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リハビリテーション介入と入院患者の転倒

との関連について

三浦市立病院リハビリテーション科

林 賢治

はじめに

【当院の現状】

・2～4階の入院病棟がある中、リハビリテーションを積極的に行う

4F病棟(以下リハビリ病棟)での転倒数が多い。

【先行研究】

・運動機能の向上と能力低下の改善を目的とするリハビリテーション
治療では、運動機能の回復に伴い、逆に転倒の危険性が増大する場
合もある(鈴木ら,2006)

・入院から転倒までの日数は0～10日で多い (劉ら,2006)

・転倒時間帯は6～10時台での朝食・排泄、16～20時台での夕食・排
泄・就寝準備時に多い(鈴木ら,2006)

はじめに、当院は入院病棟が３病棟あり、その中
で、リハビリを積極的に行う４階病棟での転倒が多
くみられています。

転倒の先行研究を見てみると、リハビリ治療での
運動機能回復に伴い、逆に転倒の危険性が増大する
と言われています。

また、入院から10日以内での転倒が多く、６〜
10時台、16 〜 20時台の食事や排せつ時に多いとい
われています。

【研究目的】

①リハビリ介入と転倒増加との関連について調査

②転倒予防策の立案・臨床応用

目的

先行研究より・・・

転倒要因や転倒予防策に関して述べている文献は多く
みられるが、リハビリ介入の有無と転倒との関連につい
て調査している研究はあまり見られない。

先行研究より、転倒要因や転倒予防策を述べてい
る文献は多くみられますが、リハビリ介入の有無と
転倒との関連について調査している研究はあまり見
られません。

そこで、研究目的を①リハビリ介入と転倒増加と
の関連について調査すること、②転倒予防策を立案
し臨床応用していくことの２点とし、調査を行いま
した。

【対象期間】

平成25年4月1日～平成26年3月31日

【方法】

上記期間に報告されたインシデントレポート66例中、58例から情報を抽出した。

※66例中8例はIDや名前の記載がない、情報抽出困難などの理由により除外した。

【対象患者】
平均年齢：82.8±8.3歳

リハビリ介入群：33名(57%) リハビリ非介入群：25名(43%)

【倫理的配慮】
ヘルシンキ宣言に基づき、平成25年度のカルテ・インシデントレポートから、個人
が特定できないよう情報を抽出した。

対象・方法-1

本研究の対象期間は平成25年４月１日から平成26
年３月31日までで、この期間中に報告されたインシ
デントレポート66例中、58例から情報を抽出しまし
た。

対象患者の平均年齢は82.8歳であり、そのうちリ
ハビリ介入群は33名、非介入群は25名でした。

本研究はヘルシンキ宣言に基づき、平成25年度の
カルテ、インシデントレポートから個人が特定でき
ないように情報を抽出しました。
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【抽出項目】 ※角田らの挙げた転倒要因を参考に以下の情報を抽出。

対象・方法-2

※赤文字はカルテ・インシデントレポートから抽出困難であった。

≪内的因子≫
・心理的要因(遠慮、自意識過剰など)
・感覚的要因(視覚、聴覚など) ・運動要因(筋力、関節可動域など)
・高次脳機能障害(注意力、記憶障害など)

≪外的因子≫
・服薬の有無
・環境因子(ベッド柵、ラインの有無、トイレ種類、履物、床の状況など)

≪基礎情報≫
・転倒年月日、時間帯 ・転倒時行動 ・リハビリ介入有無
・入院から転倒までの日数 ・リハビリ開始から転倒までの日数
・入院前の状況(生活環境、移動方法など)

カルテやインシデントレポートから角田らの挙げ
た転倒要因を参考にし、転倒年月日や転倒時行動、
リハビリ介入有無などの基礎情報、心理的要因や感
覚的要因などの内的因子、服薬や環境要因などの外
的因子の項目を抽出しました。しかし、赤字で記載
されている部分に関しては記載なしなどの理由で抽
出困難でした。

病棟別転倒数(58件)

①4階(リハビリ病棟)
(各科の慢性期)

34件

②3階
(内科の急性期)

14件

③2階
(整形・外科の急性期)

10件

結果-1(病棟別転倒数)

• 病棟別転倒数は4階(リハビリ病棟)が最も多い。

①4階
リハビリ病棟

(59%)

②3階
(17%)

③2階
(24%)

続いて結果に移ります。
病棟別転倒数は、リハビリ病棟で59％と多く転倒

がみられています。

結果-2(入院から転倒までの日数)
[人]

[日]

介入群の方が入院から転倒までの日数が遅い傾向がある。

非介入群：25.2±51.1日

介入群：42.7±31.2日
※リハビリ介入後、平均36.9日後

次は入院から転倒までの日数です。赤いグラフは
リハビリ非介入群、青いグラフは介入群を示してい
ます。

非介入群では入院初期での転倒が多くみられます
が、介入群は入院から１ヶ月前後での転倒が多くみ
られており、入院から転倒までの日数が遅い傾向が
みられます。

結果-3(転倒時行動・トイレ種類)

• 転倒時行動：排泄(39％)、病室内歩行時(36%)が多い。

①排泄

(39%)

⑥食事

(1%)

②病室内
歩行時

(36％)

③物を取
ろうとして

(11%)

④不穏
行動

(9%)

⑤整容
(4%)

排泄が原因での転倒(総数27件)

①病室トイレ 13件(48％)

②ポータブル 9件(33％)

③未回答 5件(19％)

• トイレの種類：病室トイレ(48％)が多い。

転倒時行動とトイレ種類は、排泄・病室内歩行時
に転倒が多く、特に病室トイレを使用している人に
多くみられます。

結果-4(転倒発生時間帯)

• 転倒発生時間帯は食後で活動性が上がる13～15時台(21％)、
食後で就寝準備を行う19～21時台(19％)が多い。

②

⑤⑥

⑦

⑧

③

④

時間別 件数(n=58) 活動、業務

①1～3時 2件(3％) 就寝中

②4～6時 8件(14％) 就寝中、食事前、採血

③7～9時 4件(7％) 食後、申し送り業務

④10～12時 6件(10％) 食事前

⑤13～15時 12件(21％) 食後、オムツ交換、引き継ぎ業務

⑥16～18時 6件(10％) 食事前

⑦19～21時 11件(19％) 食後、オムツ交換

⑧22～24時 9件(16％) 就寝、引き継ぎ業務

転倒発生時間帯は、食後で活動性が上がる13 〜
15時台、食後で就寝準備を行う19 〜 21時台に多く
みられます。
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まとめ

非介入群 介入群

転倒時期 入院初期(0～10日) 入院から１ヶ月前後

時間帯 13～15時台、19～21時台

転倒時行動 排泄動作

転倒場所 傾向なし 病室トイレ

※赤字は先行研究結果とは異なる。

最後に結果をまとめると、リハビリ介入群の転倒
患者の特徴は入院から１ヶ月前後に多く、13 〜 15
時台、19 〜 21時台での排泄動作時、特にP-トイレ
と比べて病室トイレ使用者が多いことがわかりまし
た。

考察(転倒原因と対策)
【先行研究】
・患者に対し、転倒予防教育、転倒注意カードとパンフレットの設置により、転倒
数が減少した(Hainesら,2004)。

・事後報告書の見直し、多職種による定期的な情報共有、施設内環境の見直し
により、転倒数が減少した(山本ら,2012)。

≪原因≫ ≪対策≫

①ADL変化時の
情報共有不足

他職種間での積極的な情報共有

転倒アセスメントシートの活用、定期的なFIM評価

インシデントレポート記入内容の統一化 など

②患者の過信
ADLシートの導入、転倒予防教育 など

③環境設定不足 L字柵導入、履物種類の検討

床の状態の確認 など

次に考察に移ります。
今回リハビリ介入により転倒時期が入院から１ヶ

月前後で病室トイレでの転倒が多かったという結果
が得られた原因として、３点を考えました。また、
それぞれの原因に対して先行研究をもとに対策を考
えました。

１つ目はADL変化時の情報共有不足です。転倒
発生時間帯から、転倒は食後のトイレの離床やおむ
つ交換などで病棟の監視が手薄な時間帯が多いこと
がわかります。そのため、他職種間で注意点などの
情報共有を積極的に行うことで、転倒予防につなが
ると考えられます。また、転倒発生後のインシデン
トレポート記載時に必要項目を統一することで、今
後、同様の転倒を防ぐことができると考えられます。

２つ目はADL向上による患者の過信です。入院
から１か月後はADLが向上しやすい時期だといえ
ます。この時期に患者ができると過信して能力以上

の動作を行ってしまうことで、転倒につながると考
えられます。そのため、患者に能力以上の動きを行
わないような指導や、ADLシートの導入で介助方
法を統一することで、転倒予防につながると考えら
れます。

これがADLシートの例です。患者の動作能力に
ついて一目で確認することができることで、介助者
が統一した介助を行うことができ、さらに患者家族
もどこまでの動作を行っていいのかを確認すること
ができます。

考察(転倒原因と対策)
【先行研究】
・患者に対し、転倒予防教育、転倒注意カードとパンフレットの設置により、転倒
数が減少した(Hainesら,2004)。

・事後報告書の見直し、多職種による定期的な情報共有、施設内環境の見直し
により、転倒数が減少した(山本ら,2012)。

≪原因≫ ≪対策≫

①ADL変化時の
情報共有不足

他職種間での積極的な情報共有

転倒アセスメントシートの活用、定期的なFIM評価

インシデントレポート記入内容の統一化 など

②患者の過信
ADLシートの導入、転倒予防教育 など

③環境設定不足 L字柵導入、履物種類の検討

床の状態の確認 など

３つ目は環境設定不足です。今回、排泄動作での
転倒は、トイレまでの導線の環境設定がされていな
いことで生じた可能性が考えられます。そのため、
各個人に合わせたトイレを含むADL全般の環境設
定を行うことで、転倒減少に繋がると考えられます。
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• 本研究では、リハビリ介入と入院患者の転倒との関連に
ついて調査を行った。

≪リハビリ対象者の転倒≫

入院から１ヶ月前後で病室トイレ

≪転倒原因≫

情報共有不足、患者の過信、環境設定不足

≪転倒予防策≫

ADL評価、情報共有、環境設定

• 今後は院内での転倒予防策導入の効果について調査す
ると同時に、データ数を増やしてより詳細に転倒要因およ
び対策について調査していく。

まとめ

最後にまとめです。
本研究では、リハビリ介入と入院患者の転倒との

関連について調査を行いました。
その結果、リハビリ対象者の転倒は入院から１ヶ

月前後で病室トイレでの転倒が多い特徴がみられま
した。

転倒原因として、情報共有不足、患者の過信、環
境設定不足が考えられました。

そのため、転倒予防策としてADL評価、情報共有、
環境設定の３点を考えました。

今後は院内での転倒予防策導入の効果について調
査すると同時に、データ数を増やしてより詳細に転
倒要因および対策について調査していこうと思いま
す。

以上で発表を終わります。ご清聴ありがとうござ
いました。




