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パーキンソン病患者における入院中の転倒要因の分析

都築可奈恵＃１ 野口美穂#1 尾方福江#1 伊藤朋江#1

＃１ 独立行政法人 国立病院機構 徳島病院 看護部 776-8585 徳島県吉野川市鴨島町敷地
1354 番地

受付 2019.2.28 受理 2019.3.11

要旨

入院パーキンソン病患者の転倒を防止するために、我々は転倒転落アセスメント

シートと転倒転落事故防止計画を作成した。対象は A 病院 B 病棟に入院中のパーキ

ンソン病患者 71 名。その結果、転倒転落アセスメントシートの単独高リスク項目の

中でパーキンソン病患者にリスクの高い 2 項目が明らかとなった。転倒転落アセス

メントシートで単独高リスク項目でない 2 項目が、パーキンソン病患者では高リス

クとなることが明らかとなった。今回の研究で、パーキンソン病患者において転倒

転落と関連性がある項目が明らかとなった。今後の課題として、今回明らかとなっ

た転倒転落と関連性がある項目に対する対策を話合い検討すること、そして今後個

別性を重視した対策を行い継続して転倒転落防止に努めていきたい。

キーワード：パーキンソン病、転倒転落アセスメントシート、転倒転落事故防止計

画表

はじめに

X年度、A病院での転倒転落は100件で

あり、B病棟の転倒転落件数は67件と多

く、疾患別では、パーキンソン病が49

件（73％）を占めている。パーキンソ

ン病患者は、入院による環境の変化や、

動作緩慢や前傾姿勢、ON・OFF状態など

の転倒しやすい要因があり、転倒転落

防止対策として、国立病院機構の転倒

転落アセスメントシートによるリスク

の評価と、患者ごとの転倒転落事故防

止計画表の作成を行っている。及川ら¹

は、「転倒転落を予測し、未然に防ぐた

めには、適切なアセスメントが必要」

と述べている。 また、先行研究にお

いても青木²は、転倒転落原因に「アセ

スメント不足も原因としてあり、患者

の状態をアセスメントしプランに活か

し徹底して守ることが必要である。」と

述べている。そこで、B病棟のパーキン

ソン病患者の、転倒転落が多い要因に

は、アセスメント不足または、アセス

メントができていても、計画表に十分

に活かしきれていない等があるのでは

ないかと考え本研究に取り組んだ。

対象と方法

対象は平成 Y 年度に A 病院に入院し

たパーキンソン病患者 71 名。我々はパ

ーキンソン病患者の転倒防止のため、

転倒転落アセスメントシートと転倒転

落事故防止計画表を作成した。「転倒転

落アセスメントシート」とは A 病院の

転倒転落事故防止マニュアルで決めら

れており、入院患者全員に入院時、１

週間後、転倒時、転倒していない患者
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は月１回記載している。また、「転倒転

落事故防止計画表」とは、アセスメン

トシートに沿って転倒転落防止・対策

に対する計画で必要な対策にチェック

を行うものである。Y 年度のパーキン

ソン病患者の転倒の有無と「転倒転落

アセスメントシート」の 41 項目、「転

倒転落事故防止計画表」の 43 項目との

関係性を Fisher の直接法にて分析を

行った。

倫理的配慮

A病院での倫理審査委員会の承認を得

た。対象者となる患者の本研究での個

人情報及び研究により得られた結果は

学会発表等の研究以外には使用しない

事等を記載した情報公開用文書を作成

し、A病院のホームページに掲載した。

結 果

転倒転落アセスメントシートの項目

で、有意差があったのは41項目中、「自

分でしないと気がすまない」「ナースコ

ールを押さないで行動する」「自立歩行

できるが、ふらつきがある」「車椅子・

杖・歩行器・手すりを使用する」の4

項目であった。（表1）

その他、「見当識障害・意識混濁・混

乱がある」「不穏行動がある」「点滴、

胃管、尿道カテーテルがある」「麻薬を

使用中」「抗悪性腫瘍薬を使用中」の5

項目に関しては、今回調査した患者に

は該当者がいなかったため分析できな

かった。

転倒転落事故防止計画表の項目で、

有意差が認められたのは43項目中「ナ

ースコールの重要性について理解を得

る」の1項目であった。（表2）

「定期的な見守りと声掛けを実施す

る」「できるだけ日中の離床を促す」「

転倒・転落防止体操の実施」「筋力低下

を招かないよう参加する活動を考案す

る」「ヒッププロテクター・保護帽を使

用」「ベッド柵等にクッションを巻く」

「車椅子使用時にはずり落ちないよう

安全ベルトを使用」「その他」8項目に

関しては、今回調査した患者には該当

者がいなかったため分析できなかった。

考 察

単独高リスク項目のなかでも、特に

「自立歩行できるがふらつきがある」

と、「車椅子・杖・歩行器・手すりを使

用する」の2項目がパーキンソン病患者

に高リスクとなるといえる。「自分でし

ないと気がすまない」と、「ナースコー

ルを押さないで行動する」の2項目は単

独高リスク項目ではないが、パーキン

ソン病患者においては高リスクとなる

といえる。「自分でしないと気がすまな

い」「ナースコールを押さないで行動す

る」ではパーキンソン病患者の社交的

で人との交際を好むが感情の起伏が激

しいという性格特性が関係している。

「自立歩行できるがふらつきがある」

では、川村ら３は「症状が進むとすく

み足や姿勢調節障害により、とくに歩

き始め、歩行変換時に転倒しやすくな

る」と述べている。パーキンソン病の

病態からくる身体的機能の特性が関係

している。

「車椅子・杖・歩行器・手すりを使用

する」では、転倒を予防するために補

助具を使用しているが転倒している事

が分かった。

また、転倒転落事故防止計画表の項

目で有意差があったのは、「ナースコー

ルの重要性について理解を得る」の1

項目であった。「ナースコールを押さな

いで行動する」ことが転倒に関係して

いると考える。
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     表1　転倒の有無と転倒転落アセスメントシートの検定結果　　　　　　　　　　　　　　　　N=71

項目 P値 項目 Ｐ値

70歳以上、または９歳以下 0.313 視力障害がある 0.313

過去入院中に転倒転落した 0.565 聴力障害がある 0.261

手術実施直後(3日以内）である 0.324 記憶力・判断力低下がある 0.32

症状・ADLが急速に回復、悪化している時期 0.184 見当識障害・意識混濁・混乱がある

リハビリ開始時期、訓練中 0.356 不穏行動がある

入院・転倒・転室後(7日以内） 0.297 車椅子・杖・歩行器・手すりを使用する 0

ﾍﾞｯﾄﾞでの生活は初めて 1 移動、排泄に介助が必要でる 1

羞恥心が強い、よく遠慮する 1 ベッドサイドで排泄行為を行う 0.275

自分でしないと気がすまない 0.012 点滴、胃管、尿道カテーテルがある

ナースコールを押さないで行動する 0.004 衣服の着脱などに介助が必要 1

麻痺又は痺れ感がある 1 睡眠鎮静薬を使用中 1

拘縮や変形がある 0.097 抗精神病薬を使用中 1

足腰や筋力が弱くなっている 1 抗パーキンソン病薬を使用中 1

自立歩行できるが、ふらつきがある 0.042 麻薬を使用中

支えがなければ立位が不安定 0.785 下剤を使用中 1

自力によるベッド昇降ができない 0.297 降圧利尿薬を使用中 1

自立端坐位ができない 0.546 抗悪性腫瘍薬を使用中

寝たきりの状態だが、ベッド上で体動ができる 1 尿・便失禁がある 0.591

平衡感覚障害がある 1 便秘・下痢である 0.364

排泄行為に時間がかかる 0.82 頻尿・夜間排尿が多い 0.364

尿意・便意を訴えられない 1

     表2　転倒の有無と転倒落事故防止計画表の検定結果　　　　　　　　　　　　　　　N=71

項目 Ｐ値 項目 Ｐ値

転倒リスクについて説明し理解を得る 1 できるだけ日中の離床を促す

ベッド周囲の整理整頓を行い障害物を除去 0.546 転倒・転落防止体操の実施

ベッドの高さを端坐位で足が床に着くよう調節 0.708 筋力低下を招かないよう参加する活動を考案する

状態に応じたﾍﾞｯﾄﾞ柵を選択し使用する 0.739 単独高リスク項目のチェック内容に応じた危険性の説明 0.458

患者のベッドは一番低くする 1 定期的見守りにて観察を強化 0.324

ナースコールの重要性について理解を得る 0 観察がしやすい部屋を考慮 0.656

患者がナースコールを押せることを確認 0.313 離床センサーを使用 0.556

頻回の声かけ等患者との信頼関を築く 1 ヒッププロテクター・保護帽を使用

体調の悪い時は遠慮なく介助を求めるよう指導 1 ﾍﾞｯﾄﾞ周りへの衝撃吸収マットを使用 0.565

入眠前の水分摂取を指導する 0.785 ベッド柵等にクッションを巻く

排泄パターンを把握する 0.061 移動時には必ずナースコールを押し、介助を求めるよう指導 1

排泄パターンを踏まえた定期的な排尿誘導を行う 0.391 ナースステーションに近い観察の目が届く部屋に転室 0.802

スリッパや靴下のままで移動しないよう指導する 1 排泄時は、必ずナースコールを押して介助を求めるよう指導 1

日頃はき慣れた履き物を使用するよう指導する 1 尿器、オムツなど患者の状態にあった排泄用具を選択 1

衣類の裾丈が長い場合は、折り込む等の処置を行う 1 入浴に係わる移動及び入浴時の介助 0.565

歩行補助器使用時は、患者の体格に合わせた調整 0.774 車椅子使用時には、ずり落ちないよう安全ベルトを使用

ストッパーの確認等車椅子の安全を確保する 1 睡眠鎮静薬使用により転倒の危険性があることを説明 1

オーバーテーブル、床頭台等に掴まらないよう指導 1 使用している薬剤に応じた観察を強化 0.802

見守りが必要な場合は、移動は観察下で行う 0.448 薬剤使用後の影響をアセスメント 1

体格が良い患者は、看護師２人で介助 0.327 薬剤使用中にベッドから離れる際は介助を求めるよう指導 1

1人で入浴する際は、入浴前に必ず連絡するよう指導 1 その他

定期的な見守りと声かけを実施する


