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 地域密着型サービス事業所においては、利用者が安心・安全に介護
サービスを利用することができるように、事故を未然に防ぐよう努め
るとともに、万一事故が発生した場合には、迅速かつ的確に対応する
必要があります。

 今回の研修会をとおして、事業所の種類や規模、設備等の特性に応
じて、「事故防止対応マニュアル」を作成し、事故防止対策の確立・
徹底に取り組んでいただきますよう、よろしくお願いします。
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※在宅サービス：通所介護、通所リハビリテーション、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、地域密着型通所介護、
 小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護
※入所サービス：特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、特定施設入居者生活介護、有料老人ホーム、軽費老人
 ホーム、養護老人ホーム、認知症対応型共同生活介護 3

入所サービス（特に認知症対
応型共同生活介護事業所）か
らの事故報告件数が多い。
※認知症対応型共同生活介護
事業所 77件（R2年度：23
件、R3年度：54件）

114

74
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朝方や利用者の起床時間帯の事
故報告が多い（夜勤者・日勤者
が入れ替わる時間帯とも重な
る）。

全ての時間帯において
転倒・転落の事故が発
生している。
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窒息による死亡事故：１件（Ｒ２年度）
異食の事故：１件（R３年度）

「転倒・転落」の事故報告が全体の約６割を占める。
※特に入所サービスにおいては、「転倒・転落」の事故が多発
（R2年度：45件、R3年度：67件）。

利用者の所有物・薬の紛失など
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主に大腿骨、恥骨、肋骨 など

 骨折
約59％

  打撲
約23％

切傷・擦過傷
     約13％

外傷等なし
     約5％
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転倒・転落：
約８割

「玄関」・「自宅」は、
主に送迎時間中に発生
したもの

転倒・転落：約５割
誤薬：約３割
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85歳以上の高齢者から
事故報告件数が倍増
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※「総計」については、R２及びR３年度を合計した件数 11

自立 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ M 不明 総計

自立 1 2 3

Ｊ 4 15 7 26

Ａ 2 3 52 20 1 3 81

Ｂ 3 14 33 10 1 61

Ｃ 3 8 1 1 13

不明 1 2 1 4

総計 3 10 86 69 14 5 1 188

認知症高齢者自立度

障
が
い
高
齢
者
自
立
度

認知症高齢者自立度「Ⅱ」以上から
事故報告件数が倍増



１．転倒・転落
（１）「転倒・転落」事故の事例
【事例①】
・場 所：居 室
・発生時間帯：午前５時頃
・診断の結果：右大腿骨転子部骨折
・事故内容
⇒他の利用者のトイレ介助中、物音が聞こえたので、訪室するとベッ
 ト付近の床に仰向けの状態で倒れていた。
⇒利用者本人に話を伺うと「ポータブルトイレ使用後、ベットの前で
 ズボン引き上げた際に、後ろに転倒した。」、「自分でできると思
 い、ナースコールを押さなかった。」とのこと。
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【事 例②】
・場 所：浴 室
・発生時間帯：午前１０時頃
・診断の結果：左大腿骨顆部骨折
・事故内容
⇒入浴後、利用者をストレッチャー上で介助中、オムツ等の準備のた
 めに職員が数秒離れた間に転落。
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（２）「転倒・転落」事故の原因・理由
 ①利用者本人の行動・履物等により生じたもの（約45％） 
 ・利用者がナースコールを押さずに、職員を呼ばずに…
 ・利用者自ら移動・移乗、歩行補助具の操作を行うなど
 ・排泄、不眠、覚醒、徘徊、内服薬の副作用など
 ・利用者の履物（滑りやすい、踵を踏んで履く）
 ・利用者のズボン（ウエストの緩い、絡まる） など

 ②他の利用者の介助中に発生したもの（約23％）
 ・夜勤職員が他の利用者を介助中…
 ・食堂等ホールにて他の利用者を介助中… など
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（２）「転倒・転落」事故の原因・理由（続き）
 ③利用者本人の見守りを怠ったことにより発生したもの（約15％）
 ・介助（見守り）中、職員が利用者から離れた・目を離した際に…

 ④利用者本人の介助中に発生したもの（約９％）
 ・職員１名で移乗介助中に利用者と一緒に転倒
 ・利用者を車椅子にて移動中、車椅子から転落 など

 ⑤施設整備の福祉用具等の不備により生じたもの（約3％）
 ・特殊浴槽の使用中、ストレッチャーの柵が外れて転落 など
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（３）各事業所の「転倒・転落」事故対策
 ・移動・移乗等の際には、職員を呼ぶように促す
 ・利用者の心身の状況を把握し、利用者の情報を職員間で共有する
  また、利用者の状況に応じて、医師に相談する
 ⇒利用者の歩行状況、体調、トイレ頻回、水分摂取量、入眠状況、
  内服薬の影響、当日の行動などを把握し、情報共有する
 ・利用者の服装・履物などの確認
 ・利用者の見守り・介助方法の確認・見直し
 ⇒利用者の見守り・介助中に職員がその場を離れる場合は、利用者
  と他の職員に声かけを行い、対応する
 ⇒他の職員が出勤後、複数の職員で介助を行う
  利用者ごとに起床時間を変更する など
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（３）各事業所の「転倒・転落」事故対策（続き）
 ・福祉用具等の動作確認・変更
 ⇒福祉用具等が故障していないか
 ⇒使用中の福祉用具等が現在の利用者の心身の状況に適したもので
  あるか など
 ・施設内外の確認
 ⇒転倒・転落のリスクがある場所がないか
 ⇒施設内外の設備で故障箇所はないか など
 ・離床センサー、ポータブルトイレ設置 など
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２．誤薬
（１）「誤薬」事故の事例
【事例①】
・場 所：食堂等ホール
・発生時間帯：１３時頃
・診断の結果：経過観察、異常なし
・内 容
⇒昼食の際、３名の利用者に対し、昼食後の薬ではなく、夕食後の薬
 を内服していたことが、服薬後に判明。
※時間帯別で薬袋を保管していたが、職員が確認せずに薬袋を取り出
 し、利用者に手渡したため
⇒主治医に報告し、経過観察を行う。
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【事例②】
・場 所：食堂等ホール
・発生時間帯：８時頃
・診断の結果：経過観察、異常なし
・内 容
⇒朝食の際、利用者（A）に対し、他の利用者（B）の薬を内服してい
 たことが、服薬後に判明。
※職員が薬袋確認の際、薬袋に記載された利用者の姓のみを確認し、
 同姓である他の利用者（B）へ手渡したため
⇒主治医に報告し、経過観察を行う。
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（２）「誤薬」事故の原因・理由
・職員が薬袋を確認せず…
・職員が利用者を確認せず… など

（３）各事業所の「誤薬」事故対策
・複数の職員で「薬袋を取り出すとき」、「利用者に手渡すとき」、
 「服薬前」、「服薬後」に確認する
・利用者の名前と顔写真、薬の種類・時間帯などを記載した名簿を活
 用し、確認する など
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３．誤嚥・誤飲
（１）「誤嚥・誤飲」事故の事例
【事例①】
・場 所：食堂等ホール
・発生時間帯：１３時頃
・診断の結果：窒息死
・内 容
⇒昼食摂取中、物が落ちる音がしたと同時に、利用者が前方に倒れる。
 看護師の声かけ反応なし、顔面蒼白のためタッピング、ハイムリッ
 ク法を実施。同時に主治医に連絡。
⇒１０分後、主治医が到着。喉頭鏡（こうとうきょう）を入れたとこ
 ろ、気管入口にバナナが詰まっていた。心臓マッサージを行ったが、
 ２５分後に心肺停止。 21



【事例②】
・場 所：居 室
・発生時間帯：１９時頃
・診断の結果：誤嚥性肺炎
・内 容
⇒利用者(認知症高齢者)がシャンプーを持って「これが飲みたい。」
 と職員に尋ねたが、職員が飲み物ではないことを伝え、自室に戻っ
 た。その後、居室からいつもと違う咳が聞こえたため、職員が訪室
 すると利用者が「これを飲んだ。」とシャンプーを指した。
⇒当該事業所の管理者や看護師、ケアマネジャー、医療機関等へ連絡
 し、看護師や医療機関の指示に基づいた処置を行う。
※受け入れ先の病院を探すが、見つからず。
⇒翌日の朝、かかりつけの病院を受診し、誤嚥性肺炎のため入院。 22



（２）「誤嚥・誤飲」事故の原因・理由
 ・お肉、バナナなどを詰まらせる
 ・前傾姿勢で食べていた
 ・認知症高齢者が異食の危険性が高いものを保管している など

（３）各事業所の「誤嚥・誤飲」事故対策内容
 ・利用者が食べやすい形にして提供する
 ・食前の嚥下体操や水分補給
 ・摂食時の見守り
 ・異食の危険性が高いものは、認知症高齢者の目に入らない場所に
  保管する など
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 事業所は、あらかじめ起こりうる事故を予想し、事故
が起きないように、日頃から「備える」ことが重要です。
 また、万一事故が発生した場合でも、利用者の生命又
は身体に重要な影響が生じないよう、被害を最小限に抑
えることが必要です。

１．事故防止対応マニュアルの作成
２．事故防止対応マニュアルの周知徹底等
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１．事故防止対応マニュアルの作成
 あらかじめ事故発生時の対応について、定めておくことが重要です。
 ①利用者の生命・身体の保護の方法
 
 ②職員の役割分担
 
 ③緊急連絡網の整備（※） など
 ※緊急連絡網は、事故発生時に事業所内で適切に連絡が取れるよう、
  全職員を対象とし、所管の保健所、保険者、警察署、消防署など
  の緊急連絡先の一覧もあらかじめ作成することが適当です。
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２．事故防止対応マニュアルの周知徹底等
 ①事故防止対応マニュアルの周知徹底
 ⇒事業所は全ての職員に対し、周知徹底
 
 ②定期的に研修を行うこと
 ⇒当該マニュアルの内容について理解を深め、介護サービスの現場
  で実践できるようにする
 ⇒緊急時に落ち着いて対応できるよう、人工呼吸やAEDの使用方法
  などの研修を行うことも大切です
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 事業所においては、事故防止対応マニュアルに基づいて、
具体的に事故防止に取り組むことが必要です。
 その際、特に留意すべき点は次のとおりです。

１．認知症の利用者への対応
２．身体的機能が低下した利用者への対応
３．身体的拘束の原則禁止

27



１．認知症の利用者への対応
・利用者が認知症の場合、歩行可能であるか否かに関わらず、本
 人の行動が原因で転倒・転落をするリスクがより高い
・誤嚥・誤飲・異食等の可能性も高い
⇒適切なアセスメントを行い、認知症の特徴を理解した上で、対
 策を講じることが重要です。
 ただし、利用者の行動を抑制することは、身体的拘束につなが
 る恐れがあるため、注意が必要です。
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２．身体的機能が低下した利用者への対応
・認知機能が低下がなくとも、身体的機能の低下がある場合には、
 転倒・転落リスクが存在します。この場合、転倒・転落の要因
 は次のとおりです。
 ①内的要因（利用者側の要因）
 ⇒もともと利用者が抱えているもの（除去できないものあり）

 ②外的要因（環境要因）
 ⇒利用者の状態に応じた対応が必要（改善・対応ができるもの
  多い） 29



３．身体的拘束の原則禁止
・身体拘束は、個人の尊厳を侵害する行為です。
・拘束することで精神的なストレスを増加させ、無理な動作など
 を誘発し、より重大な事故が発生する可能性があります。
⇒事業所は、利用者の人格を尊重し、利用者が自立した生活を営
 むことができるように支援することを基本方針としており、利
 用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するために緊急やむ
 を得ない場合を除き、身体的拘束を行ってはいけません。
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 万一、事故が発生した場合には、事業所は、事故防止対
応マニュアルに従って、次のように適切に対応することが
必要です。
１．利用者の保護等
２．関係職員への緊急連絡
３．関係機関への連絡・報告
４．利用者の家族等に対する連絡・説明
５．被害拡大の防止
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１．利用者の保護等
・事故発生時は、現場での「初期対応」が非常に重要
⇒まずは利用者の生命・身体の保護、安全の確保等を最優先で
 行ってください。
①事故の状況を把握し、利用者の傷害の程度を判断し、救急車の
 手配等を行う
②必要に応じて、止血、人工呼吸、AEDの使用、心臓マッサージ
 等を行う など
・他の利用者がいる場合は、サービスの提供や見守りを怠らない
 ようにする
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２．関係職員への緊急連絡
・直ちに関係職員を集めて、事故の対応を行う
⇒管理者等の関係職員が不在の場合には、緊急連絡を行って、必要な
 指示を仰ぐことも必要です。
 また、夜間等に事故が発生した場合、直ちに管理者等の関係職員に
 緊急連絡を取って、適切な対応を行うことが必要です。
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３．関係機関への連絡・報告
・重大な事故等については、直ちに関係機関への連絡・報告を行い、
 指示に従うこと
⇒例えば、死亡事故の場合は警察署に連絡、結核等の感染症や食中毒
 の発生の場合は保健所に連絡・報告を行い、指示に従う。
・事故について、事業所所在地の保険者と当該利用者の保険者に対し、
 事故報告を行うこと
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４．利用者の家族等に対する連絡・説明
・利用者の家族等に対して、早急に連絡を取り、事故の概要や利用者
 の状況について説明を行うこと
※事業所にとって都合の良い説明や責任の所在を転嫁するような説明
 を行うことは適切ではない。
⇒家族等には、必要とする「事実」や「情報」を分かりやすい形で提
 供し、理解と納得を得られるよう努めることが大切です。
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５．被害拡大の防止
・「１．～４．」と併せて、速やかに事態の収拾に向けた対応を取る
 必要がある。具体的な対応については、医師や関係機関等の指示に
 従うこと。
※例えば、食中毒の疑いのある利用者が出た場合には、直ちに厨房施
 設の使用を中止して、食事を外注に切り替えるとともに、当該利用
 者を医療機関に受診させる。
 また、保健所に連絡・報告を行うとともに、指示に従う など
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 事故後の対応については、事故の原因究明と再発防止策
の検討・実施を行うことが重要です。
 また、事故に至らなかったヒヤリハットについても、状
況を把握し、再発防止策を定めることは、事故を未然に防
止するうえで重要です。
１．事故の記録
２．再発防止策の確立
３．再発防止策の実施
４．関係機関への連絡・報告
５．事故等報告書の提出
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１．事故の記録
・事故の状況・対応を時系列に詳細な記録を行うこと
※利用者・家族への説明責任があるため、「事実」を明確に記録すること
２．再発防止策の確立
・事故の原因究明を行い、「組織」として再発防止策を検討し、必要な体
 制を確立すること
※再発防止策の作成に当たっては、必要に応じて、関係機関や関係保険者
 の指導等を受けることが適当です。
・利用者・家族等に対し、誠意をもって説明し、理解を得られるよう努め
 ること
・事故防止対応マニュアルを見直し、再発防止策の内容を反映させること38



３．再発防止策の実施
・職員会議や職員研修等を実施し、事故の原因、事故対応等を振り返
 り、再発防止策について周知徹底すること
４．関係機関への連絡・報告
・事故後の状況についても、必要に応じて、関係機関への連絡・報告
 を行い、指示に従うこと
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５．事故等報告書の提出
（１）提出先
・利用者の保険者及び介護サービス提供施設の所在地である市町村
 ※保険者が日向市外である場合は、関係市町村に確認すること
（２）事故等の報告
・事業者は、事故等が発生した際は、速やかに事故の概要を電話又は
 ＦＡＸにて報告し、その後、事故等発生から１週間以内に報告書を
 提出すること
・事故等の処理が長期化する場合は、随時、途中経過等の報告を当該
 報告書で行うこと。また、事故等の処理が終結した場合は、その結
 果及び事故等の再発防止策を当該報告書にて提出すること。
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（３）事故等の対象・範囲
・利用者が介護サービス提供事業所内にいる間又はサービスの提供中
 （送迎時間中も含む。）に発生した利用者の事故等
・日向市へ報告が必要な事故等の範囲は、事業者側の過失の有無を問
 わず、次の①から⑤までのいずれかに該当するもの
①骨折、捻挫、脱臼、熱傷等の他、縫合が必要な外傷若しくはそれ以
 上重篤な事故又は死亡事故が発生した場合
②食中毒、感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関す
 る法律(平成１０年法律第１１４号)第６条第２項、第３項及び第４
 項に規定するものをいう。)又は結核が発生した場合
③たん吸引等(経管栄養を含む。)の事故が発生した場合
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④従事者等の法令違反その他不祥事等を原因として事故が発生した場
 合
例）業務上知り得た利用者の秘密・情報について、事業所の文書破棄
  方法の不備により、結果として漏らしていた など
⑤①から④までに掲げるもののほか、報告が必要と認められる事故
 （※）の発生時やインフルエンザ等の集団感染が疑われる場合
(※)「報告が必要と認められる事故」とは、次の内容が考えられる
ⅰ）異食、誤嚥、誤飲、誤薬、服薬漏れ
ⅱ）自傷、無断外出、利用者間のトラブル・暴力
ⅲ）医師の診断が必要となった事故
ⅳ）利用者の財産に関わる事故（紛失・盗難・破損など）
ⅴ）不測の事態により発生した事故 など
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（４）留意事項
 事故等報告書を作成の際、次の点にご留意ください。
 ①事故の内容・対応は、時系列に詳細な記録を行うこと
 ※「いつ」・「誰が」・「どこで」・「どのように」・「どうして
  （理由）」がわかるよう、「事実」を記録すること
 ※文書による説明が困難な場合は、図面や写真などを活用すること
 ②利用者・家族への対応も、同様、時系列に詳細な記録を行うこと
 ※特に、家族等の「誰に」報告したのか明確にすること
 ③再発防止対策は、事故の原因究明を行い、「組織」として「どの
  ように」取り組むのかを具体的に記入すること
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１．転倒・転落
・転倒・転落は、利用者の心身の状態や生活環境によるもの
 が多いと考えられます。
・加齢に伴い、視力や聴力、筋力や認知機能の低下、様々な
 疾患も生じます。
⇒留意すべき点は次のとおりです。
（１）利用者の状態把握
（２）事故の発生状況の把握
（３）転倒・転落防止対策
（４）重大な事故防止
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（１）利用者の状態把握
・利用者の心身の状態等を正しく把握すること
・利用者の状態の変化についても、職員間で共有すること
（２）事故の発生状況の把握
・事故がいつ・どこで・どのようにして発生したのか正確に把握すること
・今後の利用者ごとの対応策に反映させること
（３）転倒・転落防止対策
・利用者の心身の状態を維持・改善させること
・生活環境を整えること
⇒歩行補助具や履物の選択、手すりや照明などの配置、利用者に合わせた
 福祉用具等の利用 など 45



（４）重大な事故防止
・転倒・転落の「早期発見」に努めること
⇒転倒・転落リスクが高い利用者には、安否確認や移乗介助等を行う
 こと
 また、認知的機能の低下により、行動の予測が困難な利用者には、
 見守りを十分に行う必要があります。
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２．誤飲・異食
・高齢者は、視覚・味覚等の身体機能や判断力の低下、認知
 症等により、誤飲・異食のリスクが高まります。
⇒留意すべき点は次のとおりです。
（１）環境整備の改善
（２）誤飲・異食の発生防止策
（３）誤飲・異食が発生した場合の対処
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出典：消費者庁消費者安全課「高齢者の誤飲・誤食事故に注意しましょう！－医薬品の包装シート、
   義歯、洗剤や漂白剤の誤飲が目立ちます－」（令和元年９月１１日）

48



（１）環境整備の改善
・誤飲・異食のリスクを排除するためには、本人の注意だけではなく、
 環境整備が必要です。
※誤飲・異食として多い事故は、薬の包装シート、義歯・詰め物、
 ティッシュ、ボタン、硬貨、爪楊枝、たばこ、ボタン形電池等を誤
 飲したというものや、飲料水が入っていたペットボトルに洗剤や薬
 品等を移し替えたものを利用者が飲料水と間違って飲んでしまった
 というものがあります。
⇒利用者の生活環境を改善することによって、未然に防止することが
 可能です。
 利用者の心身の状態に応じて、対応策を検討することが重要です。
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（２）誤飲・異食の発生防止策
 ①薬の「一包化」
 ⇒利用者に複数の薬が処方されている場合は、医師の協力を得て、
  できる限り一包化してもらうこと
  なお、一包化できない場合は、包装シートの誤飲を防ぐために、
  １錠ずつに切り離さないようにすること
 
 ②食品・薬・これら以外のものを分けて保管すること
 ⇒事業所においては、食品・薬・これら以外のものを分けて保管す
  ること
 ⇒自己管理が難しい利用者については、手の届かない所に薬・洗剤
  等を保管すること
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 ③食品以外のものを食用品の容器に移し替えないこと
 ⇒食品用の容器に移し替えたために誤飲・異食をしてしまう事故が
  多発しているため、食品以外のものをペットボトルや湯飲みなど
  食品用の容器に移し替えないこと
 
 ④利用者の手が届く所に不要なものや危険なものを置かないこと
 ⇒認知症の人や判断力が低下している人は、思いがけないものを口
  に入れてしまうことがあります。
  家庭用品等の使用や保管に十分注意し、認知症の人等の手の届く
  所に不要なものや危険なものを置かないことが重要です。
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（３）誤飲・異食が発生した場合の対処
・直ちに利用者の状態、誤飲・異食したもの及びその量を確認し、必
 要に応じて医療機関を受診すること
・誤飲・異食後、嘔吐物が気管に入ってしまうことや、吐かせること
 で症状が悪化するものもあるため、むやみに吐かせず、医師等の指
 示に従って実施すること
⇒意識があり、呼吸・脈拍も異常がない場合でも、主治医や医療機関
 に相談するなど、緊急度に応じた対応を行ってください。
※医療機関を受診する際は、何をどれくらい誤飲・異食したのかが重
 要な情報となります。誤飲・異食したものの残りや薬品等の説明書、
 添付文書、入っていた箱なども持って受診してください。
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公益財団法人日本中毒情報センター（URL：https://www.j-poison-ic.jp/）
⇒中毒１１０番は化学物質（たばこ、家庭用品など）、医薬品、動植物の毒な
 どによって起こる急性中毒について、実際に事故が発生している場合に限定
 し、アドバイスを受けることができます。
■一般専用電話（情報提供料：無料）
 大阪：中毒１１０番 072-727-2499（365日・24時間）
■たばこ誤飲事故専用電話（情報提供料：無料、自動音声応答による一般向け
 情報提供）
 072-726-9922（365日・24時間）
※なお、一般専用電話に医師及び医療機関から問合せを受けた場合、情報提供
 料は有料（1件につき2,000円）となります。
■医療機関専用有料電話（情報提供料：1件につき2,000円） 
 大阪：中毒１１０番  072-726-9923（365日・24時間） 
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３．誤 嚥
・誤嚥には、「肺炎」と「窒息」の２つのリスクがあり、嚥
 下障害がある人は誤嚥する可能性が高い
・高齢者は、加齢による変化に加えて、嚥下機能に悪影響を
 及ぼす要因（※）を多数有している
※脳梗塞、歯のトラブル、脊椎や姿勢の障害、唾液の減少など
⇒留意すべき点は次のとおりです。
（１）誤嚥の対策
（２）食事介助の注意点
（３）窒息時の対応
（４）予防とリスク管理

54



（１）誤嚥の対策
・利用者の嚥下状態を把握すること
・食べ物を食べやすい形にすること
・利用者の姿勢に気をつけて、食事介助・見守りをすること
・食事の前後のケアを行うこと
⇒食事の前には嚥下体操、食後には口腔ケアなど
・緊急時に落ち着いて対応できるよう、緊急連絡先の確認、ハイム
 リック法や心肺蘇生法などの研修を行うこと

55



（２）食事介助の注意点
・嚥下しやすいように調理方法を工夫する
・嚥下しやすい姿勢で食べる
・よく噛んで味わいながら、ゆっくり食べるようにする
・口腔内に食べ物が残らないように確認する
⇒食後は、しばらく座位の姿勢で安静するとともに、利用者の様子の
 観察を怠らないようにすること
 また、横になる場合は、頭を高くした姿勢を取るようにすることが
 必要です
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（参考）食事しやすい姿勢
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（３）窒息時の対応
・窒息しやすい食品
⇒例えば、餅、こんにゃく、お肉、団子など塊で粘りのあるものを中
 心に、多彩な食品が原因で窒息を生じることがある。
※食べにくい食品（硬いもの、パサパサしたもの、粘膜くっつきやす
 いもの）も注意が必要です。
・窒息に気が付いた場合は、口からかき出すことを試み、すぐに続け
 てもっと奥の気道に入った食物を取ること
⇒背中を叩く、ハイムリック法を行う など
・主治医や協力医療機関等へ連絡すること
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・M.Cara: 1981.「カラーの曲線」
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・ハイムリック法        ・心肺蘇生法
                 次のＵＲＬを参照してください。
                 日本医師会：
                   https://www.med.or.jp/99/cpr.html
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４．誤 薬
・誤薬とは、薬の種類・量、時間帯、方法などを誤って服薬
 することです。薬の内容・量によっては、利用者の生命に
 重大な危険を及ぼすことになります。
※職員の「ついうっかり」「思い込み」などのヒューマンエ
 ラーにより最も起こりやすい事故です。
⇒留意すべき点は次のとおりです。
（１）誤薬の発生要因
（２）薬の管理・取扱い
（３）誤薬の対策
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（１）誤薬の発生要因
・薬の管理・取扱いに関するルールが事業所内で統一されていない、
 職員に周知されてない
・服薬前～後までの確認不足
※服薬の多い時間帯である食事時間は複数のケアが重なり、慌ただし
 い状況にある
・職員交代時の申し送り事項の不足（不徹底）
※例えば、夜間の時間帯の服薬状況等の記録・報告・確認漏れ など
・薬の危険性に対する認識不足

62



（２）薬の管理・取扱い
・まずは薬の管理・取扱いに関するルールを事業所内で統一し、
 職員に周知徹底すること
※例えば、薬袋に利用者の名前、服薬する時間帯等を記載し、指定し
 た管理場所に保管する。また、利用者の名前と顔写真、薬の種類・
 時間帯などを記載した名簿を活用し、確認する など

・薬の効果・副作用について、職員間で共有すること
⇒薬の効果・副作用により、他の事故が発生するリスクが高くなるこ
 ともある
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（３）誤薬の対策
・薬を取り扱う際は、事業所内で定めたルールに基づき、可能な限り、
 「複数」の職員で「複数回」のチェックを行うこと
⇒「薬の管理場所から薬を取り出すとき」、「利用者に手渡すとき」、
 「服薬前」、「服薬後」の４回のタイミングで確認すること
※服薬後、服薬漏れ・飲み残し等がないか確認すること
※職員１人で全て行わないこと、独断で服薬しないこと
⇒職員１人で服薬せざるを得ない場合は、他の職員が出勤後、一緒に
 服薬後の確認を行う等の対応が望ましい
・職員交代時の申し送り事項の徹底
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５．感染症
・高齢者には、加齢による変化に加えて、基礎疾患があるなど、感
 染への抵抗力が低下していることや、認知機能が低下しているこ
 とにより感染対策への協力が難しいなどの特徴を持つ方が多い。
・３つの感染要因（病原体、感染経路、感受性宿主）が重なること
 で感染症が発生します。
⇒留意すべき点は次のとおりです。
（１）感染経路の遮断
（２）衛生管理
（３）対策等の周知徹底
（４）感染症発生時の対応
（５）保健所への情報提供
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（１）感染経路の遮断
・感染対策の３つの柱（病原体（感染源）の排除、感染経路の遮断、
 宿主の抵抗力の向上）が重要であり、感染経路の遮断の対策が最も
 有効な取組です。
※主な感染経路には、空気感染（飛沫核感染）、飛沫感染、接触感染
 があります。
⇒感染経路の遮断するためには、３つの配慮（病原体を持ち込まない、 
 持ち出さない、拡げない）が必要であり、基本となる取組は、次の
 とおりです。
 ①標準予防策（スタンダード・プリコーション）
 ②感染経路別の予防策
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出典：厚生労働省「介護現場における（施設系 通所系 訪問系サービスなど）感染対策の手引き第２版」（令和３年３月）
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①標準予防策（スタンダード・プリコーション）
・利用者の血液・体液・分泌液・排泄物等は、全て感染源となり得ま
 す。
⇒接する利用者の感染症の有無に関わらず、分泌物、排泄物、傷のあ
 る皮膚や粘膜はすべて感染源とみなして予防策をとることを『標準
 予防策（スタンダード・プリコーション）』といいます。
・感染経路で最も多いのは、「接触感染」です。
 「接触感染」を防ぐ最も有効な方法は、「手洗い・手指消毒」です。
 特に介護従事者は、利用者のオムツ交換や入浴介助、食事介助、口
 腔ケア等に携わることが多く、感染の危険性の高いものに触れる機
 会が多いため、十分な手洗い・手指消毒を心がけましょう。
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②感染経路別の予防策
・『②感染経路別の予防策』は、『①標準予防策』に加え、空気感染
 （飛沫核感染）、飛沫感染、接触感染ごとの予防策を行うこと
・対象者の感染の有無に関わらず、疑われる症状（発熱、咳、下痢な
 ど）がある場合には、医師の診断前であっても、すみやかに予防措
 置をとること
※感染経路は一つだけとは限りません。
 例えば、インフルエンザウイルスの場合は、飛沫感染だけでなく、
 接触感染でも感染します。ノロウイルスは、主に接触感染ですが、
 嘔吐物などが乾き、そこからウイルスが舞い上がり空気感染の経路
 をとることもあります（塵埃（じんあい）感染）。
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出典：厚生労働省「介護現場における（施設系 通所系 訪問系サービスなど）感染対策の手引き第２版」（令和３年３月）
   （図5）日頃と感染症流行時の予防策



（２）衛生管理
・事業所内の環境を清潔に保つこと
・職員はサービス提供の過程で、利用者と密接に関わるため、職員自
 身が病原体を拡げないよう日頃から健康管理に心がけること
※仮に職員が感染症にかかった場合や、咳・発熱等の症状が出た場合
 は、その職員が安心して休めるような職場環境づくりも必要です。
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（３）対策等の周知徹底
・感染症対策等を職員へ周知徹底を図ること
⇒事業所は、感染症に関する事項も含めて、利用者の健康状態を確認
 することが必要ですが、利用者に感染症やその既往があったとして
 も、正当な理由なく、サービスの提供を拒むことはできません。
 このような方が介護サービスを利用する場合には、職員に対し、当
 該感染症に関する知識、対応等について十分に周知することが必要
 です。
・感染症の予防及びまん延防止のための研修を実施した場合は、その
 内容を記録し、職員がいつでも閲覧できるようにすること
・平常時から、感染症発生時の関係者の連絡網を整備するとともに、
 関係者が参加して発生を想定した訓練を行い、一連の手順を確認す
 ること 72



（４）感染症発生時の対応
・感染症発生時の対応として、次のことを行います。
 ①発生状況の把握と対応
 ②感染拡大の防止
 ③行政への報告
 ④関係機関との連携 
※詳細については、厚生労働省「介護現場における（施設系 通所系 訪
 問系サービスなど）感染対策の手引き第２版」（令和３年３月）な
 どの資料を確認してください。
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74出典：厚生労働省「介護現場における（施設系 通所系 訪問系サービスなど）感染対策の手引き第２版」（令和３年３月）



75出典：厚生労働省「介護現場における（施設系 通所系 訪問系サービスなど）感染対策の手引き第２版」（令和３年３月）



76出典：厚生労働省「介護現場における（施設系 通所系 訪問系サービスなど）感染対策の手引き第２版」（令和３年３月）



（５）保健所への情報提供
・感染症が発生した場合は、利用者及び職員全員の健康状態を把握し、
 速やかに保健所に連絡・報告を行うとともに、対応の指示を求める
 こと
※連絡・報告する主な内容は、次のとおりです。
 ①感染症又は食中毒が疑われる利用者・職員の人数
 ②感染症又は食中毒が疑われる症状
 ③感染症又は食中毒が疑われる利用者等への対応や施設における対
  応状況 など
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・報告が必要な場合（※）
 ①同一の感染症や食中毒による、またはそれらが疑われる死亡者や
  重篤患者が 1 週間以内に 2 名以上発生した場合
 ②同一の感染症や食中毒の患者、またはそれらが疑われる者が １０
  名以上又は全利用者の半数以上発生した場合
 ③上記以外の場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の
  発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合

※「社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について」（平成17年2月22日付け健発第
 0222002号、薬食発第0222001号、雇児発第0222001号、社援発第0222002号、老発第0222001
 号）に定められている介護・老人福祉関係の対象施設は、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、
 軽費老人ホーム、老人デイサービス事業を行う事業所、老人デイサービスセンター、老人短期入所
 事業を行う事業所、老人短期入所施設、老人福祉センター、認知症グループホーム、生活支援ハウ
 ス、優良老人ホーム、介護老人保健施設ですが、この他の介護施設・事業所であっても参考として
 ください。
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日向市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２５年
３月１９日条例第７号、以下「基準条例」という。)

(指定地域密着型サービスの事業の一般原則)
第３条 指定地域密着型サービス事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に
立ったサービスの提供に努めなければならない。

２ 指定地域密着型サービス事業者は、指定地域密着型サービスの事業を運営するに当たっては、地
域との結び付きを重視し、市、他の地域密着型サービス事業者又は居宅サービス事業者(居宅サービ
ス事業を行う者をいう。以下同じ。)その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との
連携に努めなければならない。

３ 指定地域密着型サービス事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整
備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。

４ 指定地域密着型サービス事業者は、指定地域密着型サービスを提供するに当たっては、法第118
条の２第１項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努
めなければならない。
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基準条例（続き）
（略）

(事故発生時の対応)
第40条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、利用者に対する指定定期巡回・随時対応
型訪問介護看護の提供により事故が発生した場合は、市、当該利用者の家族、当該利用者に係る指定
居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処
置について記録しなければならない。

3 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、利用者に対する指定定期巡回・随時対応型訪
問介護看護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならな
い。

※指定小規模多機能型居宅介護、指定認知症対応型共同生活介護、指定看護小規模多機能型居宅介護
の事業は、第40条の規定を準用。
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基準条例（続き）
（略）

(事故発生時の対応)
第59条の18 指定地域密着型通所介護事業者は、利用者に対する指定地域密着型通所介護の提供によ
り事故が発生した場合は、市、当該利用者の家族、当該利用者に係る指定居宅介護支援事業者等に連
絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 指定地域密着型通所介護事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録
しなければならない。

3 指定地域密着型通所介護事業者は、利用者に対する指定地域密着型通所介護の提供により賠償す
べき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

4 指定地域密着型通所介護事業者は、第59条の5第4項の指定地域密着型通所介護以外のサービスの
提供により事故が発生した場合は、第1項及び第2項の規定に準じた必要な措置を講じなければならな
い。

※指定認知症対応型通所介護の事業は、第59条の18の規定を準用。
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日向市介護保険事故報告事務取扱要綱（平成25年4月1日告示第83号）

（略）
(事業者のとるべき措置)
第２条 事業者は、法に基づいて定められた運営に関する基準に基づき、発生した事故の状況等を速やかに介護保険
事業者事故等報告書(別記様式。以下「事故報告書」という。)により市長に報告するとともに、必要な措置を講じなけ
ればならない。

（略）
(報告)
第５条 事業所は、事故処理の進捗状況に応じ、事故報告書により次の各号に掲げる報告を行うものとする。
(１)事故発生の報告 事業所は、事故が発生した時は、速やかに事故概要を電話又はFAXにて報告し、その後、事故発
生から１週間以内に事故報告書を提出する。ただし、事故処理について早期に解決した場合は、当該報告をもって最
終報告に代えることができる。
(２)途中経過 事故処理が長期化する場合は、随時、途中経過等を事故報告書等で報告を行う。
(３)最終報告 問題が解決し事態が終結した場合、その結果及び事故の再発防止策を事故報告書にて提出する。

（略）
(事故対策)
第７条 事業者は、発生した事故に適切に対処するため、次の各号に掲げる措置を行うよう努めなければならない。
(１) 事故発生時に適切に対応を行うための事故対応マニュアルの整備及び職員及びサービス従事者への周知
(２) 発生した事故に対する原因の解明及び再発防止対策
(３) 前２号に掲げるもののほか、事故の発生を防止するための措置
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事故等報告書（様式）
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・「介護現場における（施設系 通所系 訪問系サービスなど）感染対策
 の手引き第２版」（令和３年３月）厚生労働省
・「高齢者の誤飲・誤食事故に注意しましょう！－医薬品の包装シー
 ト、義歯、洗剤や漂白剤の誤飲が目立ちます－」（令和元年９月１
 １日）消費者庁消費者安全課
・「老人福祉施設等危機管理マニュアル」(令和２年４月改訂) 埼玉県
 福祉部高齢者福祉課
・「介護事故防止対応マニュアル作成の手引」（平成３１年３月）福
 岡県保健医療介護部介護保険課
・「高齢者介護施設における感染対策マニュアル改訂版」（平成３１
 年３月）株式会社三菱総合研究所
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