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シンボルに込めた想い
　ゆらいでも決して倒れない「起き上がりこぼし」をモチーフとして，しなやかな安
定感と活力を表現しています。
　ゆらぎの造形は美しく咲く花にも通じ，転倒予防で人生が明るく美しく花開く様相
を象徴します。
　シンメトリカルな安定感あるフォルムは，JSFP の組織的な強さと多様性をも表現し
ています。

シンボルマークデザイン：株式会社中西元男事務所（PAOS）
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【目的】本研究の目的は，急性期一般病棟の入院患者における入院時の口腔ケア介助の必要性と入院中の転倒の関連
性を明らかにすることである。
【方法】単施設過去起点コホート研究である。2018 年 4 〜 9 月までの間に，急性期病院である当院一般病棟に
入院した患者で完全寝たきり状態の患者を除いた 6,009 名を対象とした。データは DPC（Diagnosis Procedure 
Combination）一部である様式 1, H ファイルおよび転倒インシデントレポートを用いた。H ファイルは重症度，医
療・看護必要度でＡ〜 C の 3 項目で構成される。口腔ケア介助の必要性は B 項目の「口腔清潔」を用いた。臨床的
重症度としてはＡ項目の合計値，入院時 ADL には様式 1 に記載されている情報を用いた。その他，転倒の危険性を
評価とした転倒リスク評価を，栄養状態および貧血の評価として入院時のアルブミンおよびヘモグロビンを用いた。
統計解析は転倒の有無による 2群比較，ならびに転倒を目的変数としたロジスティック回帰分析を用いた。口腔ケア
介助の必要性を曝露因子とし，年齢，性別，栄養状態，貧血の有無，入院時 ADL および臨床的重症度を共変量とし
て逐次的に説明変数へ投入した。妥当性の確認には Bootstrap 法を用いた。なお本研究は，飯塚病院倫理委員会の承
認を得て行った。
【結果】転倒を起こした患者は 139 名（2.3 ％）であった。単回帰分析の転倒に対する口腔ケア介助の必要性のオッ
ズ比は 3.84（95 ％信頼区間：2.73 〜 5.39，p ＜ 0.001）であった。年齢，性別，栄養状態，貧血の有無で調整した多
重ロジスティック回帰分析のオッズ比は 2.59（95% 信頼区間：1.62 〜 4.14，p ＜ 0.001）で，さらに転倒アセスメン
ト，入院時 ADL および臨床的重症度を加えた場合のオッズ比は 2.31（95 ％信頼区間：1.20 〜 4.44, p ＝ 0.012）で，
Bootstrap 法を用いても同様であった。感度分析においても転倒に対する口腔ケア介助の必要性に対するオッズ比は
高いことが確認できた。
【結論】入院時の口腔ケア介助の必要性は，年齢，性別，栄養状態，貧血の有無，転倒アセスメント，入院時 ADL
や臨床的重症度で調整した上でも入院中の転倒と関連していた。急性期一般病棟の入院患者において，入院時に口腔
ケア介助が必要な患者は転倒のリスクが高いことが示唆された。

転倒　口腔清潔　口腔ケア介助の必要性　重症度　医療・看護必要度　ロジスティック回帰

  
連絡先：株式会社麻生飯塚病院臨床研究支援室　古賀　秀信
　　　　〒 820-8505 　福岡県飯塚市芳雄町 3-83
　　　　TEL：0948-22-3800（代表）内線 6711 　Fax：0948-29-8928 　E-mail：hkogah1@aih-net.com
　　　　受付日：2021. 4. 24 　受理日：2021. 5. 28
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入院時口腔ケア介助の必要性と入院中の転倒との関連
〜過去起点コホート研究〜
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Ethical Influence of Fall Prevention Sensors on Older 
Adults, their Families, Nurses and Care Workers in Long-
term Care Facilities：A Cross-sectional Study Comparing 
Sensor Types or Experience of Healthcare Staff

Miho SHOGENJI 1）　Mayumi KATO1）　Tomoko YAMASHITA2）　Sumiko NISHIJIMA2）　
Mitsuko KIMA2）　

1）	Faculty	of	Health	Sciences,	Institute	of	Medical,	Pharmaceutical	and	Health	Sciences,	Kanazawa	University
2）	Kanazawa	Cardiovascular	Hospital

【Objective】We aimed to clarify the ethical influence of fall prevention sensors on older adults, their families, 
nurses and care workers, and drew comparisons between the type of sensors or experience of healthcare staff.
【Methods】 This cross-sectional study used anonymous self-administered questionnaires completed by nurses and 
care workers in selected long-term care facilities between April and May 2014. We collected demographic data 
and information on experience of encountering falls and the use of fall prevention sensors. The ethical influence of 
the sensors on older adults, their families, nurses and care workers were evaluated using a Likert evaluation scale 
ranging from 1（“I agree very much”）to 6（“I do not agree at all”）. 
【Results】A total of 672 nurses and 382 care workers participated. The experience of using fall prevention 
sensors was significantly higher among the nurses than care workers（92.3 ％ vs. 84.3 ％ , p < 0.001）. Connected 
sensors caused a sense of restraint and restriction on the behaviors of older adults, distress to older adults and 
their families, and feelings of guilt and perception of causing physical restraint for nurses and care workers. On 
the other hand, non-connected sensors were considered supportive in the maintenance and expansion of older 
adults’ activities of daily living（ADL）and in allowing “want to” requests and contributed to assurance of older 
adults and their families. Compared to care workers, the nurses felt that the sensors could lead to restraint and 
behavioral restriction in older adults and cause distress in older adults and their families.
【Conclusions】 Based on the ethical influence of fall prevention sensors, nurses and care workers need to 
collaborate and, with organizational support, make comprehensive clinical judgments on sensor type selection, 
installation methods, and sensor adaptation.

fall prevention sensors, older adults, nurses, care workers, ethics
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【目的】本研究は，認知障害高齢者に転倒予防を行う病棟看護師の，身体拘束の必要性認識の現状および，拘束しな
い転倒予防の実施と，これらへの影響要因の検討を目的とした。
【方法】富山県内の 4 施設の一般病院に勤務し，認知障害高齢者を担当した経験のある病棟看護師 304 名を対象に，
2019 年 1 ～ 3 月に無記名質問紙調査を実施した。主要アウトカムである認知障害高齢者への身体拘束の必要性認識
は J-PRUQ 尺度を使用し，拘束しない転倒予防の実施状況は，2 件法で尋ねた。副次的アウトカムは，J-PRUQ 低下
および，拘束しない転倒予防実施への影響要因とした。
　調査項目は，看護師の基本属性，病棟環境と病棟文化，認知障害高齢者に関する関心，認知障害高齢者への転倒予
防と身体拘束に関する意識とした。
【結果】分析対象は 238 名（有効回答率 78.3 ％）であった。拘束の必要性認識（J-PRUQ）（範囲 1 ～ 5 点）の平均
±標準偏差は 3.2 ± 0.60 点，必要性の高い項目は，「カテーテル抜去予防」4.26 ± 0.91 点，「ベッドからの転落予防」
3.90 ± 0.95 点であった。拘束しない転倒予防を「行っている」との回答は 160 名（67.2 ％），「行っていない」は 73
名（30.7 ％）であった。
　J-PRUQ 低下への影響要因は，病棟文化の「拘束しないと次の勤務帯の看護師に迷惑をかけると思わない（β＝
−0.205 ，ｐ＜ 0.01）」「病棟では看護判断で拘束せず転倒予防を行っている（β＝−0.176 ，ｐ＜ 0.01）」と，看護師
の意識の「拘束しなくても転倒を予防できる（β＝−0.165 ，ｐ＜ 0.01）」「転倒予防には拘束が必要であると思わな
い（β＝−0.132 ，ｐ＜ 0.05）」と，「女性（β＝−0.144 ，ｐ＜ 0.05）」であった。
　拘束しない転倒予防の実施への影響要因は，看護師の意識の「病棟チームの判断で拘束せず必要と思う転倒予防が
行えると思う（OR；17.644 ，95 ％ CI；7.599-40.968）」であった。
【結論】認知障害高齢者における一般病院看護師の身体拘束の必要性認識が高い項目は，カテーテル抜去，縫合除去，
栄養チューブ抜去，ベッドからの転落であった。拘束の必要性認識を低下させる要因は，認知障害高齢者に対して拘
束せず転倒予防を行う病棟文化と，拘束せず転倒を予防できると思う看護師の意識であった。拘束削減に向けた看護
師の行動の推進には，組織的な支援の重要性が示唆された。

身体拘束　転倒予防　認知障害　高齢者　J-PRUQ尺度

	 	
連絡先：富山大学学術研究部医学系老年看護学講座　牧野　真弓
　　　　〒 930-0194 　富山県富山市杉谷 2630
　　　　TEL：076-434-7446 　E-mail：makino08@med.u-toyama.ac.jp
　　　　受付日：2021. 5. 21 　受理日：2021. 7. 22

原　著

認知障害高齢者における一般病院看護師の身体拘束の
必要性認識の現状および拘束しない転倒予防の実施と
影響要因についての多施設間横断研究

牧野　真弓 1）　　加藤　真由美 2）　　正源寺　美穂 2）　　
1）富山大学学術研究部医学系老年看護学講座
2）金沢大学医薬保健研究域保健学系
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【目的】転倒の床面衝突によって引き起こされる骨折は，高齢者にとって生活の質を左右する重大な障害である。こ
の骨折機序を解明するために三次元人体モデルを用いて転倒の床面衝突時における関節の力学的負荷が検討されてき
ているが，転倒動作の個体差にも影響される可能性がある。そこで，本研究は後方転倒における股関節に焦点を当
て，後方転倒動作の個体差が三次元モデルを用いて推定した股関節の力学的負荷に及ぼす影響を分析した。
【方法】三次元人体モデルを作成し，その股関節には弾性要素 1 個を備えた。床面の材料特性はコンクリートに設定
した。転倒動作のシミュレーションにおいて弾性要素にかかる力を股関節の力学的負荷として評価した。参加者は健
常成人男性 10 名（22.1 ± 1.0 歳）とした。参加者を体操用安全マットに後方転倒させ，その時の動作をモーション・
キャプチャー・システムで撮影した。その後方転倒動作を三次元人体モデルにシミュレーションさせ，床面衝突時に
おける股関節の力学的負荷を推定した。
【結果】股関節の力学的負荷の前方成分のピークは 1.05 ± 0.48 kN，後方成分のピークは 0.88 ± 0.41 kN であった。
近位成分のピークは 1.49 ± 0.87kN，遠位成分のピークは 2.15 ± 1.23 kN であった。最も大きい近位成分のピークは
大腿骨頚部の破壊荷重に達しており，その値を有していた参加者は他の参加者とは異なる部位を床面に最初に衝突さ
せていた。力学的負荷が最も小さかった参加者は，床面衝突後に身体が跳ね返っていなかった。
【結論】後方転倒時における股関節の力学的負荷は，床面に最初に衝突する部位と衝突後における臀部と大腿部の動
作の違いに影響した。

後方転倒　股関節　力学的応答　三次元人体モデル

連絡先：新潟県健康づくり・スポーツ医科学センター　西野　勝敏
　　　　〒 950-0933 　新潟市中央区清五郎 67 番地 12
　　　　TEL：025-287-8806 　Fax：025-287-8807 　E-mail：k.nishino@ken-supo.jp
　　　　受付日：2021. 2. 2 　受理日：2021. 5. 9

報　告

三次元人体モデルを用いた後方転倒の床面衝突時にお
ける股関節の力学的応答分析

林　卓未 1）　　西野　勝敏 2）　　プラムディタジョナスアディティア 3）　
伊藤　雅人 4）　　山本　智章 5）　　田邊　裕治 1）　　
1）新潟大学大学院自然科学研究科材料生産システム専攻
2）新潟県健康づくり・スポーツ医科学センター	
3）日本大学工学部機械工学科 
4）パナソニック株式会社プロダクト解析センター
5）新潟リハビリテーション病院整形外科
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　COVID-19 の感染拡大を予防するために人々の身体・社会活動を著しく制限した結果，いくつか

の弊害があらわになってきました。生命の安全と活動のバランスを保つことの難しさを痛感する毎

日です。安全と活動のバランスという点では，第 8 巻第 1 号に転倒予防に伴う行動の制限のあり方

に関連する論文が 2 本掲載されました。転倒予防研究に携わる臨床家・研究者が，転倒予防よりも

さらに優先すべきことがあると気付き，「その人の権利を擁護しつつ転倒予防の最善を図る」よう

に転換しつつあることを感じています。安全と自立 / 自律のバランスをとるためには，画一的な転

倒予防対策だけでは難しく，その人（転倒予防の対象者）が人生の中で重視していることは何か・

その人にとって譲れない自律は何か…といった，その人自身も言葉にできていない思いと向き合っ

ていく感性や姿勢が求められます。これからの 10 年間でそのような投稿や学会発表が増えること

を願っています。

　さて，新しい生活様式が導入されてから，早くも 2 年が経過しようとしています。人々の交流は

著しく阻害されましたが，一方では，国内外の人々との web を用いたコミュニケーションが加速

しています。本学会も大きな影響を受け，2020 年の学術集会は web 開催，2021 年は web と現地

開催のハイブリット形式で開催されます。また，本誌も，第 8 巻から第 1 号と第 3 号の閲覧方法が

web 掲載のみとなりました。慣れるまでに時間を要するかもしれませんが，電子媒体の強みである

検索機能を活用したり，最新号をいつでも，どこからでもアクセスして閲覧したりしていただけれ

ば幸いです。なお，冊子体で掲載されておりました，執筆要項（英文含む），編集委員会，おやく

だちグッズ登録企業一覧につきましては，学会の web サイトに常時掲載しておりますのでご参照

ください。

2021 年８月 1 日　

　　日本転倒予防学会誌編集委員会　編集委員

          征矢野　あや子（京都橘大学　教授）



47

日本転倒予防学会誌　第 8 巻　第 1 号

Japanese Journal of Fall Prevention Vol.8 No.1

令和 3 年 8 月 10 日発行

発　行　人：『日本転倒予防学会誌』編集委員会
編集事務局：日本転倒予防学会

〒 104-0045　東京都中央区築地 2-12-10　築地 MF ビル 26 号館 5 階（株）朝日エル内
TEL/FAX：03-3544-6112
URL：http://www.tentouyobou.jp/ 
e-mail：jimukyoku@tentouyobou.jp

制作・印刷：株式会社さくら工芸社
〒 102-0072　東京都千代田区飯田橋 3-4-10
TEL：03-3261-6598       FAX：03-3261-1988

©　本書の内容の一部あるいは全部を，転載あるいは複製（コピー，スキャン，デジタル化等）するこ
とは，著作権法上認められている場合を除き，禁じられています。


	001
	002
	003
	004
	005
	006
	007



