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2　個別のテーマの検討状況

【３】ベッドなど病室の設備に関連した医療事故

本報告書では、報告された医療事故のうち、「事故の概要」のコード情報の中から「療養上の世話」

および「その他」に関するコードを選択した事例、もしくは、それ以外で報告の内容がベッドなど病

室の設備に関連する事例について抽出をおこない、病室の設備を「ベッドおよびベッド柵」、「床頭台」、

「オーバーテーブル」、「ナースコール」と限定し、分析を行った。

（１）ベッドなど病室の設備に関連した医療事故の現状　

平成２１年 1月 1日から３月３１日の間に報告されたベッドなど病室の設備に関連する医療事故事

例は、病棟ではロック式とロック無しのオーバーテーブルの２種類が患者のＡＤＬにあわせて使用さ

れていたが、患者自身がそのことを知らず、他の患者のオーバーテーブルを移動の補助に使用して起

きた事例１件であり、概要等は図表Ⅲ - ２- １７のとおりである。

（２）ベッドなど病室の設備に関連したヒヤリ・ハット事例の現状　

第３０回ヒヤリ・ハット事例収集において報告されたベッドなど病室の設備に関連した事例につい

て分析を行った。

記述情報のテーマにあげられた「ベッドなど病室の設備に関連した事例」の内容を、「ベッドおよ

びベッド柵」、「床頭台」、「オーバーテーブル」、「ナースコール」として分類した（図表Ⅲ - ２- １８）。

報告された事例の中から２６件の事例概要を図表Ⅲ - ２- １９に示す。
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図表Ⅲ - ２- １７　ベッドなど病室の設備に関連した医療事故事例の概要

No.
事故の
程度

事故の内容 背景・要因 改善策

1
障害の
可能性
（低い）

オーバー
テーブル

患者は、向かいのベッドにい
る他の患者に話をしようと移
動し、相手の使用しているロッ
クの無いオーバーテーブルに
手をついたところ、転倒した。

患者は歩行訓練中であり、付
き添って室内トイレには歩行
している状況であった。患者
は歩行が不安定であったため、
ロック付きのオーバーテーブ
ルを使用していたが、向かい
の患者は行動に問題がないた
め、ロック無しのオーバーテー
ブルであった。病棟にはロッ
ク付きのオーバーテーブルと
ロック無しのオーバーテーブ
ルがあり、使用する患者の状
態により使い分けていた。当
該患者は他の患者のオーバー
テーブルもみな自分と同じ
ロック付きだと思っていた。

・歩行時はナースコールをし
ていただき看護師が付きそ
う。
・病棟内のオーバーテーブル
を順次ロック付きに変えて
いく。

図表Ⅲ - ２- １８　ベッドなど病室の設備に関連したヒヤリ・ハット事例の発生分類
分類 件数

ベッドおよびベッド柵 40

オーバーテーブル 23

床頭台 6

ナースコール 4

合　計 73
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図表Ⅲ - ２- １９　ヒヤリハット事例　記述情報（ベッドなど病室の設備）
No. 具体的内容 背景・要因 改善策
【ベッドおよびベッド柵　16件】　他類似事例　24件

1

透析終了後、ベッドからストレッ
チャーへ患者を移乗する際、スライ
ド式ベッド柵を降ろそうとしたら
患者の左膝に柵があたり、擦過傷を
負わせてしまった。

毛布で膝が見えなかった。不注意で
あった。慌ただしかった。

・患者を移乗する前、必ず障害物を
除去し目視できる状態にしてから
ベッド柵をおろす。

2

患者の転倒転落防止対策として
ベッド右側を壁際に寄せていた。
ベッドコントローラーを患者が押
し、頭部側が上がり枕灯にベッド柵
があたって枕灯固定部から折れて
しまった。

認知障害がある患者と分かってい
たのに、ベッドコントローラー電源
を入れたままで患者がボタン操作
をできる状態にしてあった。リスク
感性に対する教育の問題。

・カンファレンス、ＫＹＴ（危険予
知トレーニング）による危険因子
の教育。

3

訪室時、患者は座っている状態で左
下腿がベッド柵に挟まっているの
を発見した。発見時、挟まっていた
のは下腿３分の１の位置であった
が、外したあと観察すると左膝の内
外側にベッド柵による圧迫の跡が
赤く残っていた。苦痛表情、腫脹は
みられなかった。

体動の多い患者であり、覚醒して坐
位になった時に倒れたのか、起き上
がろうとして足がベッド柵から出
たのかは不明である。ベッド柵か
ら足を出すことを予測した保護（対
策）がなかった。

・ベッド柵にクッションを置き、下
肢が出ないようにする。
・ベッド柵に保護クッションが巻か
れてあるが、一部外れているので
修理する。

4

朝食介助のため、患者の右側のクッ
ションを外した。食事介助終了１時
間後、オムツ交換に他の看護師が行
くと患者の右下肢が右側のベッド
柵とマットレスの隙間に入り込ん
でおり第１趾が表皮剥離していた。

援助後のクッションの当て忘れが
あった（点検、確認行為の不十分）。

・クッションをきちんと当てる。
・クッションを当てたことを声出
し、指差し確認する。

5

電動ベッドの高さを上げた際に、
ベッド柵がドア取手に当たってい
たが、気付かずにそのまま上げ続
けたため、ベッド柵が折れてしまっ
た。患者にケガはなかったが、何ら
かの形でケガをさせてしまう恐れ
は十分に考えられた。

カーテンでドア取手が隠れていた
状態であった。注意・確認が不十分
であった。

・確認の徹底および電動ベッドの恐
ろしさを周知させる。

6
訪室時、マットとベッド柵の間から
患者が足を出して右足がマットと
柵に挟まっていた。

患者はテレビを見るために自力で
動いて挟まったと思われる。

・ベッドとテレビの配置を変更し
た。

7

患者は頭元のベッド下に落ちた
ボールペンを拾おうとして、頭側の
ベッド柵とマットレスの間から手
を入れた。患者から、「隙間に肘ま
で手を入れ抜けなくなった。３０
分間も頑張ってみたが・・」とナー
スコールがあった。肘関節がしっか
り入り込み抜けず、施設課に連絡し
た。頭側のベッド柵のネジを緩めて
もらい外すことができた。外傷はな
かった。

マットレスが頭側ベッド柵にしっ
かり付けてないと腕まで入る隙間
がある。ベッド下に落ちた物を寝た
ままで拾おうとした患者の行為に
無理があった。

・できるだけ頭側ベッド柵にマット
レスが付くように、ベッド作り時
や環境整備時にする。
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No. 具体的内容 背景・要因 改善策

8

倦怠感により力がはいらず、電動
ベッドで上半身を上下している患
者であった。電動ベッドでの上下を
頻回に行っていた。ベッド柵とベッ
ドの間に点滴ルートが挟まり、三方
活栓が壊れそこから点滴が漏れて
しまった。末梢は使用可能であった
ため、生食ロックして、新しいルー
トをつなぎかえて点滴を再開した。

起こりうる危険を意識して、環境の
整備を行えなかった。ベッドの上下
が頻回になれば、ルートが挟まるリ
スクがあると考えられなかった。

・今の状態を継続するとどのような
危険があるのかを考えて環境を整
えていけるようにする。
・基本的なルート類の整理を徹底す
ることを確認した。

9

ベッド上で清拭中、患者に右側臥位
になってもらったところベッドの
車輪が突然脱落してベッドが傾い
た。ベッドの車輪固定用のネジが脱
落していた。

電動ベッドについては、スイッチを
押して正常に作動するかどうかは
点検しているが、車輪のネジの定期
点検は行っていなかった。メーカー
によるメンテナンス契約はしてい
なかった。

・業者に連絡をして、院内の全ベッ
ドの車輪を緊急点検した。
・ネジがゆるんでいるものは締め直
し、修理が必要なものは修理した。
・今後ベッド購入時にはメンテナン
ス契約も含めて検討する。

10

開腹手術後、患者を手術室ストレッ
チャーから病棟ベッドに移動する
際に、患者の不穏状態が強くなり
体動が激しく、ストレッチャーは幅
が狭い為、転落の危険性が高いと判
断した。病棟ベッドに急いで移動さ
せようとして、医師、看護師、３名
がべッドに乗り、患者を移動した終
えたところ、ベッドの高さが一番高
い位置から一番下まで落ちた。患
者、医療者は転落することなく影響
がなかったが、ベッドの高さ調節の
シャフト部分の部品一部（金属）が
粉砕し破損しており高さ調節がで
きなくなった。

ベッドの安全動作荷重１７０kg
（マットレス・サイドレールなどの
備品を含んだ状態でベッドの高さ
を調節できる最大荷重）をオーバー
した。・ベッドの製造年が１９９１
年で経年劣化があった。１回 /年の
通常の目視点検では経年劣化まで
確認できない。ベッド上の患者移動
時には介助者はベッドの上には乗
らず、移乗ボードを使用する取り決
めであったが咄嗟の時には遵守し
ていなかった。

・ベッドの上に介助人は乗らない。
・移乗ボードの使用を周知徹底す
る。
・定期点検の方法の検討。
・新しいベッドと順次入れ変えてい
く。

11

ベッドアップ用のハンドルは使っ
たら畳み戻すことは、医療者側は常
に徹底して行っていた。面会に来た
家族がベッドアップしていたもの
を元に戻そうとハンドルを操作し
た後、ハンドルを畳まない状態で
あったところ、近くを移動した患者
がハンドルに接触してしまい左下
腿に切創を負った。ハンドルカバー
は破損して付いていなかった。

患者周辺物品の管理不十分。 ・破損部位の修理。
・患者周辺物品の管理の徹底。

12

患者家族が、冷ましておいたお茶が
入った湯飲みを持って後ろに下が
ろうとした時、きちんと収まってい
なかったベッドのギャッジアップ
ハンドルが障害となり、後ろ向きに
転倒した。左ひじ打撲、擦過傷、お
茶は全量衣類にこぼす。頭部の打撲
はなかった。

食事でベッドを起こした際、ハンド
ルを内側に収めてなかった。

･ 発生病棟での事例共有とハンドル
を収めておくことの徹底。
・ 看護師長会で、同様の共有と徹底。
・医療安全管理委員会のベッド周辺
環境整備のラウンド時、ギャッジ
アップハンドルの状態をチェック
する。不適切な職場があった場合
は、職場での改善を促す。



- 135 -

2　個別のテーマの検討状況

No. 具体的内容 背景・要因 改善策

13

本来ベッド柵が完全に倒れないよ
うにストッパーが柵に装着されて
いた。患者は説明が柵に書いてあっ
たので知っていた。ストッパーが柵
の下まで落ちていたため機能せず
患者は手を挟んでしまった。

ストッパーが自然に下まで落ちた
状態では、柵も勢いよく完全に倒れ
てしまう。ストッパーが下まで落ち
る可能性等を含め、看護師がストッ
パーを認識していないので、注意を
行っていなかった。

・ストッパーを安全策として使用す
る。
・入院時のオリエンテーションで、
ストッパーの取れたものがあるた
め、病棟管理として定期的に点検
を行う。

14

食事介助の必要な患者の朝食後に
ベッドアップをした。その後、看護
助手より患者がベッドアップした
まま左側に体が倒れ、ベッド柵の間
から頭部が出てしまっていると報
告を受けた。

患者は小柄であった。左完全麻痺が
あり朝食介助のためベッドアップ
したときには座位安定しており、支
えのクッションや枕を置かなかっ
た。頻回に訪室する必要があった。

・小柄な患者に対してはベッド柵の
間から体が出てしまわないよう予
防のための薄い枕等を、マットと
柵の間に入れ込むようにする。

15

ナースコールが鳴り訪室すると、患
者がベッド横にしりもちをついて
いた。当直医に報告し様子観察と
なった。患者はポータブルトイレに
移動しようと思い、ナースコールを
押したつもりが、ベッドのリモコン
を押しベッドが高く上がっていた。
誰も来ないため、ひとりで移動でき
ると思い転倒した。

ナースコールとベッドのリモコン
を間違った。下肢筋力低下で立位困
難であった。

・Ｎｓコールは手元に置き、ベッド
のリモコンは離して設置。ベッド
柵は４点使用し自己で降りれない
ようにした。

16

ベッドの頭側ボードの隙間に頭が
入った状態を発見した。

臥床状態であるが、自分で体幹部を
動かしながら、頭側へと移動するこ
とがあり、頭がベッドの隙間中に入
ることは考えられたが、それを防止
するため保護帽の装着やクッショ
ン枕を置くなど対策をしていた。し
かし、頭側への動きが少なくなって
いた事もあり、今回は防止策を取っ
ていなかった。患者の突然の行動の
出現への判断不足があった。

・防止策の継続。

【オーバーテーブル　6件】　他類似事例　17件　　

17

患者の体重測定を行った。自室へ簡
易体重計を持って行きベッドサイ
ドで測定を準備した。患者がベッド
から降りる時、オーバーテーブルを
抑えて立ち上がろうとしたがテー
ブルが動いた。看護師はオーバー
テーブルが動かないよう抑えてい
たが、そちらに気を取られているう
ちに、患者はフラつきベッド横の床
頭台に右側胸部を打ち打撲してし
まった。

患者のＡＤＬに変化があった事に
気付かなかった。情報収集不足であ
り、体重測定の手段を間違ってし
まった。

・患者のＡＤＬに沿った手段をとる
（車椅子用体重計の使用など）。
・移動時は固定されたもの（廊下の
手すり等）をつかまるようにする。
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No. 具体的内容 背景・要因 改善策

18

患者はベッド周囲に付いている
カーテンの上部がレースになって
いることで、天井の蛍光灯の明かり
をまぶしいと思ったため、自分で
レース部分を折り曲げようとして、
オーバーテーブルの上に乗り、テー
ブルが動いて転落した。カーテンを
持ったままだったため、外傷はな
かった。

カーテンを気にする様子が見られ、
以前にも自分で直していたらしい
（どのように行ったのかは不明）が、
どのようにしていたのかを探求し
ていなかった。今回、全病室のカー
テン洗濯があり、通常の状態で付け
替えたところだった。患者は認知症
があるが、自分の意志のもとでテー
ブルに乗った（きちんと覚えてい
る）。自分で動かないようにと、テー
ブルをベッドにくっつけて乗った
とのこと。カーテンの洗濯後、付
け替える時点で前と同じ（患者の好
み）にするべきだった。

・カーテンの調節（レース部分を折
り曲げる）を行った。
・オーバーテーブルには乗らないよ
うに説明した。

19

食事のため立とうとして、オーバー
テーブルに手をついたら動いてし
まい、思いっきり転び、右の肩から
上肢、膝、あごなどをぶつけた。

患者のベッド柵は、左側に L字柵、
右側に差し込み柵がついていたが、
端座位になっていたので、柵が倒
れていた。差込柵は、オーバーテー
ブルより低く咄嗟に身体を支える
には、オーバーテーブルが持ちやす
かった。しかしオーバーテーブルは
ロックがかからないタイプだった。
環境整備の問題が背景にあった。患
者は浮腫もひどくトイレに移動時
も支えがないと、転倒の危険があっ
た。

・オーバーテーブルをロックタイプ
にする。
・支えられるベッド柵を高い物に変
更する。

20

患者はポータブルトイレで排尿後
に立ち上がろうとした時、ベッドサ
イドの足元の柵につかまった。その
際、患者はその柵にかかるように
なっていたオーバーテーブルにつ
かまり、オーバーテーブルが倒れた
ために転倒してしまった。患者は普
段は立ち上がりにはベッド柵を使
用していた。

ベッド柵にオーバーテーブルがか
かるようになっていた。視力障害が
ある患者であった。

・オーバーテーブルの利用はせず、
別の方法で食事をしてもらうこと
にした。
・ベッドサイドの環境整備オーバー
テーブルをベッドの内側につけ
る。

21

大きな音がしたため病室を見ると
患者Ａの使用しているオーバー
テーブルが倒れ、キャスターが１ヶ
所はずれていた。テーブルの上に置
いてあったノートパソコン等が落
下し、マウスのＵＳＢ接続口が変形
してしまった。周囲の患者に怪我は
なかった。患者Ａによると「テーブ
ルを少し動かそうとしたら一瞬動
きが悪いような気がした。テーブル
が斜めになったなと思ったらその
まま向こう側に倒れてしまった。」
とのことだった。オーバーテーブル
は施設係職員に点検・修理してもら
い使用可能となった。

オーバーテーブルの点検が不十分
だった。

・シーツ交換時（１回／週）、ベッ
ド点検と共にオーバーテーブル・
サイドテーブルの動きが悪くな
いか、ガタつきがないかを必ず
チェックし、異常が感じられたら
早期に点検・修理してもらう。
・管財課等による定期的な点検を検
討する。
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No. 具体的内容 背景・要因 改善策

22

患者はベッド端座位で移動式の
オーバーテーブルにもたれるよう
にして眠っていたが、オーバーテー
ブルが前に滑り、ベッドサイドに
しゃがみこんだ。満腹による呼吸苦
で、臥位で眠れない状態であった。
外傷はなかった。

観察不足であった。マイスリーを内
服しており、不安定なオーバーテー
ブルの使用による危険性を察知す
るべきであった。起座位で安定感の
ある体位を工夫する必要があった。

・訪室する。

【床頭台　2件】　他類似事例　4件　

23

床頭台の引き出し内部のストッ
パーが外れており、引き出した勢い
で引き出しがはずれ患者の右足の
上に落ちた。

不明 不明

24

音がしたため訪床したところ、患者
がベッドサイドで横たわっている
ところを発見した。患者は立とうと
して、床頭台に手をかけたところ、
床頭台が動き滑り落ちたとのこと
であった。

床頭台にストッパーがなかったが、
患者が離床の際に床頭台を支えに
動いた。

・ベッドに移乗しない側に床頭台を
設置する。
・床頭台をストッパー付きの物に交
換する。
・患者へ床頭台を支えにしないよう
指導する。

【ナースコール　2件】　他類似事例　2件　

25

ナースコールのコードを緩みをも
たせ、ベッド柵にまきつけていた。
退室時、患者の手元にベッドコン
トローラーを置いていた。患者が
ギャッジベッドをおろす際、コード
を引っ張られ、ナースコールが根元
から切れているのを発見した。

患者が、自分でギャジベッドをおろ
すことを予測していなかった。

・患者が活動できる範囲を職員は把
握する（情報の共有：看護計画の
具体的立案）。
・患者の療養環境の整備。

26

患者は点滴中であったが、ナース
コールが届かない位置に置いて
あったため、点滴が漏れていたのに
ナースコールが押せなかった。大き
な声で知らせ、看護師が気付き対応
した。

訪室時の確認不足。環境整備不足。 ・訪室時は必ずナースコールの位置
を確認する。
・その他ベッド周りの環境整備を行
う。


