位置する食道部分で突き刺さるように異物（カプセル包装紙）が発見された。
15 行方不明 短期入所利用者、早朝無断外出し転倒する。不在に気付き捜索するも見つからず、通行人に発見され、救急車対応となる。
16 その他 軽度認知症の利用者。オムツ交換時、目を離したすきに胃ろうチューブを自力で抜去していた。病院と連絡をとり、救急処置法の指示を仰ぎ、翌日早々入院し事なきを

得た。
17 歩行 利用者が単独歩行する時、廊下や通路に置いてあるもの（カーテン、掃除用具、パイプいすなど）につかまって移動しようとしたため、転倒した。
18 その他 大掃除で洗い終わったカーテンを、レールに付け終わり、足場にしていたテーブルから降りるときに、テーブルの角に右足を強打し、右下腿裂傷となってしまった。

《参考》事故例で考える賠償責任

[１]介護リスクマネジメントの基礎知識
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区分 賠償責任判断の視点

1 移乗 車椅子のステップ（フットレスト）を跳ね上げないで移乗すると、ご利用者の足に引っかかることは容易に予測できる。また、ご利用者の足が引っかかった場合、車椅子のブレー
キ（ストッパー）がかかっていても、車椅子は動いてしまう。明らかに安全配慮を欠いた行為であり、賠償責任が発生する。

2 排泄 本来ナースコールを呼んで介助を依頼すべきところ、自発的にポータブルトイレに移乗しようとしたもので、基本的には施設側に責任は無いと思われる。しかし、以前に何度も
同様のことが起きていて、施設側に危険の認識があったにも関わらず手を打っていなかったり、ナースコールを無視するようなことが度々あったりすると、責任が発生することも
ある。利用者の認知度も判断に関ります。

3 車 椅 子
移動

本人自ら車椅子のストッパーを解除してしまったという事実から、施設側に責任なしとは言えない。車椅子を止める時は車椅子の不具合など様々な可能性を考慮に入れ、安定
の良い安全な場所に止める義務がある。明らかな安全配慮義務違反で責任がある。

4 入浴 他の利用者との接触による危険が、容易に予測できる状況（例えば「無理をして多くの利用者を浴室に入れた」など）や、シャワーキャリーが転倒しやすい状況（シャワーキャ
リーの整備不良）があれば、責任が生じる。他の利用者のシャワーキャリーに気付いたのに対処しなかった場合も同様。

5 入浴 いつもより入浴時間が延びたのであれば、湯あたりして転倒する危険を予測し、着替えの前に椅子に座り休んでのぼせを取るなどの配慮が必要。安全配慮が足りず責任が
生ずる。また、本人が大丈夫と言っても、他に入浴による身体に悪影響があれば説得して早く上がってもらう。

6 その他 ケガの直接原因や事故状況が明らかになっていないので、賠償責任の有無は確定はできません。しかし、非常灯を取ろうとする行為が過去に何度もあり、危険の認識があり
ながら、安全対策をとらなかったのであれば責任が発生することも考えられます。

7 移乗 移乗の時には掛け声をかけご利用者とタイミング合わせ、身体状況の安全の確認をすることは基本中の基本。明らかに安全配慮義務を欠いており、施設の責任が生じる。

8 車 椅 子
移動

重度認知症のご利用者であれば、車椅子の車輪に手を出すことは予測すべき危険である。手を出しても巻き込まれないよう工夫するか、巻き込まれない車椅子を利用すべき
である。施設側の責任は明らか。

9 入浴 手足に拘縮のある利用者の介助は、無理な力をかけないよう細心の注意を必要とする。安全配慮義務違反は明らか。
10 誤嚥 そのまま放置すれば生命の危険に関わる危険であり、この危険を回避するためにはこの程度の傷は許容範囲内で責任は生じない。【より大きな危険を回避するために必要な

行為によって生じた、小さな被害に対しては責任は生じない。緊急避難】
11 誤嚥 予測は不可能であり責任は生じない。著しく嚥下能力に問題のあるご利用者に対しては、食べ物を譲らないよう注意を促す必要はあるかもしれない。
12 誤飲 重度認知症のご利用者の異食は全て予測される危険であるから、危険性の高い物品（洗剤・薬品など）はカギのかかる場所に保管するなどの対策が必要である。安全配慮

義務違反は明白。
13 誤薬 食事に混ぜて服薬させてはいけない。飲ませるべき量を飲ませなかった場合も誤薬として責任が発生する。
14 異食 薬の包装は重度認知症のご利用者が食べてしまうことが多く、予測すべき危険である。これらのご利用者に対しては、包装ごと手に渡るようにしてはならず、必ず飲む時に包装

から出されたものを直接渡すべきである。施設側の責任。
15 行 方 不

明
２と同様、著しく管理に手落ちが無い時は責任なし。短期入所者や入所したてで施設の生活に慣れていないご利用者は、自宅へ帰ろうとするなどの行動が多く見られる。（特
に夕方が多い）見守りを増やすなどの対策で一定防げると思う。

16 その他 事故発生時の対応も適切であり、賠償責任は無いと判断されます。認知症のご利用者でチューブ抜去の危険の高いご利用者に対しては、抜去する可能性の高い時間を調べ
見守りを増やすことや、チューブをご利用者の目に触れないように工夫するなどの対策が必要である。

17 歩行 つかまると倒れるものは、ご利用者が移動する場所には絶対に置かない。どうしても置く必要があるものは、つかまって倒れないようにしておく必要があります。安全配慮義務
違反です。

18 その他 利用者が職員の仕事に手を貸すなどは、特に明らかな危険が無い限り許容されるべきだと考えます。しかし、この事例ではご利用者がテーブルの上に上ることについて危険
がなかったか？また、テーブルから降りようとする時ご利用者への安全配慮を怠っていなかったかが問題となります。

賠償責任判断と解説
【ご注意】実際の賠償責任の判断は、起こった事故事実に対して厳密に行われるものです。ここで扱っている事例は詳細の記述が無いものもあり、
賠償責任の有無を断定することはできません。あくまでも「視点（考え方）」を示したものです。

[１]介護リスクマネジメントの基礎知識
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（４）事故・ヒヤリハットの評価

施設に過失のない事故でも家族が納得するとは限らない。
利用者の安全に対する家族の期待はもっと高い！

賠
償
責
任
発
生

防ぐことが困難な事故

簡単に防げる事故 ルール違反で起きる事故

ミスが原因で起きる事故

基本的な事故防止対策で防げる事故。標準
的な技術で防げる事故。

事故防止のためには、高度な技術や特
殊な知識を必要とする事故

どんな対策を講じても防げない事故
（不可抗力）

１

２

３

４

５

家
族
が
期
待
す
る
レ
ベ
ル施設の責任→大

施設の責任→小

当然家族とはトラブルにな
る。どうすべきか？

防げない事故であることを、
家族にていねいに説明し
理解を求める。

賠償責任は発生しないが、
家族は納得してくれない

過失とみ
なされる

[１]介護リスクマネジメントの基礎知識
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★ヒヤリハット活動の前にやるべき事故防止の基本活動

危険発見活動
（リスクアセスメント）

安全のために守るべき規則の遵守
ルール違反は厳しい罰則

基本活動で捕捉できない危険を
発見し改善する活動

事
故
防
止
の
基
本
活
動

Ａ

ヒヤリハット活動

施設の管理に関する危険の改善
建物・設備・用具などのリスク
介護動作や介護手順などのリスク

利用者個別の危険把握と対処
身体機能に関わるリスク
認知能力に関わるリスク

安全ルールの徹底
ルール違反による事故の撲滅

Ｃ

Ｂ

（１）ルール違反による事故の防止策

■職員がルールを守るための職場の条件

①誰でも分かるように文書にして徹底しなければならない。暗黙の了解はルールとして機能しない。
②ルール違反で事故を起こした時の罰則を周知する。簡単にルール違反をする職員は罰則を知らないのでやっている。
※利用者を危険にさらすことを認識しながら故意に安全のルールを破る⇒最も悪質な事故、大事故になれば業務上過失（刑事責任）も。

[２]事故防止の基本活動
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■用具・道具の安全点検
モノは使っていればいつかは必ず壊れる。用具などの不具合で起
こる事故の原因は、「安全点検のルールがないこと」
・座面がたるんだ車イスから前方に転落
・ぐらつくベッドの介助バーで転倒 ・杖の先のゴムが減って破れ
転倒

■建物・設備の安全性の点検
浴室・トイレ・脱衣所など利用者の安全に配慮されていない設備
が多く、危険な環境が多い
・浴槽での溺水事故の原因は溺れやすい浴槽 ・便座からの転落
の原因は便器の高さ ・簡単に倒れる機械浴ストレッチャー ・コン
クリートと同じ硬度の床で骨折は当然

（２）施設の管理や業務手順に関する危険を改善する

■介助動作の見直し

従来の介助動作は危険で不適切なので見直そう。人の身体の仕

組に沿った動作を適切に介助すると安全で負担が少ない。

・座りなおしの介助で後ろからずり上げる

・トランスの介助で衣服をつかんで吊り上げる。

■業務手順の見直し

誤えんの原因はえん下機能の低下だけではない。安全な食事の

ために、食事形態・食事姿勢などの見直し

・安全な食事に適した前かがみ姿勢

■入所前面談での身体機能や行動状態の把握

入所前のアセスメント及び入所後の適応状況把握

・老健のショートで浴槽洗剤を誤飲、認知症とは聞いていたが

・好きなものリストを家族から情報収集している施設

■介助中のヒヤリハットでは必ず再アセスメント

ＡＤＬや認知症などの変化によりリスク状況が変化する

・ＡＤＬの低下によって安全だった動作が危険になる

・服薬の変更や医療処置で体調変化

・視力低下で転倒が急増した利用者もいる

（３）利用者個別の危険把握と対処

[２]事故防止の基本活動
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（１）ケース検討での原因究明の方法（原因究明会議の取り組み方）

事故やヒヤリハットの原因を一つに決め付けず、憶測・

推測で良いから、考えられる原因をできるだけたくさん

洗い出す。

例えばこんなヒヤリハットでは…？

右片麻痺のＡさんのトイレ介助時に、職員のＢさんがベッドから車椅子への移乗を

介助した。この時、Ａさんが急にバランスを崩し支えきれず介護職のＢさんも共に転

倒した。Ａさんは軽い認知症があり、バランスを崩した原因について尋ねたがわから

なかった。

◆推定される原因を洗い出し、3種類に区分にする

原因の種類 推定される原因

利用者側の原因 【利用者がバランスを崩した原因】

１．血圧が正常でなかった、低血圧状態だった。

２．血糖値が正常でなかった、低血糖状態だった。

３．Ａさんは眠れない時に、睡眠剤を服用することがある。前夜服用した睡眠剤の量が多すぎたのかもしれない。

４．最近指の関節にこわばりが見られることがあるので、介助バーを握った手が離れずバランスを崩したのではないか？

５．排泄欲求が強く気が急いていた。

６．朝食の食事介助の際職員とトラブルがありイライラしていた。

７．健側の足を打って痛みがありバランスを取りにくかった。

８．前日水分を取っていなかったので、脱水症状でふらついた。

９．以前から職員のBさんのことを快く思っていなかった。

１０．利用者の衣服の生地が滑りやすく抱えてもスルリと抜けてしまいそうだった。

介護者側の原因 【職員が支えきれなかった原因】

１１．立ち上がり介助の方法が適切でなく無理に引き上げようとした。

１２．職員の体調が悪く足腰に力が入らなかった。

１３．朝の食事介助の時、他の利用者とトラブルがありイライラしていた。

１４．立ち上がり動作の時、職員が勢い良く上に引き上げたので、利用者が立ちくらみをした。

１５．介護者抱き起こす時、掛け声が小さく利用者が聞こえなかったので、職員と利用者のタイミングが合わなかった。

１６．職員の着ていた服が合成繊維であったため、静電気がひどく利用者に触れた時にバチっとなって利用者がビックリした。

１７．サンダル、スリッパなどご利用者を支えるのに適した履物でなかった。

福祉用具・生活用

具・設備などの原

因

【設備や用具などが原因でバランスを崩したのではないか？】

１８．Ａさんは大変小柄であり、ベッドに端座位で座った状態で踵が床に着かず、移乗の時バランスを崩したのではないか。

１９．床の表面が滑りやすかった。

２０．履物の底が滑りやすかった。

２１．安定して支えるために足を広く踏ん張るスペースがなかった。

[３]効果の上がるヒヤリハット活動
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事故防止対策を検討する時には、多面的に考え最小のコスト（ロード）で最大の効果のある対策を考える必要があります。事故防止対策
には３つ方法があります。これらの考え方を頭に入れて、既成概念に捉われず多方面から考えてください。特に損害軽減策のハードは
日々進化していますので、情報収集を心がけてください。（事故例と対策例はあくまでも例であり、これが全ての対策というわけではありま
せん。）

対策の方向 ①未然防止策 ②直前防止策 ③損害軽減策

対策の説明

根本的な原因を究明し、これを除去する対策です。

具体的には、ふらつきの原因となる睡眠剤の処方

量を適正にしたり、認知症のご利用者の異常行動

の原因を究明して除去するなどです。原因さえ究

明できれば大変効果的なので、安全対策を考える

順位としては最優先で考える対策です。個別性の

高い原因が多いのですが、多くのご利用者に当て

はまる原因を究明すると効果抜群です。

事故が発生する直前のタイミングで事故

発生を阻止する対策です。具体的には、転

倒しそうなご利用者に付き添ったり、異常

行動の多い認知症のご利用者を見守った

りする対策です。ひたすらマンパワーに頼

らなくてはならないので、職員の負荷が確

実に増えますから、考える順位としては、最

後の順位、つまり最後の手段です。

事故が起きた時、損害をゼロもしくは軽減す

るための事前対策です。具体的には、ベッド

からの転落した時、骨折しないように、低床

ベッドや衝撃吸収マットを導入するなどが代

表例です。

安全対策の順位としては2番目ですが、様々

な機器が開発されており、絶えず情報収集が

必要です。

事
故
例
と
対
策
例

自力歩行中の転倒 ふらつきの原因を究明してこれらを除去する 転倒しないように、見守り・付き添い歩行を

行う。

転倒しても骨折しないよう、プロテクターを装

着する。

徘徊による夜間ベッド

からの転落

夜間徘徊をしないよう、昼間起きてもらう工夫をす

る。徘徊の原因を除去する。

徘徊しそうな時間に見回りを頻回に行い、

見守りを強化する。

転落しても骨折しないように低床ベッドと衝

撃吸収マットを導入する。

車椅子からの転落 車椅子を体格や身体機能に合わせる。クッション

を使い、ずり落ちを防ぐ。

ずり落ちの多いご利用者の見守りを頻回

に行う。

転落しても骨折しないように、マットを敷く。

誤えん 誤えん予防の口の体操をする。口腔ケアを行う。え

ん下に適した前かがみ姿勢をとる。

誤えんが起きそうになった時、素早く本人

に注意を促し、誤えん自体を防ぐ。（ほぼ

不可能）

誤えんが起きた時、口腔内の食物を掻き出し、

食道内の食物を吸引する。

認知症利用者の問題行動

による事故

問題行動の原因となる環境や現象を究明して排

除する。

問題行動の多いご利用者の見守りを強化

する。

問題行動をしても事故につながらない対策を

講じる。

[３]効果の上がるヒヤリハット活動

（２）防止対策の検討方法（３つの防止対策を区別して考えよう）
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■事故対応の重要性

事故の防止について過失がない事故（防げないような事故）でも、

発生時の対処を誤れば過失として責任を問われる。
事故対処マニュアルのチェック

○事故対処マニュアルのチェックポイント
①転倒・転落への対処
⇒「頭部打撲の事実もしくは可能性がある場合は、経過観察は不可、即時受診とする」
⇒顔面の傷や打撲、出血、痛みの激しいケースでは、医療的な判断だけでなく家族の心証も配慮して受診判断。
②誤えん発生時の対処⇒「救急車を要請するタイミングは誤えん発生から７～８分」
③後から誤えんを発見⇒「心肺停止状態であれば心肺蘇生、それ以外は意識と呼吸を確認し吸引の施行と救急車の要請を同時に行う」
④誤薬発生時の対処 ⇒「誤薬した場合はどのような薬でも経過観察は不可、即時受診とする」

事故発生後の家族対応が不適切なために、トラブルになるケー

スが増えている。⇒すぐに苦情申立につながる。
事故後の家族対応のマニュアルが必要

○事故後の家族対応はあらかじめルール化しておく。《場当たりな対応ではトラブルになる。（特に大きな事故では顕著）》
事故発生後“施設の誰が”“どのようなタイミングで”“家族の誰に対して”“何を説明したら良いか”をマニュアル化する。
①事故発生直後の説明
病院に駆けつけてきた家族には、事故状況、事故発生時の対処状況、受傷状態、治癒見込み、今後のサービス利用などを説明して、必ず次のように
付け加える。「現時点では、事故直後なので詳しい事故状況や事故原因や施設の責任などが判明していません。すぐに事故状況を調査して○日後
には、事故に関する正式なご説明をさせていただきます」と。
②正式な事故に関する説明
事故直後にお約束した日までに、事故状況の調査、事故原因と再発防止策、施設の過失責任などまとめて、できれば文書で説明する。施設に過失
がないような不可抗力の事故であっても、「過失がないという判断の根拠」をしっかり説明し家族の理解を求める。

[４]事故発生時の対応
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訴訟の理由…

①謝罪がない

②説明がない

謝罪する

説明する

道義的謝罪

法的謝罪

〔謝罪の種類〕

■期限を定める（いつまでに/１W程度）
■把握した状況を報告（事実/類推）
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１．転倒・転落への対処

【１】ナースによる緊急対処

①ナースによる緊急対処を要請する。夜間ナース不在の場合はオンコールの看護師を呼び出し状況と容態を説明する。明らかに重症の状況が見て取れれば、ナース

と相談員を緊急招集する。

②ナースは次の容態チェックを行なう。

・他覚所見チェック→意識、呼吸、表情、顔色、受傷部位と考えられる部分の腫脹や皮膚の状態（外傷）

・バイタル値チェック→脈拍数、血圧、呼吸数、ＳＰＯ２

・痛みなどの自覚症状→痛み、吐き気、眩暈、痺れ、寒気などの有無を尋ねる。

・可動域のチェック→手足関節などの痛みが大きい場合には、チェック不要。

・事故状況の聴取→転倒転落の有無や状況について尋ねる。

※意識、呼吸、脈（心音）がない場合は、ナースは心肺蘇生術を施行し、他の職員を呼び救急車を要請する。

③発見した介護職は、事故状況を目撃していればその状況を、目撃していなければ事故前の様子を説明する。他の利用者が近くに居れば、目撃していないか確認。

④ナースの対処中に介護職員は相談員などの家族連絡担当者に連絡し、家族連絡の準備を行わせる。

【２】受診判断

次のケースでは、即受診とし経過観察は不可。

・頭部や顔面の打撲が判明している場合、または疑われる場合。

・本人の痛みの訴えが強い場合。

・壁や家具などが周りに無い広い場所で転倒した場合は、頭部を床に直接打ち付けているおそれがあるので、自覚症状が少なくても受診とする。

・高所からの転落の可能性がある場合は、自覚症状がなくても受診とする。

・家族連絡時に家族が受診を希望した場合。

【３】家族連絡

・夜間の場合はあらかじめ取り決めたルールに従って連絡を入れるが、基本的には事故が疑われる場合は必ず家族連絡を行なう。

・家族報告時に容態を説明し、看護師の受診に対する意見を伝えた上で家族の受診の要望を尋ねる。家族が経過観察を了解した場合は経過観察とする。

※血栓予防薬などを服薬している利用者は、後で大きな内出血痕が出現することがあるので、あらかじめ家族に説明しておく。

【４】経過観察と記録

・経過観察とした場合は次の項目を30分おきに確認して記録する。最低2時間は観察と記録を行なう。

本人が起きている場合：意識、呼吸、血圧、脈拍、体温、SPO2

本人が眠っている場合：表情と呼吸の様子を確認し、明らかに様子に変化があれば起こしてバイタルを計る。

・経過観察中に次の変化があった場合には、家族連絡の上受診する。

バイタル値の急激な変化、痛みの出現、顔色や唇の色の変化、嘔吐その他の体調悪化。

《参考：事故発生時の対処マニュアルの例》

[４]事故発生時の対応
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２．誤えん事故への対処

【１】誤えん発生時と同時に対処できる場合（食事介助中の誤えんなど）

①必ず他の職員を呼び二人で応急対処を行なう。もう一人職員が居れば、時間を計ってもらい７～8分経ったら救急車を要請するよう指示をしておく。

②口腔内の食物を掻き出しタッピングを施行する。また、タッピングの施行中に吸引機を準備するよう指示を出す。

〈タッピングの施行方法〉

利用者が車イス座位の場合は、上体を前に倒すと同時に足はフットレストの手前に降ろし、頭部を下げて前かがみの姿勢を取らせる。この時職員は腰に腕を回し持

ち上げるようにして、腰の位置を高く支えると頭の位置を低く下げられる上、横隔膜を圧迫するのでハイムリックと同じ効果を期待できる。この姿勢のままもう一人の

職員が、手のひらの手首に近い場所を使って、利用者の背部の肩甲骨の間の位置を上から下に力を入れて強く叩く。３回叩いて詰まっている食べ物が出ない場合

は、吸引の施行を行う。

③タッピングで容態が改善しない場合は、吸引機を使って気管を吸引する。

④吸引を施行しても改善しない場合は、救急車の要請を行なうが、誤えん発生から７～8分を救急車要請の目安とする。

⑤救急車には看護師または介護職が同乗し、救急車内での救命士の処置で排出された食物などがあれば記録する。また救命士の発言なども記録しておくと良い。

※たとえ応急処置が成功して容態が改善しても、食べ物のカスが気管に入っている場合があり、誤えん性肺炎の原因になるので、必ず受診する。また、タッピングや

吸引施行時に嘔吐があった場合、嘔吐物が気管内に侵入することがあるので、同様に受診とする。

【２】既に誤えんしている人を後から発見した場合（誤えん発生からの経過時間がわからない）

①唇が紫色（チアノーゼ）で顔色が真っ白であれば、重篤な状態と判断し、呼吸と心音を確認する。誤えんの場合呼吸が停止しているのが通常であるので、心音が

無ければ心肺蘇生術を施行する。心音があれば意識を確認する。

〈意識の確認方法〉

利用者の耳元で大きな声で名前を呼びながら、肩を軽く揺らしてみる。名前を呼んでも呼名反応が無く、肩を揺らした時首から力が抜けてグラグラしている場合は、

誤えん発生から相当時間数経過した判断し、タッピングは行なわず即吸引を施行する。

②意識が無ければ吸引と救急車の要請を同時に行い、吸引の施行までの時間に再度心音を確認し心肺停止の状態であれば、心肺蘇生を行なう。

③吸引の施行と心肺状態の確認を交互に行い、心音停止であれば心肺蘇生を行なう。

④救急車到着以降の対応は同じ。

※誤えん発生に気付かず対処が遅れるケースは、食事が自立している利用者に多く発生するので、自力摂取の利用者であっても目を配り少しでも異変があれば、

近くの職員に知らせ確認を行なう。食事中に誤えんを起こした利用者は、食事の動作が止まり箸やスプーンを落としたり、テーブルに突っ伏すなどの動作が見られる。

介護職や看護師は食事介助を行なっており、目配りができないため、管理職や事務職、厨房員などが全体の見守りをしている施設もある。

[４]事故発生時の対応
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３．異食事故への対処（食用でないものを口に入れることを異食・誤飲という）

①食事時間でない時間帯や居室などで、口を動かしているところを目撃した場合、異食を疑い確認します。

〈異食の確認方法〉

まず、口を開けてもらい口腔内を目で確認し、良く見えない場合は指を入れて触って口腔内の状態を調べます。（白い布で口腔内を軽く拭くと出血の有無

が確認できます）この時利用者の口に顔を近づけ臭いをかぎます。また、「何を食べたのですか？」と尋ねてみます。次に、付近に噛み切られたりちぎられた

りしているものがないか確認し、表情・顔色・唇の色、目の充血など変化がないか調べます。

②異食の事実が確認できない場合でも、１０分程度は様子を観察します。

③異食の事実が確認できた場合で、異食した物品が不明な場合は、経過観察はせず即受診とします。

④異食した物品が判明している場合は、看護師の判断で受診の可否を判断します。

〈異食・誤飲すると即生命に関わる毒性の強い物品（日用品）〉
電池類、殺虫剤、防虫剤、石油・ガソリン類、塩素系漂白剤、マニュキア液、除光液、アルカリ性洗浄剤、薬、タバコの浸出液
〈異食すると窒息またはケガをするおそれのあるもの〉
画鋲、針、刃物など鋭利なもの、ぼそぼそしてのどの詰まるもの、紙オムツの吸収ポリマー（食道内で水分を吸収し膨張するので窒息するおそれがある）
※「牛乳を飲ませる」「吐かせる」などの応急処置を行なう場合もありますが、逆効果になるケースがあるので注意が必要です。防虫剤や石油製品は牛乳
が中毒を悪化させ逆効果になります。また、強酸、強アルカリ製品や石油製品は吐かせると、食道や肺に重大な損傷を与えることがあります。

４．誤薬事故

①飲ませるべき薬を飲ませなかった場合や飲ませる時間に飲ませなかった場合
薬を処方した医師に指示を仰ぎ指示に従います。
②飲ませるべきでない薬を服薬させてしまった
誤って他の利用者の薬を飲ませた場合、どんなに影響の少ない薬剤でも、経過観察をせず即受診とします。家族連絡は行いますが、受診にかかる
費用は施設が負担する旨説明し、受診の了解を得ます。
※誤薬した薬剤が利用者の身体にどのような影響を与えるかは、医学的診断ですので看護師が判断してはいけません。

５．溺水事故

①迅速に利用者の頭部をお湯から上げて呼吸を確保し、ナースを呼びます。ナースが到着したら救急車の要請と同時に利用者の体をお湯から引き上げ
ます。
②意識と呼吸を確認し、心肺停止状態であれば心肺蘇生法を施行します。
③意識があればナースの指示に従って、救急車到着までの間に側臥位にして水を吐かせるなどの、応急処置を行ないます。
※意識があり水を吐いて容態が改善しても必ず受診させます。風呂のお湯が肺胞内に侵入すると肺水腫を起こし重篤な状態になることがあります。

[４]事故発生時の対応
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１．家族連絡

受診の前に家族連絡を行い、受診の了解を得ます。（発生時の対処参照）この連絡では本人の状態と受診への判断のみになります。詳しい事故報告は

受診後に行う旨言い添えると良い。

２．施設内事故報告（速報）

現場で事故の対処にかかわった職員から、相談員やケアマネジャーが事故報告を受けます。ここでの報告は口頭で良いので、相談員など家族対応者が

受診後に家族に説明する内容を報告します。どのような事故が起きて、どう対処したかを時間などの記録も添えて詳しく報告します。

３．事故直後の家族への説明

骨折のような入院を要する事故の場合、相談員だけでなく施設責任者も病院へ行き、家族への報告に立ち会います。現場職員からの報告に基づき、事故

の状況と施設の対応状況を説明します。また、今後事故原因や施設の過失などの、事故の詳細説明をいつ行うかを家族に約束します。事故後1週間～

10日間程度が限度。

４．事故状況の調査

施設長は現場介護職に対して、次の項目を調査し報告をさせます。報告期限の目安は事故後5日程度。〈現場に指示する調査項目（家族への詳細説明

に必要）〉

・事故前の利用者の様子・事故の発生状況・事故発生時の対応・事故原因・再発防止策

※事故状況が不明な場合は、利用者の生活状況や動作状況から事故状況を推測し、その推測を元に事故原因究明や再発防止策の検討を行います。

「事故状況が不明なので、原因も再発防止策もなし」という報告は不可。

５．利用者の生活復帰に対する協力

ご家族が病院に来る前に医師やケアマネと相談し、どのような治療方法でどのようにご本人に対応することが、本人の生活復帰に対して一番良い方法な

のかを話し合っておくと良い。

ご利用者のご家族の「不満足」は事故発生の原因よりも、「利用者がケガをして今後どうなるのか？」という不安の方が大きい。この、お客様の目の前の

不安の解決に対して、前向きな姿勢で臨んでいることが大変重要です。このご利用者本位の対応姿勢に対してお客様が満足すると、事故原因やその対

処に対する不満が薄らぎます。（「骨折してしまったのだから、もう施設の領分ではない、後は医者任せ」では、著しく無責任な印象を与えます。）

６．法的責任（賠償責任）の判断

現場からの事故の詳細報告に基づき、施設の過失について検討します。責任判断が難しい場合は、弁護士などの専門家のアドバイスを仰ぎます。施設の

法的な責任についての説明は家族説明に欠かせません。弁護士に相談したときには弁護士の氏名も伝えます。

《参考：事故発生後の家族対応マニュアルの例》 ※利用者が転倒し骨折したような事故を想定して家族対応の手順

[４]事故発生時の対応
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７．家族説明の内容

施設としての正式な事故に関する説明は、事故後1週間以内に行います。当然施設長がご利用者のご自宅を訪ねて行うのが適切な対応です。説明に必要

な項目は次の通り。（もちろん、お詫びから話に入るのは当然）

①ご利用者の容態・治癒見込みの報告と今後のご利用者への施設の対応姿勢

ご利用者のケガの治癒見込みや生活復帰への見込みと、これらに対する施設としてできることを説明します。また、今後もできる限りのことをさせてもらう旨

約束し、施設としてどのような協力ができるかを具体的に示します。家族が感じているご利用者の将来への不安を取り除くために何をしたら良いかをよく考

え提案します。これは「現在家族が直面している不都合・不安への対応」であるから、施設がいかに熱意を持って対応するかによって、その後の家族の印象

が違ってきます。

②事故状況の把握

事故状況の詳細を把握して報告します。事故発見者が事故後に把握した内容のみでは不十分です。事故前のご利用者の生活の様子、事故発生時の様

子について複数の職員の意見などが必要です。目撃者がいない場合でも、『どのようにきちんと「調べる努力」をしたか？』の説明が必要。「日頃いかにご

利用者を良く見ているか？」「事故状況の調査努力をしたか？」の2点がご家族からの評価のポイントになります。

③事故原因の把握と再発防止策

事故原因が必ず究明できるとは限りませんが、究明の努力をどの程度したのかは重要です。また、再発防止策も「今後介護動作を注意深く行う。」という、

抽象的な表現は好ましくありません。具体的にどのように注意するのか、「お父様の移乗介助は今後必ず二人の職員で行うこととしました。」など、今までと

仕組を変えましたという具体的な内容が必要です。つまり再発防止策が具体的でないと納得しません。

また、事故状況が不明な場合でも状況の推定をもとに対策を講じて、具体的に説明をします。「詳しい事故状況が判明しませんので正確なことは申し上げ

られませんが、施設としては「○○○○○」のような事故状況である可能性が高いと考えます。そこで、再発防止のため「○○○○○○」のような対策を打

ちました。これで、100%事故が防げるという保証はありませんが、引き続き○○さんの生活の様子を見させていただき、必要な安全対策を考えます。」つま

り、ご家族が希望しているのは、事故状況の説明よりも、再発防止に対するプロとしての努力であり、施設の責任ある対処姿勢なのです。

④法的な責任について

事故状況や原因から専門家を交えて施設の法的責任（損害賠償責任）について話し合い、施設内の書類を作成します。弁護士などのアドバイスを得た場

合には、弁護士の氏名も明記します。この書類をもとに分かりやすく説明し、理解を求めます。ご家族が施設の法的責任の判断に納得できない場合は、「そ

ちら様でも専門家にご相談されてはいかがですか？」と勧める。

[４]事故発生時の対応
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Ｗ特養では、新規入所される利用者や家族のために「入所のしおり」という入所生活のガイドを作成することにしました。自分の好
物を選択食として選べるなど、施設の特徴をアピールし、施設の生活を詳しく知ってもらうためにです。このガイドの最後に「事故の
ない安全な暮らしのためにという、家族に対して事故の危険について説明し、防げない事故があることの理解を求めることも試み
ました。施設の生活上のリスクについて説明することは簡単ですが、「家族が受け入れやすい説明方法」に大変苦労しました。

入所のガイドに「事故のない安全な暮らしのために」と記載した施設の例

◆家族に生活リスクを受け入れてもらう説明方法◆
⇒施設内の生活リスクについて説明＋施設の事故防止対策を説明＋事故防止への家族の協力を依頼

《参考》「事故のない安全な暮らしのために」の一部抜粋

●自力で歩行される方の転倒事故を防ぐために
＜こんな危険があります＞
歩行ができず車イスを使用する方は歩行中に転倒することはありませんが、自らの意思で歩行できる方はふらついて転倒する危険があ
ります。24時間つききりで見守ることは、職員の人員に限界がありできませんし、また、歩かせないように抑制すれば、歩く機能を低下させ
余計転倒の危険を増大させることになります。そこで、私たちは、次のような「安全に歩行できるような対策を講じていますが、１００％事故
を防ぐことは困難であり、ご家族様のご理解をお願いします。
＜私達の事故防止対策＞
私たちは歩行できる利用者の歩行能力を大切にして、安全に歩行できるよう次の対策を行なっています。
・安全に歩行ができるように身体機能を維持するため、軽い運動や体操をおこなっています。
・立ち上がって歩き出す時が転倒しやすいので介護職へ声をかけてもらうようお願いしています。
・安全に歩行できるよう、手すりや床など安全に歩行できる環境を整えています。
・転倒してもケガをさせないような床を保護するなどハード面の工夫をしています。
・安全に歩行できるよう、利用者側の条件（服装、履物、福祉用具など）を整えています。
＜ご家族様にご協力いただきたいこと＞
ご自宅での歩行状況や環境などご家族で配慮されていたことがありましたら、私たちにお教え下さい。また、椅子の立ち上がり動作時が
一番バランスを崩し転倒する危険が高いので、このような時には職員に声をかけていただくよう、ご家族からもご本人へお話し下さい。

[５]家族に利用者の生活リスクを共有してもらうための取組み
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防げない事故を

リスクの告知

防げないとお伝えするのは難しい

①告知：こういう危険がある

②防止対策：こういう防止策を講じています

③協力依頼：ご家族の皆様にも協力してほしい

利

家

事
利

家

事
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◆お問い合わせ先◆
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社

マーケット開発部 市場開発室
リスクマネジメント企画室長堀江 健

TEL：03(5789)6556
FAX：03(5789)6449

E-mail：ta-horie@aioinissaydowa.co.jp


