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入院高齢患者の認知症の行動・心理症状の
心身ケア依存度への影響
～特に転倒と関連して～

藤原美由紀 浜松市国民健康保険佐久間病院 看護師

三枝智宏 浜松市国民健康保険佐久間病院 院長

鈴木みずえ 浜松医科大学地域看護学講座 教授

研究背景
• 認知機能の低下を伴う高齢患者は、身体合併症
などの内的要因、環境の変化などの外的要因か
認知症の行動・心理症状(Behavioral and 
Psychological Symptoms of Dementia；BPSD)や
せん妄を引き起こすことによる転倒・転落の危険
性が高い

• 死亡または後遺症を残す可能性のある事故報告
の中で、療養上の世話における事故としての転
倒・転落は最も多く、直接患者の健康状態に重篤
な影響を及ぼし、生活の質（Quality of life；QOL）
を低下させる要因

• セルフケアが不足することによる介護負担も看
護・介護上の問題

研究背景
　発表内容が一部抄録と異なることをご了承くださ
い。
　認知機能の低下を伴う高齢患者は、身体合併症な
どの内的要因、入院という環境の変化などの外的要
因が誘因となり、妄想、徘徊、不穏、攻撃性などの
BPSDやせん妄を引き起こすことによる、転倒・転
落の危険性が高い傾向にあります。
　日本医療機能評価機構の報告書によると、死亡ま
たは障害残存の可能性のある事故報告の中で、療養
上の世話における事故としての転倒の件数は最も多
く、転倒は、直接患者の健康状態に重篤な影響を及
ぼしQOLを低下させる要因となっています。

研究目的

一般病院に入院中の高齢患者の
BPSD、心身機能、ケア依存と転倒
の関係性について調査すること

研究目的
　そこで本研究の目的は、一般病院に入院中の高齢
患者のBPSD、心身機能とケア依存と転倒の関係性
について調査することとしました。

方法
対象

平成25年1月～6月にA一般病院の一般病
棟に入院中の高齢患者101名を対象とし
た

調査方法

入院中の2週間以内の高齢患者の心身機
能、生活の状態を評価指標と聞き取りに
よる評価を行い、入院期間中に医療安全対
策委員会に報告された転倒を含む調査日から
30日以内の転倒の観察を行った

方法
　調査方法
　入院中の高齢患者の心身機能、生活の状態を、評
価指標と聞き取りによる評価を行い、調査日から30
日以内の転倒の観察を行いました。
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＊属性 性別、年齢、入院期間、入院時の治療の目的となる疾患、調査日か

ら30日以内の転倒 など

＊Mini-Mental State Examination (MMSE)

満点30点の認知機能検査．言語性課題と動作性課題があり、２３点以下は

認知症の疑いがあり、得点が低下するほど認知機能の悪化を示している．

＊認知症症状評価尺度(GBSスケール)
下位尺度：運動機能、知的機能、感情機能、認知症によくみられるその他

の症状．各項目は0（正常）から6（最重度）までの7段階で評価．点数が高
いほど悪化を示す．認知症の全体像を把握するとともに質的差異にも着目した評
価指標．

＊日本語版Behave-AD

下位尺度：妄想観念、幻覚、行動障害、攻撃性、

日内リズム障害、感情障害、不安および恐怖

各項目0（全くない）～3（常にある）の4段階で評価.

*BPSDはBehave-ADの下位尺度の合計点で評価.

調査項目①

調査項目②

＊日本語版ケア依存度尺度（CDS）

CDSは看護理論家であるHendersonの基本的ニードに基づい

た心身のケアの依存度に関する評価指標であり、CDSを評価
することで基本的なADLの自立ではなく、主体的に自分の意
思で自律できることをめざした評価でもある

・CDS16項目

①食事、②排泄、③体位・姿勢、④移動、⑤昼夜のリズム

⑥更衣、⑦体温、⑧清潔・整容、⑨自分の身の安全

⑩コミュニケーション、 ⑪他者との交流

⑫規則と価値の感覚、⑬日常の活動の計画・実行

⑭レクリエーション活動、⑮学習能力、⑯総合評価

・各項目は「完全に援助が必要」から「援助が必要でない」
までの5段階で評価され、自律しているほど点数は高い

分析方法

•入院高齢患者の認知機能、BPSD、
心身機能、CDSと、転倒との関係性
について評価するために、MMSE、
日本語版Behave-AD、GBSスケール
の下位尺度とCDSの総得点の平均
値を、t検定により比較

分析方法
　MMSE、日本語版Behave-AD、GBSスケールの
下位尺度とCDSの総得点の平均値を、t検定により
比較しました。

倫理的配慮

A病院入院中の患者および家族に対

して研究者が研究の目的や方法、プ
ライバシーの保護などについて説明
を行い、回答できる場合は本人、で
きない場合は家族に書面にて研究参
加の同意を得た

属性
項目  内容 数 ％

年齢    全体 101 100.0

　 転倒（入院前後の30日以内）    あり 23 22.8

   なし 78 77.2

MMSE

85.7± 6.2

15.4±9.1

平均値±標準偏差

入院の目的となる疾患（複数回答） 現在治療中の疾患（複数回答）
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対象者の属性
　対象者は101名で、平均年齢は、85.7±6.2歳であり、
転倒群は23人、非転倒群は78人でした。対象者の５
割程度は要介護状態でした。治療の目的となる疾患
は、肺炎・呼吸不全が３割程度と一番多くなってお
り、認知症またはBPSDを治療の目的とする患者は
なく、入院病名以外の治療中の疾患として、認知症
は約３割となっていますが、MMSEの平均値が15.4
±9.1であることから、他にも認知症の患者が入院
していることが想定されます。

転倒の有無とMMSEの平均値の比較
（t検定）

MMSE23点以下は認
知症の疑い
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転倒の有無とMMSEの平均値の比較
　MMSEの平均値は転倒群で17.9点、非転倒群で
14.9点であり、統計学的な有意な差はみられません
でしたが、転倒群の平均値は、非転倒群に比べて高
い傾向でした。（P=0.052）。

転倒の有無とGBSスケールの平均値の比較
（t検定）
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転倒の有無とGBSスケールの平均値の比較
　GBSスケールは、認知症の全体像を把握する指標
でもあり、得点が高いほど悪化していることを示し
ています。下位尺度の平均値を比較すると、転倒群
の知的機能、感情機能は非転倒群に比べて良好であ
ることがわかりました。

転倒の有無とBehave-ADの平均値の比較
（t検定）
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転倒の有無と日本語版Behave-ADの平均値の比較
　Behave－ADは、得点が高いほどBPSDが日常的
にみられていることを示しています。下位尺度の平
均値が2.25未満であり、BPSDは軽度であると考え
られました。その中で、非転倒群のほうが、転倒群
に比べて攻撃性が高い結果が得られました。

転倒の有無とCDSの平均値の比較
（t検定）
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転倒の有無とCDSの平均値の比較
　CDSは得点が高いほど自律している状態を示し
ています。転倒群の平均値は51、非転倒群の平均値
は42で、転倒群は、非転倒群と比べて自律度が高い
という結果が得られました。

考察

• 転倒群は、非転倒群に比べて認知機能、運動
機能、感情機能が比較的良好であり、自律して
いる傾向である。

• 対象者の生活機能は、日常生活に支障をきた
すような症状・行動や意思疎通の困難さが若干
みられても、一部介助や見守りによる療養が必
要であり、ケア依存度に影響を及ぼしている可
能性がある。

• MMSEの平均値が低く、認知機能障害に起因す
る転倒の危険性がある。

考察
　転倒群は、非転倒群に比べて認知機能、運動機
能、感情機能が比較的良好であり、自律している傾
向でした。対象者の生活機能は、日常生活に支障を
きたすような症状・行動や意思疎通の困難さが若干
みられても、一部介助や見守りによる療養が必要で
あり、ケア依存度に影響を及ぼしている可能性が考
えられました。また、MMSEの平均値が低く、認
知機能障害に起因する転倒の危険性があると考えら
れます。
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結論

•比較的自律している人の方が完全
に依存している人よりも転倒しやす
い傾向

•転倒アセスメントツールによる認知
症高齢者の認知機能、ADL、BPSD
の評価だけでは転倒の予測には不
十分だった可能性がある。

結論
　比較的自律している人の方が完全に依存している
人よりも転倒しやすい傾向があることがわかりまし
た。転倒アセスメントツールによる認知症高齢者の
認知機能、ADL、BPSDの評価だけでは転倒の予測
は不十分であった可能性が考えられ、さらなるケア
の工夫が必要と考えます。

ご清聴ありがとうございました




