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転倒・転落事故減少への取り組み
～ みんなで見守る初心者マーク ～

発 表 者 奥田 久美 （愛知県：一宮市立木曽川市民病院）

共同研究者 田中 祝子惠、前田 雅代
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はじめに

回復期リハビリテーション病棟における転倒

発生率について、梅津氏は「全入院患者の約３０

％が転倒すると報告されている。これは日本の

在宅高齢者における転倒頻度が１０～２０％である

ことや、急性期病院において２％前後という値

に比較すると、かなり高率である。」１）と述べてい

ます。

また、回復期リハビリテーション病棟におい

て、転倒・転落事故（以下転倒とする）に関す

る様々な研究が行われており、数多くの対策が

取られています。

当病棟ではチームナーシング制を導入してい

ますが、チーム外においては転倒しやすい患者

が把握しづらい状況でした。
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平成２２年度の先行研究より、転倒因子が明確

となりました。

そこで患者の因子に焦点を当て、一目で分か

る色別初心者マーク（以下マークとする）を作

成し転倒予防策を実施しました。

その結果より、マークの分類基準が妥当であ

り、全スタッフがマークを意識したことで転倒

発生率が減少したのでここに報告します。

用語の操作上の定義・研究方法・研究結果は

ポスターをご覧ください。
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考察

今回この予防策を行った結果、転倒発生率は

前年度の２０％から１６．３％と減少しました。

これはマークをつけたことで、転倒ハイリス

ク患者が一目でわかるようになり、スタッフや

患者自身の転倒予防に対する意識が向上し、互

いに注意を払ったことで減少したと考えられま

す。
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スタッフの意識調査の結果からも、「転倒因子

の理解」は７２％から９７％へ、「予防策の意識付け」

は８５％から９５％へ、「自分のチーム患者の把握」

は１００％となり、「他のチーム患者の把握」にお

いては２７％から８０％と大幅に上昇しました。

転倒因子を理解し、更に転倒ハイリスク患者

にマークを付けたことで、全入院患者の把握を

容易にし、重点的に見守るという意識付けが図

れたと考えました。

患者・家族に対しては、患者の身体能力や転

倒リスクを詳細に説明し、「なぜマークをつける

のか」「その色が何を意味するのか」を分かりや

すく説明しました。これにより患者、家族の転

倒予防に対する意識が高まるものと考えていま

した。

しかし、スタッフの意識調査では、「患者・家

族の転倒に対する注意」が５％から２２％とマー

クをつけたあとでも５人に一人のスタッフし

か、患者は転倒に対して注意できていないと感

じていました。

レポートより転倒時の動作を見ると、「床頭台

からものをとる」「靴をはく」「カーテンの開閉動

作」であり、患者にとっては当たり前にでき、

転ぶと思わない動作でした。

そして多くの患者が「転ぶと思わなかった。」

と答えました。

このことより、患者自身が身体機能レベルを

自覚した上で、できることとできないことを理

解し、‘転ばない’患者・家族教育が必要である

と考えました。
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初心者マークの色別転倒発生率をみると、赤

色マークは２６人中９件３５％と最も多く、次いで

黄色マーク、無印の順でした。

µhâ¶
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また、複数回転倒者においても７人中５人が

赤色マークでした。

今回作成した赤色マークの対象者は右大脳半

球に損傷があり、左麻痺を有する患者でした。

右大脳半球損傷の患者は半側空間無視・病態失

認・注意障害・遂行機能障害等の高次脳機能障

害がみられます。

三石らは転倒要因として高次脳機能障害を重
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入院患者の転倒・転落についての検討

発 表 者 河口 慶太 （愛媛県：久万高原町立病院）

共同研究者 瀧本 順平

視しており、「高次脳機能障害例が転倒を繰り返

すのは、理解力や注意力が足りず、不用意に立

ち上がってしまうなどの危険行為が多いためと

考えられる。」３）と述べています。

このことより高次脳機能障害の影響もあり、

赤色マークの転倒発生率が高くなったのではな

いかと考えます。

また「一度説明したから理解しているはず」

と判断するのは安易であり、繰り返しの声掛け

と継続した見守りが必要と考えられます。

今後の課題として、職員への教育を推進する

だけでなく、患者・家族への教育にも取り組ん

でいかなければなりません。
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結論

１、色別初心者マークの分類基準は、転倒減少

において妥当であった。

２、色別初心者マークを使っての転倒予防策は

スタッフの意識付けに有効であった。

３、転倒減少に向けて、患者自身が身体機能レ

ベルを自覚できる継続した患者・家族教育

が必要である。

なお、引用・参考文献は省略させていただきま

す。

ご清聴ありがとうございました。

転倒・転落は、どの医療現場においても、必

ず取り上げられる問題であり、決して無くなる

ことのない永遠のテーマであるといえます。今

回、私は「入院患者の転倒・転落についての検

討」というテーマで、当院における転倒・転落

の発生状況の分析を行いました。
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