
医療・介護ベッドの事故と対策 
介護ベッドにできること 

2017年9月27日 



●設立：平成14年12月               
●目的：                                  
より安全な医療・介護ベッドならびに
周辺機器の開発・普及、及びその正し
い使用方法について周知徹底を図り、
利用者が安心して使用できる環境の構
築に業界として取り組む事。 

●会員：7社（五十音順）                                                         
アイシン精機株式会社                           
シーホネンス株式会社                               
パラマウントベッド株式会社                            
フランスベッド株式会社                      
プラッツ株式会社                                  
モルテン株式会社                

株式会社ランダルコーポレーション                        

会長 木村憲司 （パラマウントベッドホールディングス株式会社 代表取締役会長） 

理事 池田茂  （フランスベッド株式会社 代表取締役社長） 

   増本忠次 （シーホネンス株式会社 代表取締役社長）      
    岡島正和 （株式会社ランダルコーポレーション 代表取締役社長） 

監事 福山明利 （プラッツ株式会社 代表取締役社長） 
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医療・介護ベッド安全普及協議会 



ＨＣＲ  バリアフリー 

セミナー活動 啓発活動 

情報発信 

動画「医療・介護ベッドに潜む危険」 

平成15年 
発行部数 30,000部                     

平成18年                         

発行部数 15,000部                     

平成20年 

発行部数 50,000部                     

平成20年 

発行部数 50,000部                     

医療介護ベッド 検索 
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医療・介護ベッド安全普及協議会の活動 



 
本日の内容 

 
    １．医療・介護ベッドの基本 
 
    ２．病院での事故の概要 
 
    ３．ベッド周りでの事故と対策 
      動画「医療・介護ベッドに潜む危険」 
     
    ４．ヒューマンエラーの事故の予防 
 
    ５．介護ベッドでできること 
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１. 医療・介護ベッドの基本 
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・背や膝を上げたり 
 高さ調整ができる 
 （ギャッチ機能） 
・ベッド柵等を使用 
 することができる 

ベッド 

家具ベッド 

介護用ベッド 

病院用ベッド ・搬送用キャスター 
 がついている 
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ベッドの種類 



欧米の主流タイプ 
 
サイドレールとベッドが一体 
⇒ボトムに合計４個設置 
 前後の支柱で高さ調整 
 水平と傾け 

欧州で見られるが少数派 
 
サイドレールとベッドが一体 
⇒ボード間に板状に渡す 
 リンク機構で高さ調整 
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ベッドのタイプ 1 
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日本の主流タイプ 
 ※1960年代に日本で確立されたスタイル 
サイドレールとベッドが別体 
      ⇒使うサイドレールを選べる、低床化が可能 

病院・施設 タイプ 在宅介護 タイプ 

搬送を目的としキャスタが取り
付けられている 

容易に貸与が出来るよう分割式
のタイプが多い 

ベッドのタイプ 2 



ベッドに寝ている人の転落
や寝具の落下を防ぐための
製品 

ベッド上での起き上がりや 
ベッドからの立ち上がりなどの
動作を補助するための製品 
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病院・介護ベッドにはいろいろな柵が取り付けられます。 

サイドレール 
（柵） 

ベッド用グリップ 
（手すり） 

“サイドレール”“手すり”とは 



日本及び欧米における福祉用具の位置づけ    

補聴器 
視力補正用眼鏡 
視力補正用レンズ 
医療用吸入器 
医療用吸引器 

車いす 
リフト 
介護用ベッド 
歩行車･歩行器 
杖 等          

入浴用品 
操作用具 
         等 
 
 

日本 

米国   
ＥＵ    

福祉用具 

医療機器「薬事法」 

医療機器 

消費生活用製品 

「連邦食品・医薬品・化粧品」 
「医療用具指令」 

「福祉用具のニーズ・苦情･事故に関する情報提供システムの調査研究事業報告書」 
公益財団法人テクノエイド協会 より 

介護用ベッドの位置づけ 



２. 病院での事故の概要 
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平成２６年死因簡単分類別死亡数（厚生労働省統計データ） 
 総数 約127万人 （男66万人 、 女61万人） 

・
・
・ 

内訳 
  新生物  約37.6万人（男22.3万人 、女15.3万人） 
  循環器系 約34.6万人（男16.3万人 、女18.3万人） 
  呼吸器系 約20.4万人（男11.5万人 、女 8.9万人） 

不慮の事故 約4.0万人（男 3.3万人 、女 1.7万人） 
 不慮の窒息 約1.0万人（男 0.5万人 、女 0.5万人） 
 転倒転落  約0.8万人（男 0.5万人 、女 0.3万人） 

 交通事故  約0.6万人（男 0.4万人 、女 0.2万人）    
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その前に、社会の統計のご紹介 



内閣府「平成27年版高齢社会白書」より 

現役世代 

高齢者 
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日本の高齢化の推移と将来推計 



0

1,000

2,000

3,000

4,000

高齢者全体 

認知症の人 

（率増加） 

認知症の人 

（現状有病率） 

（万人） 

認知症有病者 
約７００万人 

高齢者の５人に１人！ 
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高齢者人口と認知症有者数の将来推計 



（千人） 
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病院に関する統計 



自立歩行中 
車椅子使用中 

入浴・排便・排尿中 
診療・検査中 
ベッドから 

ストレッチャーから 

誤投薬 
飲み忘れ・飲み違い 

点滴速度誤調整 
点滴漏れ 
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病院内での事故は？ 

 
病院の患者さんの半数以上が６５歳以上 
院内事故の１／６程度は転倒・転落事故 

 



事業者：400 

事故数：1082 

http://www.city.setagaya.lg.jp/kurashi/105/880/890/896/d00015853_d/fil/15853_15.pdf 

事故概要 世田谷区 平成26年介護保険事故報告書より 1 
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介護付有料老人ホーム ：592件、2.6件/施設 
特別養護老人ホーム ：183件、3.9件/施設 
グループホーム  ：  83件、2.6件/施設 
介護老人保健施設 ：  76件、2.7件/施設 

事故概要 世田谷区 平成26年介護保険事故報告書より 2 



  事故要因は？ 

転倒：590件/54％ 
転落： 54件/  5％ 
合計：644件/60％ 

介護保険利用者が全国で６２２万人とすると１８万６６００件の
事故があり転倒転落事故で１１２０００件あると推定される。 

事故概要 世田谷区 平成26年介護保険事故報告書より 3 
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下肢の79.4％は「大腿骨」 

事故概要 世田谷区 平成26年介護保険事故報告書より 4 



事故はどこで起きる？ 

 
在宅での高齢者の事故 
 
部屋で転倒するなどして、 
足腰や頭に受診が必要なケガをする 
骨折など入院が必要なることも少なくない 
 

事故概要 世田谷区 平成26年介護保険事故報告書より 5 



３. ベッド周りでの事故と対策 
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誤操作による事故 

ベッドやサイドレール周りの 
すき間での挟み込み 

ベッドやサイドレール周りの 
すき間での挟み込み 

ベッドからの転落や転倒 ベッドの動く部分でのはさまれ 

『どこで』 『どのような事故が』 『どれくらい』発生しているか？ 



２６件 ①サイドレール（ベッド用グリップ）内の空間                              
１６件 ②サイドレールとサイドレール（ベッド用グリップ）の間                 
１１件 ③サイドレール（ベッド用グリップ）とボードのすき間                           
 ９件 ④ベッド用グリップの固定レバー周りの空間 
 ９件 ⑤サイドレールとマットのすき間             
 ５件  その他                           

① 

② ③ 

④ 

⑤ 

ベッドやサイドレール周りのすき間での挟み込み 重大事故の件数 

合計7６件 

消費生活用製品安全法 
に基づき各メーカーから 
報告された件数 
2007年7月～201７年９月 24 



注意喚起動画 （平成24年5月30日～）    
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発作、病状、症状などにより、自分の体を支えられずサイドレール等に倒れ込む可
能性のある方 
 
 ・ 自力で危険な状態から回避することができないと思われる方 
 ・ 認知機能障害などにより、ベッド上で予測できない行動をとると思われる方 
 ・ 片マヒなどの障害などにより、体位を自分で保持できない方 

特にご注意いただきたい方 

●ベッドの背を上げていて→ 体が横に倒れて→すき間に挟まる 
●ベッドから手を伸ばして→ 体を支えきれず→すき間に挟まる 
●ベッドに端座位していて→ お尻が滑り落ち→すき間に挟まる 
●ベッドから足を下ろす際→ 手すりに引掛け→転倒、転落する 
●手すりやボード乗り越え→ 足が引っかかり→転倒、転落する 
●ベッドの背を上げる時に→ 手すりに掴まり→患者の手を挟む 

× 
認知の状況 ・ マヒなどの身体の状況 ・ 服薬による眠気、ふ

らつき 

事故を予防するために 
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事故を予防するために 
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事故を予防するために 



29 

事故を予防するために 



事故を予防するために 

30 



事故を予防するために 
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（件数） 
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サイドレール周りの重大事故発生推移 
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手すり（内死亡） 

介護ベッド（内死亡） 

手すり 

介護ベッド 
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最近の発生した事故 

2017/8/5 介護ベッド用手すり 重傷

家族が昇降機能のある介護ベッドのスイッチを操作し
たところ、使用者（90歳代）の右腕が当該製品と介護
ベッドのマットレスの隙間に挟まり、負傷した。事故発
生時の状況を含め、現在、原因を調査中。

秋田
在宅
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2017/4/15 介護ベッド用手すり 死亡

使用者（90歳代）の右脚が当該製品と介護ベッドの
マットレスの隙間に挟まった状態で発見され、死亡が
確認された。事故発生時の状況を含め、現在、原因
を調査中。

大阪府
在宅

最近の発生した事故 



35 

最近の発生した事故 

2017/7/6 介護ベッド 死亡

施設で使用者が昇降機能のある当該製品のベッド
フレームの隙間に挟まった状態で発見され、死亡が
確認された。事故発生時の状況を含め、現在、原因
を調査中。

静岡県
施設



サイドレール周りの重大事故の調査結果 
（消費生活用製品安全法の公表結果より） 

非製品起因 
７５％ 

製品起因 
１６％ 

不明 
５％ 

調査中 
４％ 

製品対策                   

（安全性向上）                                                                                                     

ヒューマンエラー対策         
注意喚起 

現場の対応                                                                                                     
１．身体機能 
  運動機能の低下⇒転倒・転落のリスク大        
２．心理特性   
  新しいものへの適応に時間がかかる⇒適応が難しい          
３．認知機能障害の利用者が増加 

高齢者利用者が増加                                                                                                     
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４. ヒューマンエラーの事故の予防 



ベッドの高さを確認！ 日用品の位置を確認！ 

22cm以上 

固定を確認！ 

整理整頓 ! 
サイドレールの 

付け過ぎ？ 

事故を予防するために 転倒予防の環境整備 

38 



見えにくい側の 
手足の位置を確認！ 

テーブルの 
位置を確認！ 

ベッドの下、子どもとペットの確認！ 

スイッチの位置を確認！ 

事故を予防するために 操作時の注意 
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５. 介護ベッドでできること 



① 介護をする方の負担を軽減します。 
 

ベッドの高さが調節できるので、例えば、介護を受ける方がベッドから
移乗するときに、動作支援しやすい高さに調節できます。 

電動介護ベッドができること。 

腰痛の悪
化 
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介護をする方の負担を軽減します。 
 

ベッドの高さが調節できるので、例えば、介護を受ける方がベッドから
移乗するときに、動作支援しやすい高さに調節できます。 

② 介護を受ける方の負担を軽減します。 
 

ベッドに組み込まれた電動式の背上げ機能、膝上げ機能、高さ調節機能
が、起き上がりや立ち上がりのどの負担を軽減します。 

電動介護ベッドができること。 

血圧上
昇 
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③ 介護を受ける方の自立を促進します。 
 

起き上がりや立ち上がりなどの動作をサポートすることにより、介護を
受ける方の自立を促進します。 

電動介護ベッドができること。 
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電動介護ベッドができること。 

介護ベッドと布団の比較 
 ① 介護ベッドからの離床の方法 
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電動介護ベッドができること。 

介護動作と筋負担の試行試験結果 
公益財団法人大原記念労働科学研究所 

介護ベッドの姿勢分析結果 

自覚症調査（アンケート） 
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電動介護ベッドができること。 

布団の姿勢分析結果 

自覚症調査（アンケート） 
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介護ベッドの使用は、布団に比べて、介護労働従事者の膝や腰
に負担のかかる姿勢の発生頻度を下げるとともに、急激な姿勢
変化を抑える効果があった。特に立ち上げさせる動作で、この
傾向は顕著であった。また、負担感質問票調査から介護ベッド
は、家具ベッドや布団に比べて、「腰部」への負担が低いこと
が認められた。 

電動介護ベッドができること。 



④ 介護サービスを、より効果的に。 
 

ベッド自体が動作を補助するように設計されていますので、ホームヘル
パーなどによる介護サービスが、より効果的に行えます。 

           ⑤ ベッドとしての快適性の向上 
当協議会に加盟しているメーカーから供給されている電動介護ベッドや
用品はマットレス一枚から、各部の機構に至るまで、病院で培ったノウ
ハウが活きています。 

           ⑥ 製品安全について 
当協議会では製品の安全性向上を第一に考え活動しております。当協議
会に加盟しているメーカーから供給されている電動介護ベッドは安全性
向上のため製品改良を施しております。 

電動介護ベッドができること。 
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終わりに 
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高齢者の事故を予防しましょう 
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高齢者の事故を予防しましょう 

①身体機能の低下 
②認識・心情の影響による判断ミス 
  長年の生活習慣・経験による過信や思い込み 
③住宅設備や製品等が高齢者に不親切・不適切 
  長年使った物が修理が必要になってもそのまま使用 
④必要な情報の入手のしずらさ 
  インターネットの使用に不慣れ 
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高齢者の事故を予防しましょう 

平成24年度から平成28年度に収集した高齢者の事故 1,280件 



長期使用製品安全点検制度 
 
部品の劣化により火災や死亡事故 
などを起こす恐れがある製品に対 
しての点検制度 
 
 
 
 
 
指定はされていないが、電動ベッドも同様の点検を！ 
 
異常が疑われる現象の例 
● 手元スイッチのボタンを押してもベッド（モータ）が動かないことがある 
● ベッド（モータ）が動いたり、動かなかったりすることがある 
● モータから異常な音や振動がすることがある 
● モータが異常に熱かったり、焦げくさいにおいがすることがある 
● 電源コードや電源プラグが折れ曲がったり、破損している 
● 電源コードに触れると動いたり、動かなかったりする 
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電動ベッドの点検のお願い 



ご清聴ありがとうございました。 

●JASPA / 一般社団法人日本福祉用具・生活支援用具協会  
– 在宅用電動介護用ベッドとJISマークに関するQ&A 

• http://www.jaspa.gr.jp/standard/bed_qa.html 
 

●JASPEC / 一般社団法人 日本福祉用具評価センター  
– 福祉用具の事故情報 

• http://www.jaspec.jp/data/accident.htm 
– 福祉用具のヒヤリハット事例 

• http://www.jaspec.jp/data/hh.htm 
●メーカー（アイウエオ順） 

– アイシン精機       http://www.aisin.co.jp/product/welfare/index.html 
– シーホネンス       http://www.seahonence.co.jp/ 
– パラマウントベッド     http://www.paramount.co.jp/ 
– フランスベッド        http://www.francebed.co.jp/medical/index.html 
– プラッツ           http://www.platz-ltd.co.jp/ 
– モルテン           http://www.molten.co.jp/health/product/bed/index.html 
– ランダルコーポレーション  http://www.lundal.info/pro_sys/pro_web/ 
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