
【1　はじめに】　転倒は、入院生活における患者の
アクシデントで最も高いリスクとみなされ、その防
止が極めて難しいとされている。当院では、転倒に
対し様々な対策を行っているが、昨年は121件の転
倒が報告された。転倒の原因については、事例から
しか分析ができないため、各病棟の平成22・23年
分のインシデントレポートを調査分析し、新たな対
策を講じることとした。

【2　入院患者の年間転倒件数の推移】

　平成21年に一度激減している。この年前半には4
病棟のうち1病棟閉鎖することとなり、患者は他の
病棟に転棟することとなった。受け入れ対応に追わ
れ特に認知症病棟ではレポート提出がおろそかに
なったことものと思われる。この年の後半には電子
カルテが導入され他の事に手が回らなくなったこと
からの報告漏れがあったと予測される。翌年からは
以前と同程度の報告があり減少傾向には至っていな
い現状にある。

【3　発生時間帯】

　急性期・療養型病棟では、早朝と深夜に多く発生
しているのが特徴的である。
　認知症病棟では、夕方に多く発生しておりいわゆ
る夕暮れ症候群に関連するものと予測される。
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【4　発生場所】

　急性期・療養型病棟では9割が病室で発生し、こ
れに対し認知症病棟では約7割が生活スペースであ
るディルームでの発生となった。

【5　発生時動作】

①急性期・療養型病棟

　ポータブルトイレ使用によるものが最も多く、つ
いで室内移動によるものが多い結果となった。
②認知症病棟

　発見時すでに転倒していたという原因不明のケー
スが25% と最も多く、次いで歩行時や起立時、患
者間のトラブルという結果となった。

【6　介助者の状況】

①急性期・療養型病棟

　転倒後の発見が約9割とスタッフの目の届かない
病室などでの転倒がほとんどで、どのような経過で
の転倒かは目撃できていない状況であった。

②認知症病棟

　転倒後の発見が約6割で近くに居たが間に合わな
かった、ちょっと目を離したすきの転倒というケー
スが40件以上もあった。

【7　病棟スタッフへのインタビューの紹介】

①急性期・療養型病棟
マンパワー不足を感じる
地域の病院で、季節による差や社会的な入院が
多く対応が困難
早朝や夜間にナースコールが集中しやすい
高齢者が多く、認知的な問題を抱えているケー
スが多く、特に術後など対応が困難

②認知症病棟
予測困難なケースが多く、対応が困難
夕暮れ時など、患者が落ち着かなくなりリスク
の高まる時間帯かある

②発生場所 
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【8　考察】

①急性期・療養型病棟

　転倒は病室でのポータブルトイレの使用時が最も
多く、理解力や記憶力に問題にない患者も自らの行
動によって転倒していた。このことから、患者の心
身状態の変化に合わせた対策（ベッド周りの手すり
やポータブルトイレなどの環境整備）をとるととも
に、患者の性格に配慮する必要もある。また、退院
後の生活につなげていくために家族の協力が必要で
ある。
②認知症病棟

　転倒リスクの高い患者は、ディルームにて遠位監
視下にあるが、徘徊や突進・患者間トラブルなど認
知症病棟特有と思われる転倒が起きている。認知症
を有する方の転倒を予防することは困難であるが、
問題となる周辺症状を落ち着かせる体制作りや、転
倒を起こしやすい患者への対策を家族とともに検討
していく必要がある。

【9　分析調査後の対策について】

①入院（転棟）の際は、家族と一緒にスコアシート
を作成し、リスクの共有・理解に努める。

②患者の状態や性格に応じた環境の提供を行う。
（手すりやポータブルトイレの置き場所、セン
サーマットの使用など）

③転倒現場の写真を撮り、原因の分析を行う。
④転倒頻発時間帯の、見守りや声掛けの強化。
⑤転倒を繰り返す患者の見守り体制の強化と、家族

に対して認知症症状の理解と協力を求める。
【10　おわりに】　転倒は、主に患者側によって引
き起こされる非プロセス型のアクシデントであり、
どのように予防対策を取ろうとも完全に無くすこと
は不可能である。しかし患者への安全な療養生活を
保障するためには、転倒防止は最重要課題であると
言える。転倒の誘発要因は複数であるが、個別のリ
スクに応じた予防対策や、再転倒を繰り返す患者へ
は家族の協力や理解がより重要である
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・総合リハ39巻　第2号　2011年2月　p：115-122
・桑原美智子、他：高齢者施設における転倒につい

て
・水口京子、他：転倒・転落の発生傾向および発生

要因－消化器科病棟の過去2年間のヒヤリ・ハッ
ト体験報告の分析－　国立看護大学校研究紀要　

第10巻　第1号　2011年　p：44-48
・東京都：痴呆ケアにおけるリスクマネ－ジメント

に関する研究～痴呆性高齢者の転倒事故の要因と
事故防止策の研究～

・国立病院機構における医療安全対策への取り組み

【Ⅰ．はじめに】当院の入院患者において高齢者の
占める割合は高く、身体的能力・認識力等の低下か
ら転倒転落のリスクは高い事が言える。当該病棟も
例外ではなく、インシデントレポート報告の中でも
転倒転落に関しては以前から大きな問題となってい
る。当院では、H19年度から転倒転落危険度別防

止策実施チェックリスト（以下、チェックリスト）
を導入しているが転倒転落件数の減少はみられてお
らず、その有用性について疑問が浮上した。そこで
今回、実際のケアに活用出来るよう、転倒転落イン
シデントレポートを内容別に分類・分析し、当病棟
看護師のアンケート結果を基にチェックリストの妥
当性を検討する事とした。

【Ⅱ．研究目的】チェックリストの妥当性について
再評価を行い、より実際のケアに活用出来る様に改
訂版を作成する。

【Ⅲ．研究方法】

1．研究期間：H24年3月～7月
2．方法：①当病棟看護師18名を対象に
　チェックリストについてのアンケート調査
② H17～23年度の入院患者をそれぞれ50名無作為

抽出し平均年齢での比較分析
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はじめに 
転倒転落の予防は永遠のテーマ 
   

チェックリストを導入しているが、転倒転
落件数の減少には至っていない  
 

チェックリストの再検討が必要 

研究目的・方法 
＜研究目的＞ 
チェックリストの妥当性について再評価を行い、より実際のケ
アに 活用出来るように改訂版を作成する 
＜方法＞ 
病棟看護師１８名へのアンケート調査 
平成１７年～２３年度の転倒転落インシデントレポート（５１０
件）をカテゴリー別に内容分析 
平成１７年～２３年入院患者平均年齢（無作為抽出５０名） 
アンケート・分析結果からチェックリストの妥当性の検討、改訂
版作成 
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