
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

[１]介護のリスクマネジメントの基礎知識 

・全ての事故は防げない ・防ぐべき事故とは？ ・過失のある事故とは？ ・身体拘束との関係 

[２]事故防止の基本活動 

・ルール違反への対応 ・危険発見活動①「施設の管理に関する危険（ハードとソフトの見直し）」 

・危険発見活動②「利用者個別の危険の把握と対処（リスク・アセスメント）」 

[３]効果のあがるヒヤリハット活動 

・ケース検討の方法（原因究明と防止策の検討） ・安全チェックの手順化（マニュアル化） 

[４]事故防止の具体策 

・転倒事故、誤えん事故、溺水事故、行方不明事故、原因不明の骨折などの具対策 

[５]事故発生時の対応 

・事故発生時の対処  ・事故発生後の家族対応 

[６]家族に利用者の生活リスクを共有してもらう取り組み 
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  老人施設のリスクマネジメント 

（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は失敗した 

→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 

 

 

 

○新しい事故防止の手法→「人は誰でも必ずミスをする」を前提に活動する。 

  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”決め付けずミスの原因を把握し改善する 

 

 

 

 

 

 

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」こと。 

事故の要因を人にミスに求めている⇒「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。 

 

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。 

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） 

 

[１]介護のリスクマネジメントの基礎知識 
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  老人施設のリスクマネジメント 

（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） 

 ★介護とは「人が生活することを支援（援助）する仕事」なので、人が生活することに伴うリスクは避けられない★ 

     

 

 

 

 

  

防ぐべき事故と防げない事故を区分し 
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 

区分の方法 

病院に過失のない事故 施設に過失のない事故 

介護事故 

介護過誤 

医療事故 

医療過誤 

病院に過失のある事故 
施設に過失のある事故 

防ぐべき事故 
やるべきことを 
きちんとやれば 
防げる事故 

[１]介護のリスクマネジメントの基礎知識 
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  老人施設のリスクマネジメント 

（４）事故・ヒヤリハットの評価 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

？ 

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） 

賠
償
責
任
発
生 

 

過失とみ

なされる 

防ぐことが困難な事故 

１ 

２ 

３ 

４ 

５ 

 

簡単に防げる事故 

 

家
族
が
期
待
す
る
レ
ベ
ル 施設の責任→大 

施設の責任→小 

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！ 

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。 

[１]介護のリスクマネジメントの基礎知識 
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  老人施設のリスクマネジメント 

★ヒヤリハット活動の前にやるべき事故防止の基本活動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（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罰則のないルールは守ない人もいる。モラルの低い人間は罰則があるからルールを守る。 

※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。 

 

事
故
防
止
の
基
本
活
動 

危険発見活動 

（リスクアセスメント） 

 

 

Ａ 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 

 

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 

[２]事故防止の基本活動 
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  老人施設のリスクマネジメント 

（２）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） 

 

 

 

 
 
◆推定される原因を洗い出したら、3つの種類に区分して表にする 

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、職員が起こすタイミング利用者が立ち上がる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。 

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。 

[３]効果のあがるヒヤリハット活動 
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  老人施設のリスクマネジメント 

（３）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） 

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 未然防止策 直前防止策 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]効果のあがるヒヤリハット活動 
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  老人施設のリスクマネジメント 

（６）行方不明事故の防止策 

防止対策の考え方 具体的事故防止策 

認知症利用者の行方不明事故は、どんな完璧な

セキュリティを導入しても破られています。で

すから、行方不明は防げないという前提で、「居

なくなったことに素早く気付くこと」と「迅速

に万全の捜索を行い事故に遭う前に保護する

こと」が重要な対策の柱になります。特に行方

不明発生時の対処はマニュアル化が必要です。 

◆素早く気付くためには◆ 

行方不明事故が多発しているのは、圧倒的にショートステイが多いので、ショートステイのみ行方

不明防止対策の仕組を作っている施設が増えています。これらの施設では「歩行ができる認知症の

利用者のみ、1時間おきに所在確認というルールを作り、夜間の巡回時にもこれを実施しています。 

◆行方不明発生時の対処◆ 

建物や敷地内の捜索は長くても 30分で切り上げる。迅速に施設長に連絡、家族報告の上警察に捜

索願いを出す。これ以降は地域にも広く協力を依頼し、「地域に探す目をたくさん作ること」で、

事故に遭遇する前に無事に保護できるよう最善を尽くします。「職員だけで探した」というのは、

万全の捜索をしたことにはなりません。むしろ不祥事を組織外に足したくないと受け取られます。 
 
《参考》事故防止マニュアル作成のポイント 
１．認知症利用者の運動能力は高い  ２．高度なセキュリティも完璧ではない  ３．事務室の目は最後の砦  ４．危険度の高い人のみ巡回や見守りを強化 
身体に障害のない認知症の利用者は、一
般の高齢者に比べて驚くほど高い運動能
力を発揮します。ですから、「お年寄りだ
からこんなことはできないだろう」と高
をくくってはいけません。裁判になった
浜松のデイサービスの行方不明事故で
は、小柄なおばあさんが高さ 84センチの
窓から脱出しました。 

 暗証番号付エレベーターや出入り口のセ
ンサーなど、どんな高度なセキュリティで
も完璧に機能するとは限りません。セキュ
リティが高度な施設ほど「絶対出られない
だろう」と職員が思ってしまうので、行方
不明発生時の捜索が遅れかえって逆効果
になります。 

 事務室前のエントランスから出ようとし

ている認知症利用者を、事務室内の事務員

や相談員が発見して難を逃れたというケ

ースが大変多く、事務室の目は最後の砦で

す。事務員の机を外が見える場所に配置し

たり、行方不明の危険の高い利用者の写真

を事務室内の目立たない場所に貼ってい

る施設もあります。 

 認知症の利用者の行方不明を完璧に防ぐこ

とは不可能ですから、行方不明が発生した時

早く気付くことが大切です。夜勤帯では、巡

回の頻度が問題になります。通常入所では、

22時、0時、3時、5時という巡回が一般的

ですが、ショートステイのみ 1時間おきに巡

回というルールに変えた施設もあります。 

 
５．発生時の初期対処をルール化  ６．施設外の捜索は外部にも依頼する  ７．万全の捜索を尽くすこと  ８．どこを重点的に探したらよいか。 
行方不明が発生した時、迅速な捜索を行
うことが必要です。そのためには、利用
者が所在不明になった時の初期対処方法
をルール化しておかなければなりませ
ん。主な手順は次の通り。 
①他の職員の手を借りて、フロア内、施
設内を 10分～20分探す。②見つからなけ
れば敷地内を 10分程度探す。③それでも
見つからない場合は、施設長と家族に連
絡して警察に捜索願いを出し、施設外の
捜索に移る。 

 行方不明が発生した時、何時間も施設の職
員だけで付近を捜索していることがあり
ますが、これは絶対にいけません。地域の
ありとあらゆる協力組織に捜索をお願い
します。利用者が事故に遭った時、職員だ
けで探している時間が長ければ、家族は
「不祥事を外部に出したくないために、万
全の捜索をしなかった」と考えるからで
す。近所の商店街などに協力要請のチラシ
を配布している施設もあります。 

 夜間の場合は捜索を依頼する相手は制約

されますが、昼間であれば次の機関や組織

に協力をお願いする。 

警察・消防団・学校（校内放送で生徒に下

校時の協力を要請）・他の施設・タクシー

無線・自治会や町会 

 過去に行方不明になった認知症利用者が、事

故に遭遇した場所には共通点があります。そ

れは、山、森、川、池、海など自然環境の豊

かな地域に集中しており、なぜか市街地では

事故に遭遇していません。ですから、まずは、

施設の近くの山や森などを集中的に探す必

要があります。 

 

 

[４]事故防止の具体策 


