
■主催：有限会社 七七舎／ブリコラージュ
■共催：株式会社 安全な介護

どんなに「見守り」を強化しても、お年寄りの転倒事故を防止することは難しいと言われています。なぜなら、転倒
の原因には、歩行機能低下だけでなく、服薬、認知症、福祉用具、介助動作など、さまざまな要因が絡んでいるから
です。さらに、歩行中や立位からの転倒は、たとえ介護職がそばに付いて介助していても防げないことが多いのです。
「安全な介護」では、介護現場で実際に起こった事例を緻密に分析することで、職員の負担を増やさず、従来の半
分の労力で倍の効果を生む秘策を編み出しました。ぜひ、会場で体験してください(定員60名)。

●申込・問合先

●安全な介護HP　http://www.anzen-kaigo.com/
●七七舎HP　http://www.nanasha.net

03-5986-1776FAX

info@nanasha.co.jpMail

七七舎／ブリコラージュへFAXかメールでお願いいたします。
安全な介護・七七舎のホームページからも申し込むことができます。

株式会社安全な介護代表。1982
年に現あいおいニッセイ同和損保
入社。インターリスク総研を経て
2013 年 6 月より現職。高齢者福
祉施設や訪問介護事業者と一緒
に、現場で積み上げたリスクマネ
ジメントの方法論が「わかりやす
く実践的」と好評。

山田 滋
（やまだ・しげる）

講師

申込書は裏面に

▲

8,000円（団体割引 5,000円）※お支払方法については
　お申込み時にご案内いたします。

水

13:30～ 16:30時間

東京都渋谷区代々木3-25-3
●新宿駅南口より歩8分

あいおいニッセイ同和損保
新宿ビル４階会議室

場所東京
会場

水

13:30～ 16:30時間

神奈川県横浜市港南区上大岡西1-6-1
ゆめおおおかオフィスタワー内
●京浜急行・市営地下鉄上大岡駅下車より歩3分

ウィリング横浜127号室場所
横浜
会場

 ・転倒要因チェックリスト
 ・危険箇所点検記入表
 ・危険箇所改善管理表
 ・転倒リスクアセスメントシート
 ・高齢者が避けたほうがよい薬剤
 ・高齢者が気をつけたい薬と副作用
 ・向精神薬ガイドライン
 ・ご家族向けお知らせ見本　など

施設の転倒事故防止対策の現状
なぜ防げない転倒事故を防ごうとするのか？1

介護のプロとして防ぐ義務の重い転倒事故とは？
防止対策の優先順位、介護事故と生活事故という考え方2

転倒事故の原因分析とリスクアセスメント
介護職要因だけでなく、利用者要因や環境要因も調べる3

防止対策の検討は
なぜ居室の床は固いのか？転倒しても骨折をさせない対策4

転倒事故発生時の対応
経過観察後、整形受診中に意識不明、なぜ頭部触診を怠ったのか？5

受講料

ご自宅での
アクシデント

などのご連絡
をお願いしま

す。

よろしくお願
いします

連絡をお願

転倒・転落アセスメントシート■スコアは該当すればその点数を、該当しなければ0点を記入してください。
フロア名　

介護士氏名お客様氏名

　　月　　日 　　月　　日 　　月　　日

年齢 65歳以上である。

2
既往歴 転倒・転落したことがある。

2
平衡感覚障害がある。

2
視力障害がある。
聴力障害がある。
足腰の弱り、筋力低下がある。

3
四肢のどれかに麻痺がある。しびれ感がある。
硬縮や変形の骨・関節異常がある。自立歩行ができるが，ふらつきがある。

3
車椅子・杖・歩行器・ストレッチャー・リクライニング車椅子を使用している。自由に動ける。

2
移動に介助が必要である。寝たきりの状態であるが、手足は動かせる。認知症がある。
不穏行動がある。
判断力、理解力、記憶力の低下がある。見当識障害、意識混濁がある。睡眠薬、抗不安薬、抗うつ薬、抗精神病薬抗癲癇薬、抗ヒスタミン薬、抗アレルギー薬筋弛緩薬、5種類以上の薬を服用降圧剤、血糖降下剤、排尿障害治療剤鎮痛剤、麻薬
尿・便失禁がある。
頻尿
トイレまで距離がある。
夜間、トイレに行くことが多い。ポータブルトイレを使用している。車椅子トイレを使用している。膀胱留置カテーテルを使用している。排尿には介助が必要である。脱水症状がある。
貧血症状がある。
リハビリの開始時期、訓練中である。症状やADLが急に回復・悪化している時期である。ナースコールを押さないで行動しがちである。ナースコールを認識できない。行動が落ち着かない。
何事も自分でやろうとする。環境変化（新規入所・ショート初回利用）が大きい 1危険度１：1～9点　転倒・転落の恐れがある。 合計危険度２：10～19点　転倒・転落を起こしやすい。 危険度
危険度３：20点以上　転倒・転落をよく起こす。最近の転倒事故（ヒヤリハット）の情報【家族情報などから、転倒場面や時間など具体的に】

（2022年　練馬区社会福祉事業団リスクマネジメント委員会作成）
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（2022年　練馬区社会福祉事業団リスクマネジメント委員会作成）

環境変化（新規入所・ショート初回利用）が大きい危険度１：1～9点　転倒・転落の恐れがある。

頻尿
トイレまで距離がある。
夜間、トイレに行くことが多い。ポータブルトイレを使用している。車椅子トイレを使用している。膀胱留置カテーテルを使用している。排尿には介助が必要である。脱水症状がある。
貧血症状がある。
リハビリの開始時期、訓練中である。

排泄

即活用できる
　　ツール付き

明日から

即活用できる
　　ツール付き

明日から

睡眠薬、抗不安薬、抗うつ薬、抗精神病薬抗癲癇薬、抗ヒスタミン薬、抗アレルギー薬筋弛緩薬、5種類以上の薬を服用降圧剤、血糖降下剤、排尿障害治療剤

尿・便失禁がある。

2

1

トイレまで距離がある。
夜間、トイレに行くことが多い。ポータブルトイレを使用している。車椅子トイレを使用している。膀胱留置カテーテルを使用している。排尿には介助が必要である。脱水症状がある。
貧血症状がある。
リハビリの開始時期、訓練中である。症状やADLが急に回復・悪化している時期である。ナースコールを押さないで行動しがちである。ナースコールを認識できない。行動が落ち着かない。
何事も自分でやろうとする。
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おみやげ
付き！

プログラム
内容

センサー も 見守り も 不要 

ウィリング横浜127号室

AD倶楽部の会員は
団体割引適用

日9月

日10月26日
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娘さんと同居のＡさん（男性 78 歳）は、医師
から塩分を減らすように言われますが、聞き
入れません。漬物に醤油をかけて食べます。
ある時、娘さんの都合で老健のショートステイに入所しまし
たが、「こんなまずい飯食えるか！」と言って、半量しか食べま
せん。そして入所後3日目に急にふらつきが出て３回転倒し骨
折しました。

Ａさんは居宅では医者の言うことも聞かずに塩分取り放題で

した。塩分取り過ぎ生活に慣れてしまっ
たAさんが、老健のショートの塩分控えめの健
康的な食事を取るとどうなるでしょう？　しかも半量
しか食べていません……。

転倒事故防止対策 受講申込書ポジティブリスク
マネジメントセミナー

安全な介護では事故事例を緻密に分析することで
見えてくる施策を具体的に提案しています

受講者ご氏名

施設名

施設ご住所

〒

（　　　　　　  ）                       - （　　　　　　  ）                       -

@

TEL FAX

メール

職種・役職

ブリコラージュ読者

その他【   AD倶楽部   】　
参加会場

割引
団体名

※ご希望の会場に○をつけてください ※○をつけてください

横浜 　　・　 　東京

info@nanasha.co.jpMail
ご記入のうえFAX送信してください メールでお申し込みの際は、上記の項目を明記のうえご送信ください

03-5986-1776FAX

塩辛いものが大好きなＡさん、
ショート3日目に続けて
転倒。なぜ？

事故例

1

原因分析のヒント！ 原因分析のヒント！

受講申込書ポジティブリスク

解決策はセミナーで！

特養入所者のＢさんは「おお寒い」が口
癖で、夏でも電気毛布を放しません。高
血圧症のためフロセミドを服用しています。
なぜか離床時から朝食前だけふらついて転倒しそうになりま
すが、朝食後は杖歩行でしっかり歩けます。看護師は転倒の
原因は電気毛布による脱水だと言って、毛布を取り上げよう
としますがＡさんは放しません。

看護師は B さんの転倒の原因を電気毛布による
脱水と決めつけています。しかし、Bさんが飲ん
でいるフロセミドはループ型利尿剤と
呼ばれる血圧降下剤です。さあ、本当の犯人はどち
らでしょう？

夏でも電気毛布を放さない
Ｂさんは早朝に何度も転倒します。
なぜ？

事故例

2

血圧症のためフロセミドを服用しています。
なぜか離床時から朝食前だけふらついて転倒しそうになりま


