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原著論文 
 

経腟分娩後の初回歩行時における 

転倒のリスク因子の検討 
 

                                                

川村奈緒 1)、菅野加奈子 1)、石森綾 1)、佐藤龍子 1)、佐藤秀子 1) 

1) 国立病院機構 仙台医療センター 看護部 母子医療センター 

 

<<抄録>>                                            

 目的) 経膣分娩後、初回歩行がうまくいかなかった事例とうまくいった事例を分析し、転倒のリスク因子

を明らかにする。方法) 経腟分娩後の褥婦を対象に、分娩後４時間まで気分不快・ふらつきがなく歩行でき

たＡ群と分娩後４時間まで歩かせなかった、又は歩行したが気分不快・ふらつきがあり、次回歩行時も見守

りが必要なＢ群とで転倒のリスク因子を比較検討した。結果) 分娩前最終 Hb が低い、初産婦、分娩誘発、

分娩後 2 時間までの出血量が多い、分娩までの不眠時間が長い、吸引分娩、初回歩行又は分娩後 4 時間ま

での絶食時間が長い、歩行直前 SI が高い人が転倒のリスクが高いという結果であり、歩行可能になった時

間と２時間までの出血量で相関関係があった。結語) 転倒のリスク因子として、分娩前最終 Hb が低い、初

産婦、分娩誘発の有、分娩後２時間までの出血量が多い、分娩までの不眠時間が長い、吸引分娩、初回歩行

又は分娩後４時間までの絶食時間が長い、歩行直前 SI が高いが抽出された。歩行可能になった時間と分娩

後２時間までの出血量の間には相関関係がみられた。 

                                                

キーワード：分娩後 初回歩行 転倒 アセスメントシート 

 

 

１ はじめに 

経腟分娩後は、子宮復古の促進、自然排尿の促進、

血栓の予防、健康感の自覚などのために早期離床が

推奨されている。A 病院では、経腟分娩では分娩後

4 時間はベッド上安静とし、経過が問題なく褥婦の

体力面で可能であればその後できるだけ早期に初

回歩行を行っている。深部静脈血栓症や肺塞栓症予

防、子宮復古、排泄機能の回復のためには、より早

期の離床が望ましいと言われている。しかし、離床

の時期は一律に決定できるものではなく、分娩時の

出血量、分娩後の経過、褥婦の疲労の具合、合併症

の有無等によって個別に判断する必要があると言

われている。 

分娩後の転倒転落におけるリスク因子としては、

分娩時の出血量、ヘモグロビン値、分娩歴、急遂分

娩の関係が指摘されている¹,²⁾。しかし、症例数に

限界があることから、他施設との情報交換により症

例数を増やし転倒のリスク因子を分析してアセス

メントシートを作成する必要があると述べられて

いる。A 病院では、経膣分娩後の初回歩行前に院内

共通の転倒・転落アセスメントスコアシートを使用

していることから、経膣分娩後の状態変化に応じた

アセスメント項目を加える必要があると考え、転倒

のリスク因子を明らかにした。 

 

２ 目的 

経腟分娩後の初回歩行がうまくいかなかった事

例と初回歩行がうまくいった事例を分析し、転倒の
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リスク因子を明らかにする。 

 

３ 方法 

１）研究対象：経腟分娩後の褥婦 

 

２）研究期間：平成 27 年 6 月～9 月 

 

３）データ収集方法 

谷田らの「分娩後における転倒の危険因子の検討，

転倒群 10 例と非転倒群 112 例を分析して」3)と中

垣らの「分娩後のめまい・ふらつきの危険因子を明

らかにする」４)を参考に、以下の情報を収集した。 

年齢、分娩前最終 Hb、分娩時 BMI、初・経産、

分娩誘発の有無、産科合併症の有無、精神合併症の

有無、分娩後 2 時間までの出血量、分娩までの不眠

時間（分娩まで何時間起きていたか）、分娩所要時

間、分娩方法、分娩直後子宮収縮、分娩時間帯、外

陰部裂傷の程度、初回歩行又は分娩後 4 時間までの

絶食時間、歩行直前出血量、褥婦の歩ける自信の有

無、歩行直前気分不快の有無、創部疼痛の有無、尿

意の有無、歩行直前子宮収縮、入院時と歩行直前の

バイタルサインの差、歩行直前 SI（ショックイン

デックス＝心拍数/収縮期血圧） 

 

４）データの分析方法 

（１）初回歩行の結果から、以下の点を評価指標と

して 2 群に分けた。 

A 群：4 時間後までの初回歩行で LDR 室内のト

イレまで往復できて、気分不快・ふらつき

がなく、次回の歩行から一人で歩行可とす

る人。 

B 群：4時間後までの初回歩行が困難と判断され、

歩かなかった人。初回歩行をしたが、気分

不快・ふらつきがあった人。次回の歩行も

見守りや介助が必要な人。 

（２）A 群と B 群のデータが正規分布に従うかをシ

ャピロ・ウィルク検定で確認後に、ｔ検定、マン

ホイットニーの U 検定、χ2検定を用いて、A 群・

B 群の差の検定を行った。次に、検定結果で有意

差の出た①分娩後 2 時間までの出血量、②初回歩

行又は分娩後 4 時間までの絶食時間、③分娩まで

の不眠時間の 3 項目と初回歩行できた時間との

相関関係を求めた。解析は SPSS for Windows 

version19.0 を用い、有意水準は P<0.05 とした。 

 

４ 倫理的配慮 

収集したデータは、すべて番号で管理することで、

プライバシーを保護し個人が特定できないように

した。統計処理したデータのみを使用し本研究以外

には使用しないこととし、倫理審査委員会の承認を

得た。 

 

５ 結果 

１）対象者の背景 

調査期間内の対象者数は 214 名であったが、その

うち多量の出血のため ICU に入院となった対象 1

名を徐外し 213 名を分析の対象とした。全対象者の

うち初産婦は86名（40%）、経産婦は127名（60%）、

平均年齢は 31.28（±4.87）才であった。産科合併

症では、切迫早産 14 名、PIH4 名、GDM4 名など

があった。精神疾患では、統合失調症 4 名、うつ病

3 名、パニック障害 2 名などがあった。対象者数は

A 群 167 名、B 群 46 名であった。B 群のうち、4

時間後までの初回歩行が困難と判断され、歩かなか

った人は 19 名であった。また、B 群のうち初回歩

行をしたが、気分不快・ふらつきがあった人は 27

名であった。 

 

２）分娩前観察項目の転倒リスク因子（表１） 

 

 

表１ 転倒のリスク因子と出産前の患者背景 ｔ検定では、

平均値±ＳＤ[95％信頼区間]、Mann‐Whitney の検定では、

中央値［四分位範囲］、カイ２乗検定では度数（％）で表記

した。n=213, ＊: ｐ＜0.05、＊＊: ｐ＜0.01  
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 B 群で、分娩前最終 Hb が低い、初産、分娩誘発

があった人が有意に多かった。年齢、分娩時 BMI、

産科合併症の有無、精神合併症の有無に有意な差は

なかった。 

 

３）分娩直後観察項目と転倒リスク因子（表２） 

  B 群で、分娩後 2 時間までの出血量が多い、分

娩までの不眠時間が長い、吸引分娩、分娩直後の子

宮収縮が不良な人が有意に多かった。分娩所要時間、

分娩時間帯、外陰部裂傷の程度に有意な差はなかっ

た。 

 

 
表２ 分娩直後観察項目と転倒のリスク因子 Mann‐

Whitney の検定では、中央値［四分位範囲］、カイ２乗検定

では度数（％）で表記した。✝分娩までの不眠時間では、

n=206 (A=163, B=43)で統計解析した。n=213, ＊: ｐ＜

0.05、＊＊: ｐ＜0.01  

 

４）歩行直前観察項目と転倒リスク因子（表３） 

 B 群で、初回歩行又は分娩後 4 時間までの絶食時

間が長い、褥婦の歩ける自信が無い、歩行直前気分

不快があった人が有意に多かった。歩行直前出血量、

創部疼痛の有無、尿意の有無、歩行直前子宮収縮状

況に有意な差はなかった。 

 

５）入院時・歩行直前のバイタルサインの差と SI

（表４） 

 全対象者 214 名のうち欠損値を除いた 208 名を

対象とした。入院時と歩行直前のバイタルサインの

平均値は、体温：A 群 36.6－37.1 度、B 群 36.7－

37.0 度、脈拍数：A 群 78－81、B 群脈拍数 81－88

回/分、収縮期血圧：A 群 116－115mmHg、B 群

112mm－113mmHg であった。A 群と B 群で有意 

 
表３ 転倒リスク因子と歩行前の患者背景 Mann‐

Whitney の検定では、中央値［四分位 範囲］、カイ２乗検

定では度数（％）で表記した。‡ 初回歩行又は、分娩後４

時間までの絶食時間では、ｎ=204(A=164，B=40)で統計解

析した。n=213, ＊: ｐ＜0.05、＊＊: ｐ＜0.01  

 

 
表４ 入院時・歩行直前のバイタルサインの差とＳＩ（ショ

ックインデックス） ｔ検定では、平均値±ＳＤ[95％信頼

区間]、Mann‐Whitney の検定では、中央値［四分位範囲］

で表記した。n=208, ＊: ｐ＜0.05、＊＊: ｐ＜0.01  

 

な差はなかった。歩行直前の SI は B 群が有意に高

かった。 

 

６）歩行可能になった時間との相関関係（表５、図

１） 

 歩行可能になった時間は、A 群平均 3.77 時間、B

群平均 10.8 時間であり、全体で平均 5.3（±4.4）

時間であった。これまでの結果で有意差が出た、①

分娩後 2 時間までの出血量、②分娩までの不眠時間、

③初回歩行又は分娩後 4 時間までの絶食時間に関

して、歩行可能になった時間との相関関係があるか

を検討した。分娩後 2 時間までの出血量と歩行可能

になった時間に相関が認められた。 

 

６ 考察 

 森田らは、転倒リスク要因は多様であるがすべて

の要因について、一人ひとりをアセスメントするこ

とは困難である。そのため多数の要因から予測でき 



仙台医療センター医学雑誌 Vol. 6 Dec 2016 

55 

 

表５ 歩行可能になった時間との相関関係 ＊: ｐ＜0.05、

＊＊: ｐ＜0.01  

 

図１ 歩行可能になった時間と分娩２時間までの出血量の

相関関係  

 

る確率の高いものを統計的に取捨選択することが

必要になる３)と述べている。 

 また、谷田らは、妊娠、出産には身体的にさまざ

まな変化をきたし、一般の成人とは異なる転倒・転

落の要因が存在すると考える。そこで事故防止策と

して妊産褥婦に適したアセスメントシートの開発

が必要である１)と述べている。 

 分娩後は循環動態に変動をきたしやすく、ふらつ

く等の転倒のリスクがあるため、転倒事故を未然に

防ぐ 

 

１）分娩前の患者背景 

B 群に分娩前最終 Hb が低い、初産、分娩誘発が

あった人が多く、転倒リスクが高いことが明らかに

なった。谷田ら１)の研究でも有意差がみられていた

が、対象に帝王切開後の褥婦も含まれていた。今回

の結果より、経腟分娩でも分娩前最終 Hb が影響す

ることが明らかになった。妊娠時の貧血は Hb11.0

以下と定義されており、B 群は貧血となる。両群間

の差は 0.4 ではあるが、貧血の定義である 11.0 以

下の人は転倒のリスクがあると考える。初・経産で

は、経産婦の方が歩けるという結果だった。これは、

中垣らの研究２)でも同様の結果を得られているの

で、確実性の高いデータとなった。分娩誘発があっ

た人のリスクが高かったのは、分娩誘発の場合、前

日夕食以降は絶食の指示となり、明朝から分娩誘発

開始となるため、分娩までの 12 時間以上は絶食に

なるため、絶食時間が反映されたものと考える。 

 

２）分娩直後の患者背景 

B 群に分娩後 2 時間までの出血量が多い、分娩ま

での不眠時間が長い、吸引分娩が有意に多く、転倒

リスクが高いことが明らかになった。谷田ら１)の研

究と中垣ら２)の研究でも出血量に差があることが

報告されており、歩行可能時間との相関関係もみら

れ、出血の量が多いほど、歩行できるようになった

時間も長く要した。分娩所要時間による差はなく、

分娩所要時間が長くとも、陣痛の間にも睡眠をとる

ことが、初回歩行で転倒するリスクを減らすと考え

る。吸引分娩については、中垣らの研究２)でも自然

分娩と急遂分娩による差が報告されている。吸引分

娩の適応は、①母体疲労のため第 2 期短縮が必要と

判断された場合、②第2期遷延、③分娩第2期停止、

④胎児機能不全となっている。陣痛の痛みで水分摂

取・食事摂取・睡眠が困難なまま経過し第二期遷延

に至り、吸引分娩となることによって、母体の疲労

が回復せず初回歩行となるため、転倒のリスクにな

ると考える。また、分娩後出血のリスク因子として、

「陣痛促進・誘発」「器械分娩」などがあげられて

おり、出血量が多くなることも関係していると考え

る。分娩直後の子宮収縮良、不良に関しては、有意

差は出たものの、データに大きな偏りがあったため、

信頼性は低いと考える。 

 

３）初回歩行前の患者背景 

B群に初回歩行又は分娩後4時間までの絶食時間

が長い、褥婦の歩ける自信が無い、歩行直前気分不

快があった人、歩行直前 SI が高い人が有意に多く、

転倒リスクが高いことが明らかになった。陣痛の疲

労により水分・食事の摂取ができなくなり、脱水や

エネルギー不足に陥ると、分娩時の出血の際に血液

の不足を補うことができず、多量な出血でなくても

ショック状態に陥る可能性もある。また、分娩後の
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初回歩行の時には体力が消耗しており、転倒の因子

となったと考える。SI は分娩時の出血量を反映し

ているとされている。分娩時の出血では羊水と出血

が混ざり合い正確な出血量を算出することは困難

であり、輸液などの影響で採血データでも出血量を

予想することはできないとされている 8)。また、SI

はバイタルサインが正常な時でも異常を表出する

と言われている。本研究でも各バイタルサインの差

では有意差がみられなかったことから、歩行直前の

SI により体内の循環動態を把握し、歩行可能かど

うかを見極める必要があると考える。 

褥婦の歩ける自信の有無、歩行直前の気分不快に

関しては、有意差は出たものの、データに大きな偏

りがあったため、信頼性は低いと考える。 

 

４）今後の展望  

本研究では、転倒リスクを高める様々な要因が明

らかとなった。今後は、分娩前最終 Hb11.0mmHg

以下、分娩後 2 時間までの出血量が 420ml、分娩ま

で 16 時間の不眠時間、初回歩行又は分娩後 4 時間

までの絶食時間が 11.5 時間、歩行直前 SI0.74 を目

安として、リスク管理を行い、転倒予防効果を検討

して行きたい。 

A病院では初回歩行の時間を基本的に分娩後4時

間と定めている。しかし、浮本らは、「正常分娩後

の褥婦は分娩後 2 時間で大きな血圧の変動を来さ

ず初回歩行が可能である。」４)と述べている。早期

の離床は、子宮復古の促進、排泄機能の回復、血栓

予防などの利点だけではなく、褥婦の回復感や自信

へとつながると述べられている。アセスメントシー

トを用いて、歩行の安全性を評価することは、転倒

のリスクを減らしながら分娩後 2 時間での早期離

床を可能にすることができると考える。 

 

７ 結論 

 転倒のリスク因子として、分娩前最終 Hb が

11.0mmHg 以下、初産婦、分娩誘発、分娩後 2 時

間までの出血量が多い、分娩までの不眠時間が長

い、吸引分娩、初回歩行又は分娩後 4 時間までの

絶食時間が長い、歩行直前 SI が高い、が抽出され

た。歩行可能になった時間と分娩後 2 時間までの

出血量の間に相関関係が認められた。 
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