
別記御中

平素より、厚生労働行政の推進につきまして、ご協力を賜り、厚く御礼申し

上げます。

今般、介護べッドに係る消費者事故が発生していることを受け、呂1俳氏の「介

護べッドに関する注意喚起について(依頼)」(令和2年10月19日付厚生労

働省老健局高齢者支援課ほか連名事務連絡)を都道府県等に対して発出しま

した。

貴会におかれましては、男1俳氏の内容についてご了知いただくとともに、会員

各位に対し、男1採氏の内容についてご周知いただきますようぉ願いいたします。

介護べッドに関する注意喚起について(依頼)

厚生労働省老健局高齢者支援課

認知症施策・地域介護推進課

老人保健課

事務連

令和2年10月

閥1俳氏】

「介護べッドに関する注意喚起について(依頼)」(令和2年10月19日付厚生

労働省老健局高齢者支援課ほか連名事務連絡)
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公益社団法人全国老人保健施設協会

一般社団法人日本慢性期医療協会

日本介護医療院協会

公益社団法人日本看護協会

公益財団法人日本訪問看護財団

一般社団法人全国訪問看護事業協会

一般社団法人全国デイ・ケア協会

一般社団法人日本訪問りハビリテーション協会

一般社団法人日本りハビリテーション病院・施設協会

一般社団法人日本言語聴覚士協会

一般社団法人日本作業療法士協会

公益社団法人日本理学療法士協会



各

都道府県

指定都市

中核市

介護保険担当主管部(局)

日頃より厚生労働行政の推進につきまして御理解・御協力を賜り、厚く御礼申

し上げます。

今般、消費者庁から別添のとおり「介護べッドに関する注意喚起について(依

頼)」(令和2年10月12日付け消安全360 号消費者庁消費者安全課長通知)が

発出されました。

令和2年9月16日消費者庁プレスリリース資料「介護べッドと柵や手すりと

の間に首などが挟まれる事故に注意一毎年死亡事故が発生していますー」(参考

資料2参照)のとおり、介護べッドは使用方法により重大事故につながることが

あります。

つきましては、介護べッドを安全に御使用いただくため、別添の内容について

十分御了知いただくとともに、管内市町村、サービス事業所等に対する周知等を

お願い致します。

厚生労働省老健局高齢者支援課

認知症施策・地域介護推進課

老人保健課

介護べッドに関する注意喚起について(依頼)
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<添付資料>

0別添

「介護べッドに関する注意喚起について(依頼)」(令和2年10月12日消安全

第360号消費者庁消費者安全課長通知)

以上



0参考資料1

「介護べッドに関する注意喚起(依頼)」(令和2年消安全第 326 号消費者庁消

費者安全課長通知)

0参考資料2

令和2年9月16日消費者庁プレスリリース資料「介護べッドと柵や手すりとの

間に首などが挟まれる事故に注意一毎年死亡事故が発生していますー」

<参考情報>

0消費者庁

重大製品事故に関する公表資料・介護べッド用手すりについての注意喚起等

htt s://W卿. caa.0.'/ olicies/ olic /consumer_safet /release/2020/

htt s://W卿. caa.0.'/notice/entr /020529/

0政府広報オンライン

ここにご注意!高齢者の製品事故不注意や誤使用で思わぬ事故に。

htt s://W四. OV-online.0.'/useful/atticle/201409/3. html

0医療・介護べッド安全普及協議会

安全対策に関するパンフレット、医療・介護べッド安全点検チェック表を公表

しています。

htt ://W四. bed-anzen. or /

0独立行政法人製品評価技術基盤機構(NITE)

平成 30年9月13日(木)

安全な暮らしを高齢者と共に~事故を防ぐ注意ポイントを紹介~

htt s://"艸. nite.0.'/'iko/chuikankv ress/2018fy/ rS180913 html



厚生労働省老健局高齢者支援課長殿

平素より、消費者行政の推進に御理解・御協力をいただき、誠にありがとうございま

す。

消費者庁では、 9月16日付けで、消費者に向けた注意喚起「介護べッドと柵や手す

りとの間に首などが挟まれる事故に注意一毎年死亡事故が発生していますー」の公表を

行いました。関連して、同日に「消費者庁Twitter」、「消費者庁F印obook」でも発信し、

消安全第326号「介護べッドに関する注意喚起(依頼)」(消費者庁消費者安全課長通知)

により、都道府県・政令指定都市消費者行政担当課長宛てに周知を依頼しました。

貴省におかれましても、関係機関等へ御周知くださいますようぉ願いいたします。

介護べッドに関する注意喚起について(依頼)

t肖安全 360 号

令和 2年10月12日

別添

消費者庁 消費者安全課長

公印省略)

参考資料1 才肖安全第326号「介護べッドに関する注意喚起(依頼)」(消費者庁消費者

安全課長通知)

参考資料2:令和2年9月16日消費者庁プレスリリース資料「介護べッドと柵や手す

りとの間に首などが挟まれる事故に注意一毎年死亡事故が発生していますー」

<本件問合せ先>

消費者庁消費者安全課朝倉、睦門

TEL :03-3507-9137 (直通)

以上



都道府県・政令指定都市消費者行政担当課長殿

平素より、消費者行政の推進に御理解・御協力をいただき、誠にありがとうございます。

本日、別添により消費者に向けた注意喚起「介護べッドと柵や手すりとの間に首などが

挟まれる事故に注意一毎年死亡事故が発生していますー」の公表を行いました。関連して、

同日に「消費者庁Twitt.r」、「消費者庁FO0.book」でも発信しました。

各地方公共団体におかれましては、別添資料を御活用いただき、管内の消費者に対する

周知・啓発に御協力をお願いいたします。

なお、本通知の内容につきましては、管内の市区町村へ御周知くださいますようぉ願い

いたします。

介護べッドに関する注意喚起について(依頼)

消安全第 326 号

令和 2年9月16日

巨再^

消費者庁消費者安全課長

(公印省略)

<本件問合せ先>

消費者庁消費者安全課朝倉、睦門(むつかど)

TEL 03-3507-9137 (直通)
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介護べッドと柵や手すりとの間に首などが挟まれる事故に注意

一毎年死亡事故が発生していますー

'^

高齢者が介護べッドと柵や手すりとの間に首を挟んで死亡する事故が毎年発生し

ています。介護べッドを利用される方は、以下の点を再度確認し、事故を防ぎましょ

つ。

1.隙間に注!

〆ベッドや手すりの組合せによっては、隙間が大きくなり、頭や首、手足が入り

込みます。隙間を埋める対応品、全体を覆うカバーやクッションなどで隙間を

埋めて使用しましょう。

》平成 21年に JIS が改正され、ベッド用手すりの隙間の見直しなどが行われて

います。古いべッドをお使いの方は特に注デしましょう。

,.

News Release

2. 転倒に注,!

ベッド周りは常に整理整頓し、利用者が無理な姿勢を取っていないか確認しま

しょう。

ベッド作に注意

電動べッドにより、ベッドと床との間や手すりとマットレスの間に挟まる事故

も発生しています。手元スイッチは安全な場所にき、利用者の手足の位置を

確認してから動かしましょう。

少'

匡毛^

令和2年9月16日
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1.介そべッドの柵及び手すりについて

在宅介護のため、家庭で介護べッドを利用する方も多いのではないでしょうか。介

護べッドは、ベッドの高さを調節する機能や、背上げ、膝上げ機能があり、ベッド用

の柵及び手すり(以下、「手すり等」という。)を取り付けることができるものを言い

ます。医療・介護用べッドの国内生産台数は近年20万台付近で推移しており、また、

介護保険における介護べッド及び手すり等付属品貸与の給付件数は平成 19年以降、

増加傾向にあります(図 1)。
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手すり【ベッド用グリップ】
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柵(サイドレール)は、ベッドを使用者の転落や寝具の落下を防止するため、また、

手すり(ベッド用グリップ)は、ベッド上での起き上がりやべッドからの立ち上がり

などの動作を補助するため、様々なタイプが使用されています。
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2.消費者事故等の件数

消費者庁の事故情報データバンク2には、平成27年1月から令和2年7月末までの

約5年間に、介護べッドの手すり等に関する事故が 36 件寄せられました。そのうち

21 件が死亡事故、11 件が治療期間 1か月以上の事故でした。毎年5件程度、死亡事

故又は1か月以上の重傷事故が発生しています(図2)。
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事故の状況と傷害部位別では、手すり等とべッドの間に挟まる事故が最も多く、次

に手すり等の隙間に腕が挟まる事故が多く発生していました。ベッドと床の間に挟ま

る事故、手すり等とマットレスの間に挟まる事故等、ベッド操作に伴う事故も多く発

生しています(図 3、 4)。
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2
「事故情報データバンク」は、関係機関から「事故情報」「危険情報」を広く収集し、事故防止

に役立てるために、消費者庁が独立行政法人国民生活センターと連携して運用しているデータ収

集・情報提供システム(平成22年4月運用開始)です。なお、事実関係及び因果関係が必ずしも

確認されていない事例を含みます。
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手すり等とべッドの隙間に挟まる事故
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図5 置き型手すり

手すり等とマットレスに挟まれる事故ベッドと床に挟まれる事故

図4 介護べッド及び手すり等の隙間に挟まれる事故'

また、介護べッドの手すり等とは別に置き型手すり(図5)やポー

タブルトイレの手すりに関する事故情報が9件寄せられ、死亡事故が

1件発生していました。

手すり等の隙間に挟まる事故

3.事故情報データバンクにおける事故事例

【事例 1】

(手すりとべッドの隙間に挟まる事伊D

施設で使用者が介護べッド用手すりと介護べッドの間にけい部が挟まった状態

で発見され、病院に搬送後、死亡が確認された。

(平成30年10月発生、 80 歳代、女性)

^

舮

3
図は、医療・介護べッド安全普及協議会「電動介護べッドハンドブック」「続医療・介護べッド

ここが危ない!!」「ベッド柵類でのはさまれについてのご注意」から

ht如://W州. bed-anzen. org/use/anzen. html http://W削. bed-anzen. org/use/ http://W州. bed-

anzen. org/use/tyuui. html

.

.
一

6
、
、

r

圏
■
血



【事例2】

(手すり自体の隙間に挟まる事例)

介護べッド用手すりの隙間に右腕が挟まった状態で発見され、負傷していた。

(令和元年12月発生、 50歳代、男性)

【事例3】

(手すりとマットレスの隙間に挟まる事伊D

家族が昇降機能のある介護べッドのスイッチを操作したところ、使用者の右腕力

介護べッド用手すりと介護べッドのマットレスの隙間に挟まり、負傷した。

(平成29年8月発生、 90歳代)

【事例4】

(ベッド下のフレーム等の隙間に挟まる事伊D

使用中の介護用べッドの下部にあるフレーム等の隙間に腕が挟まり動けない状

態で長時間経過したところを発見された後、搬送先の病院で挫滅症候群による多臓

器不全により死亡。

【事例5】

(ボータブルトイレの手すりに挟まる事仮D

使用者がボータブルトイレの手すり枠に頭部が挟まった状態で発見さ

れ、死亡が確認された。

4. 事故を防ぐために

隙間に注意!

ベッドや手すり(サイドレール)の組合せによっては、隙間が大きくなり、頭

や首、手足が入り込みます。隙間を埋める対応口、全体をうカバーやクッシ

ヨンなどで隙間を埋めて使用しましょう。

(令和元年12月発生、 80歳代、女性)

サイドレールカバー

(令和元年5月発生、 90歳代、男性)

ベッド用グリップカバースペーサー

,@f̂



》平成21年に JIS が改正され、ベッド用手すりの隙間の見直しなどが行われて

います。古いべッドをお使いの方は特に注意しましょう。

みつくよう

な形状でないこと

べ亨卜用グリップの

閉テストで1万

をクリアすること。

JIS T 9254

JIS マークはその製品が一定の品質や性能を確保してい
^^^^、

.・祉用具ることを証明するものですが、使い方を誤ると事故が発生

サイトレーj

盲^の

、、

【JISマーク表示例】

を確認してから動かしましょう。

内の空直径

らないこと.

転倒に注.!

ベッド周りは常に整理整頓し、利用者が無理な姿口

勢を取っていないか確認しましょう。

その際、電源コードの上に重いものが置いてある 毛゛

ゞと、断線し火災の原因になることがあります。使

用しないときはプラグを抜いて、ホコリ等がたまっていないか確認しましょう。

項目の代表例UIS規格文を約しています

砺ヤ詫、

してしまいます。取扱説明書をよく読んで使用しましょう。

サイトレールサイドレール、サイ
は径トレールとポートの

6Cmのが入り込まないこと、も
しくは 31.9Cm 以.ヒであること.

外側に

ベウトとサイドレール、ぺ亨ド

合する組み合用グ1jツ

わせを明確にすこと

ベッド操作に注や!

電動べッドのりモコンがべッド下に落ちてしまい、取ろうとしてべッドと床と

の間に挟まる事故や、背上げや膝上げの際、使用者の腕や足がべッドからはみ

出ていたために、手すり等とマットレスの間

に挟まる事故が発生しています。手元スイッ

チは全な所にき、利用者の手足の位

2
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<参考情報>

0消費者庁

重大製品事故に関する公表資料・介護べッド用手すりについての注意喚起等

https://WWW. caa. go. jp/policies/policy/consumer_safety/release/2020/

ht如S://W州. caa. go. jp/not ice/entry/020529/

0政府広報オンライン

ここにご注意!高齢者の製品事故不注意や誤使用で思わぬ事故1

ht如S ://WWW. gov-on line. go. jp/usefu l/art ic le/201409/3. html

0医療・介護べッド安全普及協議会

安全対策に関するパンフレット、医療・介護べッド安全点検チェック表を公表

しています。

ht如://州W. bed-anzen. org/

0独立行政法人製品評価技術基盤機構(NITe

平成 30年9月13日(木)

安全な暮らしを高齢者と共に~事故を防ぐ注意ボイントを紹介~

https ://W州. n ite. go. jp/jiko/chu ikank i/press/2018fy/prS180913 html

nlte
さくこ謝'巽チまれた事故の再現典像

<本件に関する問合せ先>

消費者庁消費者安全課

TEL :03 (3507) 9137 (直通)

FAX :03 (3507) 9290

URL : htt s://州W. caa.0.'/
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