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維持期リハ（1）

離床意欲向上へと繋がった一症例～興味のある作業活動を通して～
1 国分中央病院

リハビリテーション室，2 国分中央病院

理事長

さかた かなみ

○坂田 香菜美（作業療法士）1，今別府 剛 1，小西 由衣 1，松尾 章可 1，藤﨑 剛斎 2
【はじめに】
特に意味のある作業は臨床の作業療法場面において対象者の意欲や楽しみを向上させ、他の作業への動機づけ
に有効であるといわれている。そこで今回、当院の療養病棟において日中臥床傾向となった症例に対し強い興
味を示した作業活動を行った結果、離床意欲向上へと繋がった症例を担当する機会を得た為ここに報告する。
【症例】
90 歳代女性。H28 年 7 月右大腿骨転子部骨折術後当院入院、リハビリ開始。JCS：Ⅰ－ 2 ～Ⅱ－ 30 と日差あり。
基本動作全介助。HDS-R：10 点。CAS( 面接による意欲評価スケール )：40 点。FIM：24 点。
【実施期間】
H29 年 9 月～ H30 年 4 月までの 7 ヵ月間。週 3 ～ 4 回、30 分程度実施
【作業を通しての経過】
日中、入浴以外は臥床傾向で自発的な動きなく、眠気や全身の倦怠感を理由に離床拒否。介助にてベッド端坐
位 5 分程度可能。頸部正中位保持困難な為注意が向くよう鏡設置すると興味を示し、身なりを整える動作あり。
整髪動作促すと拒否みられなくなり離床回数増加。日中の覚醒時間が延長し、ベッド上での自発的な動きや発
話も増えた事で他者との交流に繋がった。
【結果】
自ら離床の訴えが聞かれるようになり、CAS は 40 点から 11 点と改善した。FIM は 24 点から 28 点に改善し、
整髪動作では前頭部は自ら行い後頭部は軽介助となった。上肢機能も、鏡や櫛の把持から空間保持が可能とな
り、塗り絵を行えるようになった。また、塗り絵を通して他者との交流を楽しみ、意味のある離床生活へ繋げ
る事ができた。
【考察】
症例は日中臥床傾向にあったが、整髪という症例にとって意味のある作業を行う事が整髪動作能力改善だけで
なく、離床に対する意欲向上効果をもたらした。更に、上肢機能改善やコミュニケーション能力改善へも波及
したと考える。今後は他者との交流や作業活動の幅を広げ、活動性の向上や QOL 向上へと繋げていきたいと
考える。
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維持期リハ（1）

寝たきりレベル の障害高齢者の活動状況と拘縮予防の重要性について
青梅慶友病院 リハビリテーション室
さいとう ひかる

○斉藤 ひかる（理学療法士）
，田中 将人，山口 淳子，渡辺 浩司，吉際 俊明
はじめに
本研究では，寝たきりレベルの障害高齢者における身体活動状況と拘縮予防の結果を示し，活動性を高める重
要性について考察する．
対象と方法
対象は 2008 年 4 月から 2016 年 4 月に当院に入院し，2 年間障害高齢者の日常生活自立度がランク C2 と判定
された 107 名とした．対象者には拘縮予防の目的で，日常ケアに組み込んだ他動運動や座位などの抗重力姿勢
を意識した運動プログラム , さらに対象者の状態に合わせて余暇活動の提供を積極的に行った．評価は膝関節
の伸展可動域の測定と日中の活動量の計測をした．関節可動域の測定は対象者全てに 2 ケ月ごとに行い，活動
量の計測はランク C ２の中から 36 名を抽出し，
腕時計型活動量計を使用して日中 9 時 30 分から 7.5 時間行った．
データは，膝関節の伸展可動域を Friedman 検定を用いて経時的変化の有無を確認し，活動状況は身体活動が
カウントされた合計時間と内容を分析した．
結果
膝関節伸展可動域は ,2 年間で -21.8°から -25.4°へと 3.6°の有意な減少が認められた．
（p<0.001）日中の活動状
況は 7.5 時間のうち，16％にあたる 1.2 時間に身体運動のカウントが認められ，その内容はほぼ日常ケアや理学・
作業療法士による運動プログラムであった．
考察
結果より，ランク C2 の活動状況は他者の介入が無ければほとんど身体を動かす機会がないことが明らかになっ
た．一方 , そのような対象者に実施した拘縮予防の結果は，2 年間で 3.6°の減少と対象者の活動状況を考慮す
ればある程度の効果があったものと推察される．関節拘縮の発生・進行は生活内での身体活動が十分に行われ
ていなかったことを示しており，今回のような自発的な運動が困難な対象者においては，拘縮の程度が携わる
者の対応の結果を示していると認識を持つ必要がある．今後も障害高齢者の生活の質を保つために，活動性を
高める取り組みを検討していきたい．
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維持期リハ（1）

維持期リハビリテーションにおける在宅復帰を目標とした自主訓練の取り組み
吉田温泉病院 リハビリテーション課
ささき しょういちろう

○佐々木 昭一郎（理学療法士）
，鳥越 宏，西留 弘徳，糸山 庄司
【はじめに】
自主的訓練を取り入れ入院生活の中で習慣化したことで独居生活が可能となった当院での取り組みを紹介す
る。
【論理的配慮】
本研究は当院倫理委員会の承認を得たものである。また、個人が特定できないようにデータの取り扱いに十分
配慮した。
【当院での取り組みについて】
症例として、入院当初はパーキンソン病で転倒リスクが高い状態であった。個別リハビリ介入にてバランス訓
練・重心移動訓練などを行うことで症状が軽減でき、歩行速度・歩行距離などの歩行能力が向上した。入院よ
り２ヶ月後、外泊中に転倒。独居生活への自信が低下し、退院が延期となった。そこで個別リハビリ以外で自
主訓練を提案した。徐々に入院生活がアクティブに行えるようになった。個別リハビリ直後は、向上した能力
に依存していた。自主訓練導入後は個別リハビリ中に 10 ｍ歩行・片脚立位などの具体的な数字で表すことで
自信向上につながった。リハビリ依存からの脱却、パフォーマンスの高い状態での能力維持ができ、独居生活
復帰が可能となった。
【考察】
今回の紹介した症例は認知症も無く、リハビリに対する意欲も高いことで、自主訓練への理解や実行がスムー
ズに行え、能力を維持向上することが可能であった。自主訓練プログラムについては、患者様自身がしっかり
理解されて取り組むことでリハビリ後の限定的な効果から脱却することができた。
【まとめ】
自主訓練を継続するために、効果を実感できる工夫が必要で、意欲の維持が大切になる。リハビリ以外の時間
を充実することで次へのステップにつながり、患者様の今後の選択枝を増やすことが必要である。
【今後の展望】
維持期・慢性期病院では認知機能および運動機能・全身耐久性などが低下している高齢者に対して、自主訓練
への理解や意欲を維持することが難しい。今後、当院での取り組みとして、少集団にて、短時間の運動プログ
ラムを作成・検討している。
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維持期リハ（1）

多職種でのﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ栄養の取り組みにより，ADL が改善し意欲向上に繋がった一症例
温泉リハビリテーションいま泉病院 リハビリテーション科
すなはら まゆと

○砂原 真祐翔（作業療法士）
，島津 康二，崎本 美春，福林 由香，柳田 苑華
【はじめに】
近年ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ栄養の考え方が医療に取り入れられている．高齢者には低栄養とｻﾙｺﾍﾟﾆｱの合併が多くこの状
態でﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝを行っても十分な効果を得ることが出来ない．今回，管理栄養士 ( 以下 RD) と協働し，運動量
と栄養摂取のﾊﾞﾗﾝｽを調整したところ，栄養状態が改善し，心身機能，活動に改善が見られた症例を報告する．
【方法】
症例：80 歳代男性，医学的診断名：ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病・うつ病，神経学的所見：構音・嚥下障害，主訴：歩けるよう
になり家に帰りたい，簡易栄養状態評価表 ( 以下 MNA)：低栄養ﾘｽｸ．ADL：基本動作，平行棒内歩行は介助
にて可能．
期間：約 3 ヶ月間
方法：①機能訓練後に栄養補助食品を提供②運動量と栄養摂取のﾊﾞﾗﾝｽの検討③定期評価を行い，各部署で経
過を記録ｼｰﾄに記録し情報共有を図る．
【結果】
介入後から体重は徐々に増加を認め，MNA では，栄養状態良好へ改善を認めた．基本動作は手すりを使用し
見守りで可能となり，歩行器歩行が介助にて可能となった．介入前は悲観的な言動が聞かれていたが，ADL
の向上に合わせて，前向きな意見が増え，精神面でも良い反応が得られた．記録ｼｰﾄを使用し経過報告会を行
うことで，経過が把握しやすく，問題点，提案を基に時間や内容の調整が随時行えた．
【考察】
機能訓練後に栄養補助食品を摂取し，運動量と栄養摂取のﾊﾞﾗﾝｽを調整したことで，栄養状態が改善し筋力・
耐久性が向上した．症例は出来ることが増えたことで，意欲の向上に繋がった．また，多職種との連携の重要
性を再確認することが出来た．
【おわりに】
今回 RD との協働で，食事状況や摂取量などの栄養面に，より意識を向けることが出来た．多職種で不要な体
重減少を防ぎ，運動効果を高める身体づくりを効率的に行う必要がある．今後は患者様の栄養管理，活動量に
目を向け情報共有し，多職種で取り組みたい．
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維持期リハ（1）

慢性期病棟における「しているＡＤＬ」向上の取り組み
吉田温泉病院 リハビリテーション課
くまがい さおり

○熊谷 さおり（作業療法士）
，安達 寛
目的
マンパワー不足の病棟生活で「できる ADL」の発揮が困難な現状に対し、ADL 場面に介入し、できる ADL
能力を発揮する場を提供。している ADL と意欲向上を目指す。
対象・方法
・PT3 名、OT ２名、補助者１名で患者 8 名を選択。
・移動、食事動作、整容、トイレ動作の自立度向上の可能性のある患者。
・重点患者１名を選抜。リハスタッフ交代でトイレ誘導。
・動作自立後、病棟へ介助ポイントやリスク面の伝達を行い、引き継ぐ。
実行
・食堂までの移動は杖や歩行器、車いす自走で行い、食事前の嚥下体操を行った。食事動作はポジショニング、
食事形態や箸、スプーンの検討と改善を行い、他患者や、スタッフとのコミュニケーションの場となるよう交
流を促した。自立と介助ポイントを把握し病棟へ伝達、または写真掲示した。
・重点患者の経過と結果
トイレ動作はリハスタッフがトイレ誘導。回数や失禁の有無の確認、移乗、移動の安全性を評価。患者の能力
や意欲の向上、停滞の状況を病棟に報告、進捗を知らせた。生活場面に介入することで、患者の自立、介助ポ
イント（食事形態、箸やスプーンの適応性、食思、動作の耐久性、尿便意のタイミング ) が分かり、病棟への
情報提供ができた。交流を楽しみにする声が増え、決まった時間にその場所に行くという生活リズムができ、
活動範囲が広がった。病棟からも介助ポイントの質問が挙がった。重点患者については、生活リズムの構築や、
コミュニケーションの増加が好循環し、活動性と意欲向上が見られた。途中、失禁による落ち込みが見られた
ものの尿器も併用しトイレ動作が自立。病棟内 ADL はほぼ自立した。
結語
生活と訓練場面が分断することなく生活リハとして「している ADL」向上が図れることを期待している。能
力発揮の場の提供、病棟との統一したかかわりは、過介助を避け、意欲向上や精神的自立の手助けとなり、活
動範囲が広くなることで心身機能の活性化につながる可能性も感じた。
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維持期リハ（1）

長期臥床患者に対するリハビリテーション ～離床を中心としたアプローチ～
高田病院
もって よしの

○物袋 愛乃（理学療法士）
，冨吉 歩，上 真之，萩原 隆二，髙田 昌実
【はじめに】長期臥床患者に行っている離床の効果を明確にしたい。
【実施期間】平成 29 年 1 月～平成 29 年 4 月
【方法】リハビリ中における ①覚醒状態の変化②離床時間③バイタル変動やその他の変化点をリハビリ介入毎
に記録する。
【対象】研究者 3 名の担当患者でリハビリ介入時以外に離床がない者
（算定内・注記対応者：患者 (9 名 )、13 単位対応者：患者 (7 名 )）
【結果】①離床による覚醒状態の変化：変化あり 8 名
②離床時間：離床時間拡大：3 名
③その他の変化点：離床方法：4 名、持続点滴終了者：1 名、リハ時間以外の 離床獲得：1 名、研究中の死亡
ENT 者：3 名
【考察】今回の研究では、研究以前から行っていた離床に着目し研究を行った。対象者は長期臥床により日常
生活動作・基本動作能力の向上は得られにくい。長期臥床を脱するために行っている離床が、覚醒状態・座位
姿勢・循環動態へどのように影響しているのか、考察を加えここに報告する。離床による覚醒状態への影響は、
離床時間を延長しても覚醒状態の変化はなく、離床という行為そのものが覚醒状態の向上に影響していること
がわかった。座位姿勢への影響は、座位姿勢をとることで、抗重力筋の活動は促進され運動療法を行えない対
象者にも筋活動を誘発することが可能となり、座位姿勢安定を図ることが可能となった。座位姿勢は抗重力姿
勢であるため、心拍数の増加、末梢血管の収縮などが起こり、循環調整機能が作用する。循環動態が安定する
ことで、離床時間の延長を図ることが可能となり、座位姿勢へのアプローチにもつながる。覚醒状態・座位姿
勢・循環動態へ効果において、共通していることは「離床頻度」が影響しているという点である。わずかな時
間でも離床機会を増やすことが重要であるといえる。
【まとめ】長期臥床状態にある患者に対し、積極的な離床を図ることは、長期臥床状態を断ち切る有効な方法
である｡ 短時間でも習慣的に離床を行うことが重要である。
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【義歯の有無が筋力に及ぼす影響】
浅ノ川千木病院 リハビリテーション部
ぬまた たかひろ

○沼田 貴裕（理学療法士）
＜はじめに＞
理学療法介入当初、咬合時の疼痛により筋力強化訓練を効果的に行えない症例を担当した。しかし、義歯作成
後は咬合時の疼痛なく筋力を発揮できるようになったことから咬合は筋力発揮に影響しているのではないかと
疑問を持った。そこで義歯の有無が筋力に与える影響を明らかにするため、身体機能と相関があるとされてい
る握力を測定し検討した。
＜対象＞
当院入院中の患者 17 名。条件として痛みなく咬合可能な義歯を（残存歯を含む）有し指示理解に問題がない
者とした。
＜方法＞
握力測定器は HAND

DYNAMO

METER（松宮医科精器製作所）を使用。測定肢位は座位姿勢で義歯装着

時と義歯非装着時の握力を利き手で各 1 回ずつ測定した。統計解析には対応のあるｔ検定を用い p ＜ 0.05 で
検討した。
＜結果＞
義歯装着時の 15 名において有意な差が認められた。しかし、2 名には有意な差は認められなかった。
＜考察＞
Sugawara らは噛みしめにより運動誘発電位が増強されると報告しており、また鯨らは、咬合接触面積が増加
すれば握力が有意に強くなったと述べている。以上のことから義歯の装着により咬合が可能になったことが筋
力発揮時に運動単位の増員がおき握力が向上したと考える。本研究の結果から筋力増強訓練を実施する際は義
歯を装着して行うことが重要である。
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維持期リハ（2）

脊髄小脳変性症に対するロボットスーツ HAL® の効果
東浦平成病院
いのうえ あゆか

○井上 鮎佳（理学療法士）
，國廣 澄仁，北河 宏之
［はじめに，目的］
脊髄小脳変性症は四肢や体幹の失調症状から，日常生活において転倒リスクが高い。今回，脊髄小脳変性症の
患者に対してロボットスーツ HAL® 臨床研究用モデル（以下，HAL）を使用し，転倒リスク軽減への効果検
証を行ったためここに報告する。
［患者情報］
症例は 50 歳代男性。診断名は脊髄小脳変性症。10 年程前に歩行障害が顕著となる。主症状は小脳失調で，体
幹失調や測定障害，変換運動障害を認める。上下肢の筋力は Manual Muscle Test で 4 レベルであり，Berg
Balance Score は 17 点。転倒回数は多く，外傷を負う転倒は平均して年間 3 ～ 4 回程度である。
［方法］
介入方法は HAL と免荷機能付歩行器 All in one を装着した歩行練習を実施。介入頻度は週に 1 ～ 2 回，歩行
距離は 1 回の歩行で 50 ～ 150m とし，2 ～ 3 セットで総距離を 450m 未満とした。導入初期と約 5 ヵ月後の
Timed up and go test（以下，TUG）
，10m 歩行，Functional reach test（以下，FRT）を測定し比較する。
［結果］
TUG では，導入初期（実施前 / 実施後）は 42.8 秒 /39.9 秒となり，5 ヵ月後（実施前 / 実施後）は 42.2 秒
/41.6 秒となった。10 ｍ歩行では，導入初期は 19.1 秒 / 実施困難となり，5 ヵ月後は 12.9 秒 /10.5 秒となった。
FRT では，導入初期は右 13㎝・左 16㎝ / 右 13㎝・左 16㎝となり，5 ヵ月後は右 15㎝・左 11㎝ / 右 13㎝・左
13㎝となった。
［考察］
HAL でのリハビリテーションを実施した結果，実施前後における数値が変化した要因として，正しい連続し
た運動を繰り返すことで運動学習が起こり，体幹や下肢の協調性が向上したと考えられる。導入初期と 5 ヵ月
後の評価の数値に大きな変化が認められなかった要因として，長期間に及ぶ失調性の歩行により正しい運動イ
メージの構築が困難であることが考えられる。本症例は少なくとも 10 年以上に及び失調性の運動パターンを
繰り返しており，HAL による運動学習の定着よりも従来の運動パターンが定着していると推察する。
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維持期リハ（2）

生活期脳卒中患者に対する Honda 歩行アシストの効果
博愛記念病院
たかた あきひろ

○髙田 昌寛（理学療法士）
，中内 沙恵，木下 大蔵，大寺 誠，池村 健，元木 由美
［目的］
訪問リハビリテーション ( 以下、訪問リハ ) を利用中の生活期脳卒中患者に対し、Honda 歩行アシスト ( 以下、
アシスト ) を導入した事で歩行能力の改善と社会参加の拡大が得られた為、以下に報告する。
［対象］
平成 22 年 7 月くも膜下出血に対しコイル塞栓術が施行された 50 歳代後半・男性とした。平成 22 年 8 月回復
期病棟転院、平成 23 年 1 月介護老人保健施設退院後、誤嚥性肺炎により再入院、平成 23 年 4 月屋内交互型歩
行器歩行・車椅子併用にて自宅退院した。平成 26 年 1 月訪問リハ開始、屋内両側杖歩行、平成 28 年 3 月より
アシストを導入した。
［方法］
平成 28 年 11 月～平成 29 年 4 月末までの外来診療時 (1 回 / 月 ) におけるアシスト実施前 / 後での 1) 10m 快適
歩行速度 ( 以下、歩行 )・2)Functional-Reach-Test( 以下、FRT)・3) 重心動揺計前後径距離 ( 以下、前後径 ) 及び、
Modified-Fall-Efficacy-Scale( 以下、MFES) を評価、社会参加変化の比較検討を行なった。
［結果］
1) 歩 行・2)FRT・3) 前 後 径 の 実 施 前 / 実 施 後 に お け る 6 か 月 平 均 値 は 1)0.67/0.72(m/sec)・2)18.8/27(cm)・
3)5.42/7.04(cm) であった。最終診療時 MFES121 点、屋外片側杖歩行獲得に至った。
［考察・結論］
歩行速度や動的バランスに与える一定効果が確認された。アシスト分析に基づき、訪問リハ時の訓練メニュー
の再検討を実施した事で歩行対称性の改善が得られたと推察される。また、実生活圏内でのアシスト使用によ
り転倒恐怖感軽減が得られ、社会参加頻度増大に至ったと推察される。アシストは、運搬可能かつ、装着が簡
便な為、在宅生活期リハをサポート出来る効果的歩行練習装置であると示唆された。
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維持期リハ（2）

重度のアルツハイマー病患者に対する長下肢装具を使用した歩行練習の効果
秋津鴻池病院 リハビリテーション部
ふくだ ひろみ

○福田 浩巳（理学療法士）
，西田 宗幹
【はじめに】
アルツハイマー病（AD）は緩徐に進行し，進行期には筋強剛やミオクローヌス，痙攣発作等を認め ，失外
套症候群，屈曲性対麻痺を呈する．関節の変形・拘縮の進行により，当人の苦痛や介護負担が増大すること，
さらには清潔の保持に苦慮することを経験する．しかし，この進行を予防するための運動療法については合意
が得られていない．今回，
重度 AD 患者に対して長下肢装具を使用した歩行練習を行い，
その効果を検討した．
【事例紹介】
脱水，尿路感染症，仙骨褥瘡の診断で入院となり，併存疾患に高血圧，糖尿病を有す 70 歳代の男性 ．AD の
罹病期間は約 12 年間であった．Glasgow Coma Scale は E4V1M1，Functional Assessment Staging は 7，四肢・
体幹に関節可動域制限を認め，更衣・清拭の介助は難渋していた．
【方法】
入院から約 1 か月間は，全身調整・関節可動域（ROM）練習（A）を中心に行った．2 か月目からは栄養状
態の改善に伴い，A に加えて両下肢に長下肢装具を使用した歩行練習（B）を行った．入院から 4 か月後に痙
攣発作，肺炎を発症し，約 1 か月間（第 2 期）は A を行った．その後，B を再開した（第 2 期）
．A・B の開始・
終了日に ROM・modified Ashworth scale（MAS）を本研究に携わっていない同一の療法士が測定した．
【倫理的配慮】
ヘルシンキ宣言に基づき，当人，家族には十分な説明を紙面および口頭で行い，同意を得た．
【結果】
A 開始日の膝関節伸展の ROM｛右 / 左（°
）
｝は，-70/-45，B 開始日は，-70/-45，第 2 期 A 開始日は，-50/35，第 2 期 B 開始日は，-60/-40，その 1 か月後は，-55/-40 であった．MAS は，膝関節伸展（右 / 左）歩行
前 3/3，歩行後 2/2 であった．B 開始から約 1 か月後，家族・看護師・介護福祉士から更衣・ 清拭が楽に行え
ると発言があった．
【考察】
歩行練習は，関節の変形・拘縮の進行が予防でき，最後まで人間らしい身体の状態を維持するための有効な
一手段となり得る可能性が示唆された．
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維持期リハ（2）

慢性期脳卒中患者に対する後脛骨筋へのボツリヌス療法と機能的電気刺激を用い歩行能力改善を
認めた一症例
1 印西総合病院 リハビリテーション部，2 印西総合病院

整形外科医

すえよし ゆうじ

○末吉 裕史（理学療法士）1，前田 浩太郎 1，武久 敬洋 2
［背景］慢性期における脳卒中片麻痺患者の歩容改善は難渋するケースが多く、その要因の一つとして痙縮が
あげられる。痙縮に対するリハビリテーションとして脳卒中ガイドライン 2015 においてボツリヌス 療法 ( 以
下 BTX) は推奨グレード A、機能的電気刺激 ( 以下 FES) はグレード B として治療効果が示されている。今回、
脳卒中発症後 45 年を経過した症例へ、上記を主体としたリハビリテーション介入をしたため、その結果につ
いて報告する。［目的］BTX と FES の併用による効果検証［対象］70 代 女性 156cm 59kg 診断名 : 脳動脈瘤
後の右不全片麻痺 Need: 歩容 ･ 歩行耐久性改善 BRS: 下肢Ⅲ 上肢Ⅳ 手指Ⅲ 歩行 :T-cane 監視 症例背景 : 歩容
改善に長年苦慮しており、筋解離術や装具療法を経験している。現在は特注の足底板で内反抑制しているが、
より良い歩容を求め BTX 施注を希望した。
［方法］BTX: 後脛骨筋へ 75 単位 FES 機器 : 帝人ファーマ株式会
社製 歩行神経筋電気刺激装置ウォークエイド ( 以下 WA) FES 部位 : 前脛骨筋 ･ 長短腓骨筋 ( エクササイズモー
ド＝自主訓練／傾斜モード＝歩行訓練時）
［結果］BTX 施注後数時間で効果が表れ、
3 週間かけて関節可動域 ( 右
/ 左 [°]) が改善。( 足背屈－ 5/0 → 0/15

足外返し－ 10/5 → 10/15) BTX 後 2 ～ 5 週間中に身体機能が他期間

より著明に改善。(Functional Balance Scale[ 点 ] 40/56 → 46/56

10m 努力歩行 [ 秒 ]13.2 → 12.4

6 分間歩行

[m]170 → 250) 歩行 T-cane 自立［考察・結論］BTX の効果は痙縮改善に加え、歩行立脚期の支持基底面の変化
や足底からの感覚入力に変化をもたらしたと考えられる。また、WA による歩行遊脚期～荷重応答期に対する
電気刺激は運動学習効果を生み、歩行耐久性の改善へ繋がったと考えられる。しかし、歩容の改善という点に
ついてはやはり難渋した。体幹動揺を改善するためには BTX 施注部位や体幹下肢へのアプローチ方法の再検
討が必要である。
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維持期リハ（2）

長期的な外来リハビリテーションにて歩行機能が向上した症例
世田谷記念病院 リハビリテーション科
かとう わたる

○加藤 渉（理学療法士）
【はじめに】脳卒中リハビリテーションにおける機能回復は発症 6 か月で 95％の改善を向かえ、それ以降の劇
的な回復は難しいと言われている。しかし、外来リハビリの継続で機能回復がみられる症例も経験する。今回、
長期に渡る外来リハビリで徐々に歩行機能が向上した症例を例に、脳卒中患者の外来リハビリの在り方を考え
ていく。【症例】平成 26 年 10 月発症の 30 歳代の右ＭＣＡ領域の脳梗塞患者。当院回復期リハビリテーション
病棟に入院し、6 か月のリハビリを実施後、自宅退院。退院時は下肢 Brunstrom recovery stage（以下 BRS）
Ⅳで軽度感覚障害あり、
動作レベルは金属支柱付き短下肢装具と T 字杖を使用し屋外歩行が自立となった。
【方
法】退院後より外来リハビリ開始した。開始時より、娘（発症当時１歳）と手をつないで歩きたい、普通の靴
が履きたいと、リハビリへの HOPE を持っていたため、機能改善と共に装具のアドバイスやフリーハンドで
の歩行練習を行っていった。
【結果】外来リハビリを 4 年継続し下肢 BRS は変化がないものの金属支柱付き短
下肢装具からオルトップ装具に変更可能となりスニーカーを履くことができた。また、立位バランスの向上も
みられ現在ではフリーハンドで屋外の歩行が自立となり娘と手をつなぎ、保育園の送迎を行っている。【考察】
発症 6 か月で 95％の機能回復を向かえるといわれる脳卒中のリハビリだが、症例によっては機能向上が見込
まれる場合もある。脳卒中の外来リハビリの役割は、その時期に合った適切な目標設や定介入頻度の調整、補
助具のアドバイスなど、各症例に対し個別的な調整を行っていくことで患者様の ADL や QOL の改善が見込
めると思われる。
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維持期リハ（3）

中枢性感作を伴う慢性膝痛の症例に対する理学療法の経験
市立福知山市民病院 リハビリテーション科
たなか ともや

○田中 智哉（理学療法士）
，籔内 潤一
【はじめに】
中枢性感作は慢性疼痛の一病態として報告されている . 今回 , 外来リハビリテーションにて膝関節周囲の疼痛
に対して中枢性感作の関与を示す症例を経験したので報告する .
【症例紹介】
約 2 年前に左膝軟骨損傷に対して , 自家骨軟骨移植術を施行された 40 歳前半の男性 . 主訴は「相変わらず手術
したところが痛い」. 職業は清掃員 , 症状は階段昇降時の訴えが強かった . 初回診察時に外用薬のみ処方 .12 年
前には右下肢痛に対して CRPS の既往あり .
【初期評価 (X 日 )】
症例は内向的で , 理解および表出ともに不明瞭 , 不定愁訴の訴えもあり難渋した . 仕事中の階段昇降時の疼痛は
NRS8, 左膝後面から膝内外側を両側性に伝わり膝前面まで生じていた . しかし評価時における階段での疼痛再
現は不可能であった . 左膝前面に対して触圧刺激を繰り返すと徐々に疼痛出現 ( wind up+, アロディニア +). 膝
ROM 左右差 ‐ , 膝伸展 MMT5/4,10MWT13.0s, 左膝周囲の身体イメージは拡大 , 二点式別覚 19.5㎜ /35.5㎜ .
質問紙は中枢性感作 CSI 55 点 , 破局的思考 PCS 26 点 , 運動恐怖 TSK32 点 , 日常生活障害 PDAS28 点 , 身体知
覚異常 FreKAQ11 点 . 運動習慣は 3~5 回 / 週 ,60~90 分 / 日の walking.
【経過と結果】
X: 運動療法 , メンタルローテーション課題の実施 .
X+1.5M: 身体イメージ変化 ,NRS5. ペーシングとして ,walking を 30~40 分へと変更 .
X+2.5M:NRS2 へと改善 .
X+3.5M: NRS8 と増悪 . 仕事のペーシングと痛みの対処法を指導 .
X+5.5M:NRS1~2 と安定 . 疼痛の訴えは消失し理学療法終了 .
最終改善を示したものは ,wind up ‐ , アロディニア ‐ , 膝伸展 MMT5/5,10MWT9.0s, 身体イメージ左右差な
し . 質問紙は CSI38 点 ,PCS16 点 ,TSK25 点 ,PDAS17 点 ,FreKAQ7 点 .
【考察】
外来リハビリテーションにおいて , 中枢性感作の関与が示唆される症例に対して自発的な運動療法により身体
機能改善 . さらにペーシングにより疼痛の対処法を獲得したことで心理面の改善を認めた結果 , 身体イメージ
にも波及的な効果が生じ , 疼痛が軽減したと考える .
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維持期リハ（3）

高齢者の手指の爪の長さがボタン動作に与える影響
聖ヶ丘病院 リハビリテーションセンター
よしはら ゆうや

○吉原 佑哉（作業療法士）
，佐々 昂典
はじめに
手指の爪の長さが巧緻動作に与える影響についての先行研究はあるが、高齢患者での研究は少ない。今回、高
齢患者の爪の長さがボタン操作に与える影響について調査したため報告する。
対象
平成 29 年 9 月～平成 30 年 4 月に当院に入院しており指示理解、両手操作可能な患者 50 名を対象とした。
方法
手指の爪の長さを 0㎜、1㎜、2㎜、2㎜以上の 4 群に分類し、①ボタンをかける、②ボタンを外す動作にかかっ
た時間を各群で比較した。また、計測後にアンケート調査を実施し、内容として各㎜でのかけやすさ、外し易
さの 2 項目に対し、1 点やりにくい～ 5 点やりやすいの 5 段階にて患者本人の主観を聴取し、比較した。統計
はどちらも Tukey-Kramer 法を用いた。
結果
ボタンをかける平均時間は、0㎜ 25.6 秒、1㎜ 31.6 秒、2㎜ 36.7 秒、2㎜以上 36.9 秒であり、0㎜が 1㎜、2㎜、
2㎜以上の全ての群に対し、有意に速い結果となった。ボタンを外す平均時間は、0㎜ 12.6 秒、1㎜ 13.1 秒、2
㎜ 17.5 秒、2㎜以上 17.8 秒であり、0㎜が 2㎜、2㎜以上の 2 群より有意に速い結果となった。
ボタンのかけ易さは、0㎜ 3.7 点、1㎜ 3.4 点、2㎜ 3.2 点、2㎜以上 3.2 点であった。ボタンの外し易さは、0㎜ 3.9
点、1㎜ 3.6 点、2㎜ 3.4 点、2㎜以上 3.1 点であり、2 項目とも有意差はなかった。
考察
植竹、白戸らは、若年者では 2㎜程度爪が伸びている方が作業効率は良いとされていたが、今研究では逆の結
果となった。高齢患者は加齢に伴い運動・感覚機能が顕著に低下するとされており、爪が長く爪先での操作よ
りも、爪が短く指腹を使用した操作の方が感覚入力されやすく操作しやすかったのではないかと考えられる。
慢性期リハでは残存機能を生かし、その方に合った爪の長さにケアする事も大切であり、病棟と連携し、して
いる ADL の拡大に努めていきたい。
結語
高齢患者のボタン操作は短い爪の方が操作しやすく、爪の長さが巧緻動作や生活に影響を与える可能性が示唆
された。
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維持期リハ（3）

１日の楽しみを自分で決められるようになった症例

～タブレット端末を用いて～

千木病院 リハビリテーション部
いわした みさ

○岩下 美砂（作業療法士）
【はじめに】
進行性核上性麻痺を呈し約 4 年経過した 60 歳代男性を担当した。本症例は発声発語困難、意思決定、伝達も
困難であった。今回、タブレット端末を用いた訓練により意思決定し伝達することが可能となった為、以下に
報告する。
【作業療法評価】
進行性核上性麻痺機能尺度日本語版 67 点。ADL 全介助。
誘導や声掛けがないと動作が開始できない、停止してしまうといった発動性の低下あり。人が多い環境では視
線が移ってしまうなど注意散漫な様子あり。TMT-A5 分。
【方法・経過】
食べたい物を選び、伝達することを目標とした。売店は多数の商品や店員、他客など刺激量が多く注意散漫と
なり選択困難であった為、介入当初は作業療法室にて実施した。紙面で食べ物の選択肢を提示したところ、動
作開始困難であり口頭での指示にも反応は乏しい状態であった。そこでタブレット端末を使用し、自分で 1 枚
ずつ食べ物の画像をスクロールして確認してもらった。その後で選択すると指で表すことが可能であった。選
択肢を徐々に増やしていくことで、刺激量が多い状態でも選択可能となった。最終的には売店でも食べたい物
を選び、伝達することが可能となった。
【考察】
タブレット端末は、画像を横へスクロールするという単一動作で操作できる。そのため、動作開始、持続がさ
れやすいという利点があった。自分でスクロールすることで選択肢１つ１つに注意が向けられやすく、思考の
発動が誘発されたと考える。また、徐々に刺激量を増やしていくことで段階付けが行え、注意障害のアプロー
チ、発動性の誘発にも繋がり意思決定、伝達が可能となったと考える。
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維持期リハ（3）

精神科病棟に入院中の不安神経症を伴う慢性疼痛患者に認知行動療法を実施した一症例
1 平成扇病院，2 大内病院
つるは みき

○鶴羽 美紀（作業療法士）1，古御門 幸奈 2，大塚 裕之 1，高木 洋平 1，佐野 哲孝 1
［目的］
慢性疼痛は患者の QOL に大きな影響を与えており、身体面・精神面・社会生活面が複雑に関与しており、総
合的なアプローチが必要である。今回不安や破局的思考が強く臥床経過であった症例に対し、
認知行動療法 ( 以
下 CBT) を行い、痛みに対する行動変容を図ったので報告する。
［対象］
不安神経症と脊柱管狭窄症を呈した７０歳代女性。２年前より腰痛出現し活動性低下。今回低 Na 血症発症後、
廃用性症候群となり別院にてリハビリ実施。ADL は歩行以外自立だが、歩行は疼痛への不安感強くサークル
歩行器を使用。ケースワークとリハビリ目的にて当院入院。
［方法］
集団作業療法以外に、週５回 ( １回 40 分 ) 個別にて CBT と運動を実施。介入期間は６週間。内容は、①慢性
疼痛の心理教育②痛みの理論と腹式呼吸③自動思考と疼痛④認知の再構成・受容⑤ストレスマネージメント⑥
セルフモニタリングについて実施。また３週目から自主訓練や運動と気分の自己記録も実施。評価としては、
短縮版マギル質問表と PainCatastorophizungScale( 以下 PCS) と HostitalAnxietyandDepressionScale（以下
HADS）を使用。
[ 結果 ]
短縮版マギル質問表では、22 項目中 21 項目で 8 ～ 10 から 0 ～ 3 に減少し、痛みは改善。PCS では 25 点から
3 点に減少し、破局的思考は改善。HADS は 39 点から 25 点に減少したが、抑うつや不安感は残存した。3 週
経過時より独歩可能。１日の運動量や前向きな発言も増えた。
[ 考察 ]
CBT の実施により、痛みに対する建設的な考え方やセルフモニタリングが可能となった。同時に運動を行っ
たことで、運動の効果を実感し積極的な活動が可能となった。こうした認知や行動の変化にて、痛みの減少・
気分の安定・行動の活性化といった効果があった。
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維持期リハ（3）

神経難病患者への代替コミュニケーション手段の導入
札幌西円山病院 リハビリテーション部言語療法科
にしおか めぐみ

○西岡 恵（言語聴覚士）
，中山 寛子，笹島 みの里，林 沙也加，奥山 研介，櫻井 貴之
【はじめに】神経難病患者のコミュニケーションエイド（以下 AAC) は統一されたパターンが無く、導入時期
や方法に悩むことが多い。疾患の進行に伴いコミュニケーション手段を変更した 2 症例の経過を若干の考察を
含めて報告する。
【症例１】遺伝性脊髄小脳変性症の 40 代女性。入院時のコミュニケーション手段は音声言語及び A4 サイズ
の文字盤を示指ポインティングにて使用。残存音声は G3R3B3A0S0、発話明瞭度 4、自然度 3、MPT3 秒、発
話特徴は 3 モーラでの短い途切れ、吸気発声が認められた。STEF0 ／ 1、体幹・上肢の失調、視覚障害の重複
から示指ポインティングでの精度は低く文字盤、ポインティング方法の変更が必要であった。文字盤を B5 サ
イズへ変更、指棒を使用し上肢操作範囲を制限した。疾患進行を視野に入れポインティング能力低下に対し文
章盤や会話ノートを紹介するも将来的な見通しはなく受け入れ不良であった。
【症例２】多系統委縮症の 50 代女性。X 年コミュニケーション手段は日常会話音声言語で可能。発話明瞭度日
内変動あり 2 ～ 4、自然度 3、MPT14 秒、発話特徴は声量低下、開鼻声、プロソディ―障害、呼気タイミング
のずれによる断綴性発話、ON 帯での発話加速傾向が認められた。X+1 年、疾患進行に伴い失調症状の増悪に
よる利き手の操作性低下、失声、気息性嗄声、声の翻転が目立つようになり MPT4 秒まで低下が認められた。
５０音表、ペチャラを導入した。日常場面での音声表出の希望が強く自発的な AAC 使用は困難であった。呼
気補助手段での介入を始め胸郭可動性拡大により MPT17 秒と音声表出の改善が認められ、日常的な使用はせ
ずコミュニケーションが図れるようになった。
【考察】一般的に神経難病患者に対し AAC の早期導入が勧められるが、進行速度や疾患受容など個人差があ
り導入が難しいことも多くみられる。AAC 導入のため姿勢・運動面、認知、感覚入力、心理精神面の評価、
段階的な AAC の情報提供が必要だと考えた。
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維持期リハ（3）

ターミナル期にある患者への看護
嵯峨野病院 看護部
かわばた ももこ

○川畑 桃子（看護師）
【はじめに】
当病棟は 60 床の介護療養病棟であり、ターミナル期にある患者様が多く入院されている。今回、ターミナル
期にある患者様の「食べることが好き」という情報に注目し援助した結果、
食事中の呼吸苦のため数口に留まっ
ていた食事を全量摂取していただけるようになったので報告する。
【患者紹介】
A 様は 90 歳台の女性でアルツハイマー型認知症である。平成 29 年 12 月頃から四肢冷感・チアノーゼの出現
を認め、食事中に呼吸苦の出現があり食事量や水分量の減少が著明になっていた。そのため補液一日 500ml
施行するようになった。
【方法】
１．患者家族からの情報収集 ２．多職種カンファレンスの実施 ３．カンファレンス内容をもとにした援助の
実施
【結果】
ご家族の希望は『食べることが好き。好きな物を食べさせたい。
』であった。多職種カンファレンスでは、
「食
べることに関して反応が良い。
」という情報が得られた。四肢冷感・チアノーゼに対しては、湯枕や手袋・靴下・
レッグウォーマーの使用、温かいトロミ茶の提供を行った。その結果、四肢冷感・チアノーゼを認めることが
なくなった。食事中の呼吸苦に対しては、食事内容を検討し同じカロリーで量は少なく高タンパクの食事に変
更した。また昼食時に “ ほほえみ食 ” として患者様の好きな食べ物を選んで提供した。その結果、食事中の呼
吸困難がなくなり全量摂取が可能になった。必要カロリーや水分が摂取できたことで輸液は隔日になった。そ
して A 様から『美味しい』
『温かい』などの言葉が聞かれるようになった。
【考察】
ご家族の希望と多職種カンファレンスで情報交換したことで、A 様の「食べることが好き」という情報を共有
することが出来た。そして、多職種で援助計画を立て実践したことが A 様からの『美味しい』という言葉を
引き出すことに繋がったと考える。現在、A 様に苦痛なく安楽に過ごしていただいていることが、今回の取り
組みの成果であると考える。
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維持期リハ（4）

集中的なリハビリ介入により 3 食経口への移行、食事形態の向上に至った慢性期症例
1 吉田温泉病院 リハビリテーション課，2 吉田温泉病院 栄養課
かいだ なぎさ

○海田 渚（言語聴覚士）1，有満 郊美 2，福田 貴之 1
［はじめに］
今回、脳出血後、全身状態が安定せず、胃瘻造設となり転院し、その後も十分なリハビリが受けられかった
患者に対し、集中的なリハビリ介入を行うことで 3 食経口摂取が可能となり、食事形態が向上した慢性期症例
を経験したので報告する。
［症例］
70 歳代女性。平成 X 年 Y 月脳出血発症。A 病院入院。リハ目的で Y+1 ヵ月 B 病院転院。Y+5 ヵ月 PEG 造設。
Y+8 ヵ月口腔リハ目的で老健 C 転院。経口不良のまま、Y+11 ヵ月 D クリニック転院。Y+1 年 1 ヵ月リハ療
養目的にて当院入院。
［経過］
入院時、失調様運動障害あり。B.I 0/100。RSST2 回 /30 秒、MWST、Food Test 共に 4 点。昼食のみミキサー
食開始。口腔前庭部に食物残渣・貯留あるも、誤嚥兆候認めず。入院時 +6 日後朝食・昼食のみ経口摂取。さ
らに入院時 +15 日後 3 食経口摂取となる。
入院時 +1 ヵ月後、失調様運動障害あるも、左上下肢の随意性、右上下肢の筋力協調性の改善あり。B.I
15/100。食事一部介助レベル。口唇での取込み強化図るため、赤ちゃん煎餅使用し訓練継続。また、嚥下機能・
能力の改善と形態 UP を図るため、歯科医師に PAP 作製を依頼。
入院時 +4 ヵ月後、B.I 40/100。食事動作自立レベル。栄養課と協力し、形態 UP を本格的に実施。形態 UP
に対し、不安の訴えあり。
入院時 +5 ヵ月後、B.I 50/100。食事形態 3 食とも全粥・超刻み菜（汁のみミキサー）となる。
入院時 +6 ヵ月後、B.I 50/100 と変化なし。食事形態 3 食とも全粥・超刻み菜（汁含む）となる。
［まとめ］
脳出血後、全身状態が安定せず、胃瘻造設となり転院し、その後も十分なリハビリが受けられなかった慢性
期症例に対し、集中的なリハビリ介入を行った。結果、ADL の改善がみられ、食事動作自立レベルとなった。
また、PAP 調整を適宜行い嚥下機能・能力の改善を図ると共に、症例の心理面を考慮し、段階的に形態 UP
を行うことで、経管栄養から 1 日 3 食全粥・超刻み菜へと完全経口摂取につながったと考える。
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維持期リハ（4）

長座位での左右への重心移動練習の効果
聖ヶ丘病院 リハビリテーションセンター
せお つくも

○瀬尾 津雲（理学療法士）
，中原 義人，横田 俊輔
はじめに
長座位動作練習は主に中枢神経疾患の体幹 ･ 下肢に対する分離運動の促通や、床からの起立動作などの獲得を
目指し行なわれることがあるが、その有効性や機能との関連についての報告は少ない。今回左右への重心移動
練習が及ぼす座位姿勢の安定や起立、歩行能力に与える影響について検討したため報告する。
対象と方法
対象は歩行能力が見守り以上で、長座位の保持が可能な入院患者 16 名を対象とした。平均年齢は 83.3 歳。そ
の中で通常練習を行う通常群 (9 名 ) と、通常練習に長座位での左右への重心移動練習を追加した練習群 (7 名 )
の 2 群に分け 4 週間治療を行い、
2 週間毎に比較した。評価項目として、
長座位での左右への骨盤傾斜角度の和、
簡易的 Motor Assessment Scale( 以下 MAS) の起立、歩行項目の点数、Timed Up &Go Test( 以下 TUG)、
10m 歩行テスト、30 秒椅子立ち上がりテスト ( 以下 CS-30) とした。各項目の変化について、反復測定分散分
析を用いて比較検討した。有意水準は 5％未満とした。
結果
10m 歩行テスト、TUG、CS-30 は両群ともに経時的に向上の傾向が認められた ( 通常群の 10m 歩行テストの
み p ＜ 0.05)。一方、骨盤傾斜角度の和は練習群のみ有意に増加した (p ＜ 0.05)。簡易的 MAS の起立、歩行項
目は両群ともに変化は認められなかった。
考察
練習群での左右の骨盤傾斜角度の増加は、腹斜筋群の賦活や姿勢制御の学習が図れたことによると思われ、長
座位練習が体幹機能に選択的に作用したと考えられる。長座位での重心移動練習は座位姿勢の獲得や安定化だ
けではなく、円滑な起居、床上動作の獲得に寄与する可能性があり、今後は体幹機能の低下しやすい中枢神経
疾患や脊柱の変形を伴う患者に対する有効性についても検討していきたい。
結語
長座位での左右重心移動練習は体幹機能の向上に寄与する可能性が示唆された。
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維持期リハ（4）

進行性核上性麻痺の 1 症例～転倒原因の分析と対策～
1 福祉村病院 リハビリテーション部，2 福祉村病院
かわむら もとき

○川村 基樹（理学療法士）1，船藤 悠太 1，成宮 梨紗 1，久米 聡 1，橋詰 良夫 2，山本 左近 2，山本 孝之 2，
榊原 利夫 1
【はじめに】
PSP 患者は転倒の割合、頻度も高いと言われている。今回転倒を繰り返す PSP 患者を担当した。症例は転倒
時の状況覚えておらず、原因は不明であった。以前より起立時に「フラフラする。めまいがする。
」といった
訴えもあった。疾患の特性から起立性低血圧に対しスポットをあて、転倒原因の分析と対策の研究を行った為
報告する。
【症例情報】
60 歳代後半の女性、発症後 4 年経過。研究開始 38 日後にリズミック、メトリジン追加。
HDS-R：16 点 MMSE：21 点 三宅式記銘力検査：有関係 3-6-7 無関係 0 途中終了 PSPRS-J：病歴 8/24 精神
症状 5/16 球症状 3/8 眼球症状：10/16 四肢症状：6/16 歩行症状：12/20 TUG：31.21 秒 FRT：14.7㎝ BBS：
16 点 FIM：70/126
【方法】
臥位での血圧を測定し、離床直後に起立姿勢にて測定した。転倒があった際には、転倒時の状況、理由の聞き
取りを症例から行った。126 日間調査した。
【結果】
血 圧： 内 服 介 入 前、 臥 床 時 110.25/69.63mmHg、 離 床 時 95.25/70.75mmHg、 内 服 介 入 後、 臥 床 時
114.53/76.82mmHg、離床時 97.53/70.74mmHg、内服介入前後共に起立性低血圧あり。意識消失はなし。
聞き取り：研究開始前「覚えていない」
、研究開始 +53 日「覚えていない」
、+61 日「ふらついた」
、+97 日「失
敗した」、+115 日「物を取ろうとしてふらついた」転倒回数：研究前、2 週で 3 回、研究後、18 週で 4 回。血
圧変動による転倒と断言できない。転倒頻度は減少、転倒理由が明確化された。
【考察】
転倒に対して意識しておらず、なぜ転倒したのか患者自身で考えることがなかったと考えた。研究を通し転倒
に対し意識を向け、転倒への啓発となり、転倒の減少、聞き取りでの変化がみられたと考える。
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維持期リハ（4）

転倒・転落リスクが高い方へのアプローチ
1 ヴィラ四日市 介護，2 ヴィラ四日市

リハビリ，3 ヴィラ四日市

看護，4 ヴィラ四日市

医師

いちき あらた

○一木 新（介護福祉士）1，中川 育恵 1，杉山 玲奈 1，三杉 朋子 1，南部 美菜 1，小西 朋美 1，萩原 由美 3，
中野 敏和 2，寺村 康平 2，井川 誠一郎 4
［目的］
当施設内において転倒・転落事故が多発しており問題視される中、従来型特養の環境下において同一入居者様
に二度の骨折事故が発生してしまった。退院後再び事故が起きないように事故防止、立ち上がりの危険行為削
減のために取り組んだ症例を発表する。
［対象］
年齢

86 歳

女性

要介護度５

日常生活自立度 A ２

認知度Ⅳ

［方法］
①対象者の行動把握のための行動記録用紙の導入
②対象者の状態把握と更なるアプローチを行うために 24 時間シートの導入
③見守り体制の見直し
［結果］
24 時間シート、行動記録用紙の実施を行うことで立ち上がりの原因が排泄であることがわかった。どういっ
た環境整備をすれば落ち着かれ過ごされるのかがより把握しやすくなった。しかし食堂で日中過ごされている
入居者様は 22 名に対し職員が 1 名の見守り体制で行っていた。これを改善するために③の職員の人数体制を
整えることで、排せつに対応ができ転倒に至るまでの事故がなくなった。職員も皆『立位による危険行為』と
いう考えが『排泄のサイン』と捉えることができるようになった。
［考察・結果］
1（職員）対多数（入居者）の対応をしている従来型特養独特のハード面の辛さがあり『たたないで』と言わ
ざるを得ない状況をちょっとした取り組みで入居者様も職員も違う気づきができた。1 日に何回も転倒する入
居者様はセンサーマットを使用しで調べた結果『靴があってなかった』など原因が入居者様により様々であっ
た。今後も一人ひとりに合った取り組みを行うことで転倒・転落リスクを減らし、過ごしやすい環境を提供で
きる様努めて行きたい。
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維持期リハ（4）

Trunk Solution の臨床活用
外来高齢患者の転倒リスク減少を目指して
平成横浜病院 リハビリテーション科
いのうえ えつこ

○井上 恵津子（理学療法士）
目的
平均寿命は男女ともに 80 歳を超え , 今後も延伸していくことが予想されている . 一方 , 健康寿命は 70 歳代とい
われ , この差が医療 , 介護業界でも問題視されている . 厚生労働省によると , 要介護の一端として転倒が起因と
なることが多く , その原因のひとつにはバランス能力の低下が挙げられる . そこで今回 , 特に脳卒中片麻痺者で
効果が報告されている装着型機器 Trunk Solution（以下 ,TS）が , 運動器疾患を有する高齢者のバランス能力
に与える影響を検証した .
対象
平成 30 年 2 月に来院した外来リハビリ患者 385 名のうち ,5 分以上の杖なし歩行が可能で以下の除外基準（中
枢疾患を有する . 脊椎手術を実施している .TS 装着にて疼痛がある .TS 装着前に片脚立位保持 30 秒以上可能 .）
に該当しない高齢者 61 名（男性 13 名 , 女性 48 名 , 年齢 77.5 ± 12.5 歳）を対象とした .
方法
20 分間の個別リハビリ介入の後 ,TS 装着下で 5 分間連続歩行を実施し ,TS 装着前後での片脚立位保持時間と
10m 歩行を測定した . 片脚立位保持時間では ,TS 使用前後と計測肢を 2 要因とした二元配置分散分析反復測定
法を実施した . また ,TS 使用前後の 10m 歩行においては , 対応のある t 検定を用いて比較した . 有意水準は 5％
とした .
結果
片脚立位保持時間については使用前後にのみ主効果が認められた . また , 要因間の交互作用は認められなかっ
た .10m 歩行において ,TS 使用後に有意に歩行時間と歩数が減少した .
考察・結論
TS 使用後において , 片脚立位時間 ,10m 歩行時間と歩数すべてに有意な改善を認めた .TS は姿勢を改善し腹横
筋と中殿筋の活動を促すと報告されている . この効果により体幹の安定性を高めつつ , 股関節周囲筋の筋発揮
が向上しバランス能力と歩行能力が向上したと考えられる .TS を使用した介入は運動器疾患を有する高齢者の
転倒リスクを減少させる可能性があると考えた .
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維持期リハ（4）

認知症を有する高齢者の転倒予測
～下肢筋力と移動能力による予測精度～
1 初富保健病院 リハビリテーション科，2 初富保健病院
3 東京家政大学健康科学部リハビリテーション学科

リハビリテーション科，

ささき ひろのり

○佐々木 寛法（理学療法士）1,2，小滝 治美 1，鈴木 誠 3
【はじめに】
施設入院中の認知症高齢者では，転倒を再発するリスクが高く，その背景に下肢筋力，認知機能，行動障害な
どの複数の因子が関与していることが示唆されている．中でも下肢筋力は歩行や立ち上がりの可否と強く関連
することから，臨床において移動能力を予測する際の有用な指標の一つとなっている．しかし，下肢筋力や移
動能力の程度から転倒の発生を推定することはいまだ困難である．本研究では，コンピューターによる機械学
習を用いて下肢筋力と移動能力から転倒の発生を予測した場合の精度を検証することを目的とした．
【方法】
認知症患者 52 名（男性 14 名，女性 38 名，平均年齢 84.9 歳）を対象とした．リハビリテーション開始時に各
対象者の下肢筋力（左右の膝伸展筋力の平均値）と移動能力（Functional Independence Measure [FIM] 移動
項目得点）を評価した．また，リハビリテーション開始から 6 ヶ月以内の転倒発生の有無を評価した．対象者
を無作為に 2 群に分類し，26 名の下肢筋力と移動能力を用いて転倒の発生を予測するための Support Vector
Machine（SVM）によるアルゴリズムを作成した．次に，26 名の下肢筋力と移動能力から転倒の発生を予測
した場合の精度を検証した．
【結果】
SVM による転倒の予測精度は感度 100％，特異度 33.3％，陽性的中率 63.6％，陰性的中率 100％であった．
【考察】
今回の調査から対象者一人ひとりの下肢筋力と移動能力のデータを SVM に入力する事によって個人の転倒発
生を予測できる可能性が示唆された．今後も継続的な調査を行うとともに，他の評価項目の組み合わせも探究
しながら転倒予測力の向上，そしてアクシデントの減少に繋げたいと考える．
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維持期リハ（5）

慢性閉塞性肺疾患により努力呼吸を呈していた症例
～長期臥床と姿勢の影響から～
富家千葉病院 リハビリテーション室
いのうえ さとし

○井上 聡（作業療法士）
【はじめに】
慢性閉塞性肺疾患 ( 以下 COPD) により長期臥床となった症例を担当した。本症例は COPD による呼吸機能の
低下、長期臥床に伴う筋力低下及び四肢体幹の ROM 制限から十分に換気を行うことが出来ていなかった。今
回、呼吸介助・ROM 訓練による胸郭へのアプローチ、
ポジショニングでの安楽肢位による換気効率の改善を図っ
た為報告する。
【症例紹介】
80 歳代男性。既往歴：COPD 増悪、気管支喘息 ( 平成 X 年 6 月 ) 現病歴：平成 X 年 5 月、肺炎に伴う COPD
急性増悪の診断を受け当院へ入院となる。当院ではその後 NIPPV で呼吸管理されていたが平成 X 年＋ 2 年 5
月に再増悪を認める。
【初期評価】
GCS：E4、V5、M6 ROM：頸部右回旋 20°
、左回旋 40°
両肩甲帯下制 -10
MMT：両上肢 3、両下肢 2 レベル 筋緊張：左右胸鎖乳突筋 +( 吸気 )、斜角筋 +
視診：ビア樽状胸郭 呼吸様式：胸式優位 ( 上部胸郭 ) 胸郭拡張差：93.5 → 94cm( 剣状突起 ) FIM：23 点
NIPPV：V/T モード Passive 分時換気量 6.3 ～ 9.3ml 呼吸数 12 ～ 15R
血液ガス検査：PaO₂73.5mmHg PaCO284.6mmHg
【経過】
平成 X ＋ 2 年 5 月 Y 日に本人から呼吸苦の訴えあり。チアノーゼ出現、意識レベルの低下を認めた為 FiO2 を
30％から 40％へ変更。SpO₂99％となりチアノーゼ消失。翌日血液ガス検査を行い PaCO ２135mmHg であった。
現在 FiO2 は 25％、PaCO₂84.6mmHg であるが呼吸苦の訴えは持続している。
【まとめ】
本症例は気管支喘息による COPD である。今回の急性増悪に伴い呼吸状態が悪化し換気能力の低下を認めた。
評価から呼気を十分に行えずビア樽状胸郭を認めた。さらに長期臥床により骨盤後傾、腰椎後弯位にあり、横
隔膜が正常に機能せず換気効率が低下している可能性もあった。家族、本人希望共に呼吸苦の減少であり呼吸
苦を減少させる事で QOL 向上につながると考えた。呼吸介助、胸郭、筋リラクゼーションによる胸郭可動域
改善に加えポジショニングによる臥位姿勢の検討を行い本症例の呼吸苦に対するアプローチを行った。
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維持期リハ（5）

大幅な身体機能低下後、長期的な介入により ADL が改善した症例
中谷病院
あしはら こうき

○芦原 孝記（理学療法士）
，堀内 仁
【症例紹介】
70 歳代女性。既往症としてうつ病あり。H17. 慢性腎不全指摘され、H22.3 より透析導入。導入時にリハビリ
を勧められたが本人が拒否。手すり或いは車椅子を利用して移動していたが、主な介護者である娘の介護力が
H28.7 より低下。その頃より本人も自宅で頻回に転倒あり、同年 12 月娘が入院することになり、日中介護者
不在のため娘と共に当院へ入院。
【経過】
入院時 ADL は起居動作はベッド柵利用にて自立、平行棒内歩行連続 6 ｍ程度見守りで可能であったが、
H29.1 娘が亡くなり、活動性が低下、日中傾眠強く、JCS Ⅱ -20 程度まで意識レベル低下。同月末には全身筋
力低下により起居・座位保持・移乗に重度介助を要していた。夜間の服薬をプラセボへ変更後、日中の意識レ
ベル改善みられ、本人の希望もあり、座位保持訓練を開始した。透析導入時のリハビリを拒否した理由につい
て聴取していたため、各訓練内容について目的及び必要性を説明しながら介入を行い、本人が自力で行える動
作を増やしていくことで意欲を保ちながらリハビリを継続できている。動作レベルも徐々に改善し、H30.6 よ
り端座位保持・移乗見守り、9 月より歩行器利用で連続歩行 50 ｍ見守り、11 月より手引きにて 15 ｍ程度歩行
可能、H30.3 よりトイレ動作自立、独歩にて見守りで連続 3 ｍ程度、5 月より独歩にて見守りで連続 25 ｍ程度
歩行が可能となっている。
【考察】
透析患者は腎性貧血、代謝異常、心機能の異常、活動不足による身体調節機能異常や精神的抑うつに伴う自
発性の低下などにより体力が低下していると考えられ、また、患者自らが考える健康感の認識も低下している
ことにより総合的な支援が必要とされている。本症例では罹患後に徐々に身体機能が低下し、娘の死による抑
うつにより著しく身体機能が低下していたが、本人の性格、希望に合わせた長期的なリハビリを継続できたこ
とにより身体機能の改善とともに動作能力の改善がみられたと考えられる。
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維持期リハ（5）

数か月の間に日常生活活動が大きく変化した、維持期脊椎腫瘍患者の理学療法経過
白浜はまゆう病院
なかやま たいち

○中山 泰地（理学療法士）
，松本 潤
【症例紹介】80 代男性、第 4 胸椎（以下 Th4）転移性骨腫瘍、対麻痺。合併症は 2 型糖尿病。要介護 4。真面
目で情緒は安定。【現病歴】X 年 10 月、歩行困難となり、両下肢運動麻痺・感覚鈍麻出現。磁気共鳴画像で
Th4 に腫瘤を認め脊髄への圧迫が指摘された。X ＋ 1 年 4 月、療養目的に当院へ転院し理学療法（以下 PT）
開始。年末にかけて他院で放射線治療を受けたが変化なし。療養を経て X ＋ 2 年 6 月、介護療養病棟へ転棟
し PT 継 続。
【 経 過 】 転 棟 時、 車 椅 子 自 操 自 立、 移 乗 は 介 助 を 要 し Barthel index（ 以 下 BI）25 点、
performance status（以下 PS）3、Karnofsky performance scale（以下 KPS）40％。長下肢装具歩行から徐々
に歩行器歩行が可能となり、X ＋ 2 年 10 月には車椅子でトイレが自立したが（BI 75 点、PS 2、KPS 50％、
integrated distress-activities score（以下 IDAS）総計 10）
、間もなく下肢随意性低下・感覚障害が出現し BI
25 点・IDAS 総計 5 に下降、
起立時の動悸も伴い再び歩行困難となった。状態に応じて PT 実施の許可あり、ティ
ルトテーブルでの立位練習に切り替えた。X ＋ 3 年 4 月、入浴時に右大腿骨転子部骨折を認め観血的骨接合術
施行（BI 10 点）。術後経過で起立性低血圧が一時出現したが、ティルトテーブル練習を継続し、5 月末には受
傷前の状態に改善した（BI 25 点、IDAS 総計 7）
。
【結語】日常生活活動の変化に伴い前向きな発言があった
一方で軽度の不眠・不安も見られ、心理面への影響が伺えた。脊椎転移のある患者でも、運動療法により能力
が向上する可能性があり、リハビリテーションを継続すること自体が患者の希望になると言われているため、
今後も患者の個別性を考慮しながら持続的に支援し続けることが重要である。
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維持期リハ（5）

医療療養病棟におけるモーニングリハビリ・ランチリハビリの効果について
愛全病院 リハビリテーション部
かわい あかり

○川合 あかり（理学療法士）
，佐藤 景子
＜はじめに＞
医療療養病棟では、進行性疾患や神経難病を有する患者、慢性疾患により臥床傾向の患者が多く、長期療養
されている方も多い。しかし昨今は積極的に施設や自宅への退院支援を進める姿勢が求められ、今年度の診療
報酬改定においても退院支援に向けた取り組みは評価される点である。回復期リハビリ病棟では患者の退院後
の生活を見据えた支援として、モーニング・イブニングリハビリを導入する報告は多く聞かれているが、療養
病棟での取り組みについての報告は少ない。
＜目的＞
患者の生活の質の向上を目標として、朝食前後に関わるモーニングリハビリ・昼食前後に関わるランチリハビ
リを導入して、リハビリスタッフが患者の『できる能力』を評価し、最大能力を発揮するための検討。
＜対象＞
中心静脈栄養や経管栄養など経口非摂取の患者、経口摂取するが摂取量不十分の患者 13 名。
＜実施内容＞
食事環境の調整や食形態の見直し、自助具や食器の選定、移乗方法や座位姿勢の見直し。
＜結果＞
特によい効果を得た症例を紹介する。
症例１：進行性疾患で経管栄養であったが、
家族希望でゼリー食を 1 食から開始。3 食ゼリー食摂取可能となり、
自宅への外泊にて家族との食事を楽しむことができた。
症例２：アルツハイマー型認知症で経口摂取であるが食事量が安定せず褥瘡あり。座位姿勢の見直しと食事中
の声かけにより自力摂取を促した。徐々に食事量が安定し褥瘡治癒傾向へ。
＜考察＞
結果から、モーニングリハビリ・ランチリハビリは医療療養病棟においても退院支援の一助となる有効なア
プローチであることが示唆された。
「食事」は患者にとって楽しみのひとつであり、経口摂取を維持することは本人や家族の大きな喜びとなる。
長期にわたる入院生活で、病状の進行がみられたり状態改善が難しい中であっても、可能な限り自立した
ADL を目指し、在宅復帰や次の生活場所への選択肢を増やせるような支援をしていきたい。
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維持期リハ（5）

当院一般 ･ 療養病棟におけるランチリハへの取り組み
愛全病院 リハビリテーション部
よしみず たかや

○由水 貴也（作業療法士）
，杉本 貴弘，門田 卓也
【はじめに】
当院は札幌市にある慢性期病院で、地域の高齢者医療の担い手となっている。当院の入院患数は 609 名で理
学療法士 65 名、作業療法士 53 名、言語療法士 18 名で回復期病棟、一般病棟、療養病棟、訪問リハビリ、介
護棟でリハビリを提供している。入院患者の平均年齢は 85 歳前後と高齢で、多くの患者が何らかの疾患を複
数抱えている。特に脳血管障害、認知症、肺炎などにて廃用症候群となり、ADL 低下する者も少なくない。
今回、当院回復期病棟では既に行っている朝（早出）
・昼（ランチリハ）
・夕方（遅出）の生活場面でのチーム
アプローチを、一般・療養病棟でもランチリハから取り入れたので結果を報告する。
【方法】
期間：平成 29 年 7 月～平成 30 年 3 月
実施時間帯：11 時 30 分～ 12 時 30 分
対象：一般・療養病棟に 2 ヵ月以上継続入院し、達成目標が明確な患者 15 名
実施内容：昼の食事と、前後に関わる ADL（整容、更衣、排泄、移動など）を個別プログラムに沿って介入
評価方法：リハ職介入前の FIM を１群、介入 2 ヶ月後の FIM を２群としウイルコクソン検定を行った。また、
介入群の FIM18 項目のうち、関わることが多かった 8 項目を抽出し利得を検定した。比較対象のため、非介
入群 14 名の FIM も検定した。
【結果】
① 1 群と 2 群の検定では P ＜ 0.01 と有意差がみられた。
②１群の関連 8 項目と残りの 10 項目の 2 ヵ月の利得は P ＜ 0.05 と有意差がみられた。
③２群は有意差がみられなかった。
【考察】
今回の研究にてリハ職がランチリハを行うことで ADL への効果を示せると予想したが、改善見込みのある患
者をあらかじめ選定していることや対象者数が少ないことから、ランチリハのみで FIM が向上したとは言い
難い。しかし、ランチリハの介入効果がみられる事例もあるため、生活場面での ADL 介入を継続する意味は
ある。現在は早出も開始しており、経過を追っている。
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維持期リハ（5）

当院の言語聴覚士による退院前訪問～在宅生活における食事環境の大切さ～
1 永井病院 リハビリテーション科，2 永井病院 医師
もりやま かよ

○森山 佳蓉（言語聴覚士）1，蔭山 美紀 1，弘瀬 文賀 1，市川 德和 2
【はじめに】
当院の退院前訪問は主に理学療法士や作業療法士が行っていた。今回、脱水・低栄養になり両腸骨に褥瘡を生
じた症例に対し、言語聴覚士（以下 ST）が退院前訪問を行ったため報告する。
【症例】
90 代、女性。主病名は脱水後廃用症候群。アルツハイマー型認知症、ADL 全介助、FIM28 点。息子夫婦と同
敷地内別棟に住んでいた。
入院時より食事は車椅子座位にて介助で行っていたが、嚥下機能低下が認められ、食物・水分共に一口量が多
くなるとムセこみがみられていた。嚥下機能向上、
自力摂取を目標に ST 介入。徐々に嚥下機能向上が認められ、
食器 ( 持ちやすい小さな器や小スプーン ) の変更、義歯調整を行い、全粥・キザミ菜から軟飯・軟菜まで食形
態を向上させることができた。
自宅では介助量の問題から、車椅子移乗は実施せず、ベッド上中心の生活となっていた。以前食事はベッド上
端座位にて可能であったが、現在は難しくベッド上にてポジショニング等の調整が必要であった。
そこで、今回 ST が退院前訪問を行い、自宅環境下で食事姿勢のポジショニング方法を指導した。また、訪問
時にベッド上ポジショニングの写真を撮り、後日資料として家族に渡した。資料はベッド近くに提示してもら
い、訪問介護員との情報共有も図った。
【まとめ】
ＳＴが退院前訪問をすることで食事に関わる環境設定の大切さを実感できた。専門性を活かした対策・予防を
伝達し、多職種や家族と情報共有したことでより良い支援が可能となった。ST の専門性が必要とされており、
多職種連携の一員として、食生活の視点を在宅へ繋げていく支援に今後も積極的に関わっていきたい。
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維持期リハ（6）

療養病床における BCAA 含有栄養補助食品摂取を併用した運動療法の効果
1 国分中央病院 リハビリテーション室，2 国分中央病院

理事長

とよひろ ゆうさく

○豊廣 優作（理学療法士）1，重田 祐子 1，福村 裕幸 1，松元 容子 1，前園 愛 1，玉利 奈智 1，藤﨑 剛斎 2
[ はじめに ]
リハビリテーションを必要とする入院患者は栄養障害を認めることが多く、入院期間と Geriateic Nutritional
Risk Index( 以下 GNRI) には負の相関を認め、リハビリの機能予後に影響することが報告されている。今回、
当院の医療療養型病床において BCAA を含有する栄養補助食品（以下 BCAA）摂取と運動療法の併用効果に
ついて検討したので報告する。
[ 期間と対象 ]
〈BCAA 含有使用栄養補助食品〉リソース R ペムパル R
〈期間〉H29.9.1 ～ H29.10.31
H29.12.1 ～ H30.1.31

A 期 BCAA 未摂取
B 期 BCAA 摂取

〈対象〉当院医療療養型病床に入院中のリハビリ指示の出ている患者で BCAA 摂取に医師の許可があり、かつ
当該期間中に評価を行った患者 6 名、平均年齢（87.18 ± 8.13 歳）
、平均在院日数（857 日）男性 3 名、女性 3
名
[ 方法 ]
〈方法 1〉A・B 期に週 5 回４0 分の運動療法、B 期のみ運動後 30 分以内に栄養補助食品摂取を行った。
〈方法 2〉A・B 期共に訓練内容は統一し、握力、下肢・上肢筋力の測定を実施し、合せて GNRI を算定した。
〈 方 法 3〉A・B 期 の 評 価 結 果 を も と に Friedman 検 定 お よ び 多 重 比 較 を 行 っ た。 統 計 処 理 は RStudio
Version1.0.153-c を使用し、危険率 0.05 未満を統計的有意とした。
[ 結果 ]
下肢・上肢筋力・握力の平均値は共に、A 期＜移行期＜ B 期の順であったが、特に下肢筋力において栄養的
介入を併用した移行期と B 期の間で５％水準の有意差を認めた。GNRI は、A 期＜移行期＜ B 期であり、
BCAA 摂取後に改善を認めた。
[ 考察 ]
訓練内容を統一して BCAA 摂取期間と未摂取期間の GNRI、握力、下肢、上肢筋力の変化を比較した結果、
BCAA 摂取期間には GNRI 及び下肢筋力の改善を認めた。療養病床の高齢患者においても栄養管理を行うこ
とが運動機能の維持向上に有効であることが示唆された。今後も運動療法と栄養補助食品の併用によって栄養
状態の改善による身体機能の改善が期待できる。
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維持期リハ（6）

人工股関節全置換術前後における大殿筋の筋断面積変化と股関節形態の関連性
板橋中央総合病院 リハビリテーション科
あらまき よしひろ

○荒牧 隼浩（理学療法士）
，忰田 康平
目的
人工股関節全置換術（THA）患者に対する理学療法で、THA 前後での筋力変化を評価することは基本的かつ
重要な指標である。その中で、質的な筋力評価だけではなく、MRI 画像を用いた量的な筋力評価を実施する
ことで、更に THA 患者の状態を把握することができると考える。そこで、今回は大殿筋に着目し、MRI 画像
を用いて THA 前後での筋断面積の変化を検討した。また、THA 前の股関節形態が筋断面積の変化に及ぼす
影響を明らかにすることを目的とした。
方法
対象は片側性の変形性股関節症と診断された女性 18 名（平均年齢 68.2 ± 7.9 歳）
。THA 前、また THA 後 5
～ 6 ヵ月の間に医師の指示にて撮影された MRI 画像を使用して大殿筋の筋断面積を計測した。THA のアプロー
チは全例ともに前側方進入法を施行している。計測方法は大転子レベルのスライスで大殿筋が明確に同定でき、
最も広く映る筋断面積を MRI 画像上にてトーレスし算出した。算出された筋断面積を BMI にて補正した。ま
た THA 前後の筋断面積の推移をみるために、術後の筋断面積を術前の筋断面積にて除し、術前に対する割合
を術前比として算出した。更に、THA 前の股関節形態として骨盤傾斜角、骨頭外方化指数、骨頭上方化指数、
大腿骨頭被覆率を計測した。統計学的解析は THA 前後の大殿筋筋断面積の比較を Wilcoxon 順位和検定、大
殿筋の術前比と THA 前の股関節形態の関係性を Spearman の順位相関関係を用いて検討した。なお有意水準
はそれぞれ 5％未満とした。
結果
筋断面積は THA 後に患側の大殿筋が有意に高値を示していた（p<0.01）
。また、患側の大殿筋の術前比と骨
頭上方化指数では中等度の負の相関が示された（r= -0.53）
。
考察
本研究より THA 後に患側大殿筋の筋断面積の増加を認めた。また、THA 前の骨頭外方化指数が大殿筋の回
復過程に影響することが示唆された。そのため、THA 前の股関節形態の状態を把握したうえで、理学療法プ
ログラムの立案をしていくことが必要だと考える。
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維持期リハ（6）

『ティルトリクライニング式車いす座位での前傾姿勢が呼吸機能に及ぼす影響について』
千木病院
けんぼ よしき

○兼保 佳貴（理学療法士）
【はじめに、目的】
当院では、ティルトリクライニング式車いすでの前傾姿勢（以下、ティルト前傾姿勢）が持続的に座位によ
る姿勢保持ができることから、食事姿勢等に取り入れている。このティルト前傾姿勢が、背面を開放した姿勢
であり呼吸機能において胸郭可動域が後方にも広がる利点があると考えた。今回、ベッド上仰臥位姿勢とティ
ルト前傾姿勢の呼吸数を比較することで、呼吸機能においての特徴と効果を明らかにすることを目的に検証し
たので報告する。
【対象】
当院入院中で特有の肺疾患を呈さない座位保持全介助状態の患者 20 名。平均年齢 82.8 ± 9.7 歳。
【方法】
臥位時の呼吸数とティルト前傾姿勢 20 分後の呼吸数を測定した。統計学的分析は対応のある t 検定を使用し、
有意水準は 5% 未満とした。
【結果】
臥位時とティルト前傾姿勢 20 分後の呼吸数には、有意差は認めなかった。9 例は減少 4 例は増加を認めた。
【考察】
本研究において有意差を認めなかったことは、胸椎後弯角度の増加が呼吸機能と胸郭可動性を低下させるとい
う報告が多く、測定肢位のティルト前傾姿勢において胸椎後弯角度の個体差が影響していると考えられる。一
方で減少を認めた理由としてティルト前傾姿勢となることで胸郭可動域が後方にも広がることに加え、背側横
隔膜の動きの拡大により呼吸効率が上がり呼吸数減少がみられたと考える。座位から臥位となることで機能的
残気量（以下、FRC）が 15% ～ 20% 減少するといわれている。これらのことから、下側肺野での換気効率の
改善や、一回換気量の増加、FRC の増加により呼吸数が減少したと考えられる。又、武田らは、円背姿勢で
は胸腰椎後弯に伴い、代償的に頚椎前弯の増加が起き頚部の姿勢保持筋の過活動を引き起こし、吸気筋として
の機能低下、呼気時の肋骨下制を制限していると述べており、ティルト前傾姿勢での頚部筋の代償により呼吸
数が増加したと考える。
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維持期リハ（6）

関節リウマチ患者の骨格筋指数と背景因子との関連性
1 倉敷スイートホスピタル リハビリテーションセンター，2 倉敷スイートホスピタル 整形外科，
3 倉敷スイートホスピタル 内科，
4 倉敷スイートホスピタル 診療情報管理室，5 倉敷スイートホスピタル
6 岡山大学病院 整形外科

地域ケアセンター，

ふじた しんいちろう

○藤田 慎一朗（理学療法士）1，原田 遼三 2，江澤 和彦 3，高杉 幸司 3，藤森 美鈴 3，山本 渉 4，新名 早希子 5，
西田 圭一郎 6
【目的】
近年、関節リウマチ (RA) 治療において、薬物療法では生物学的製剤の登場により臨床的寛解が達成しやく
なったこと、手術療法では技術や手術材料の品質向上などによる構造的寛解の達成が機能的寛解へとつながり、
RA 患者における ADL また QOL の向上が著しくなっている。それに伴い RA 患者の平均寿命は延びつつあり、
高齢化に伴う問題が色々と提起されている。そこで今回、RA 患者において、サルコペニアの診断基準に用い
られる骨格筋指数 (SMI) と背景因子の関連性について検討したので報告する。
【方法】
対象は当院外来加療中の RA 患者 153 例 ( 男性 25 例、女性 128 例 )、平均年齢 68.6 歳 (18-88 歳 )、平均罹病
期間 14.5 年 (0.1-45 年 ) に対し、体成分分析装置で骨格筋量を計測し SMI を算出した。SMI が男性で 7.0kg/㎡、
女性 5.7kg/㎡を下回るサルコペニア群と正常群の 2 群に分け、それぞれ年齢、罹病期間、アルブミン値、
BMI、DAS28-ESR、HAQ について検討した。
【結果】
正常群とサルコペニア群ではそれぞれ、年齢 66 ± 12、71 ± 11 歳（p<0.01）、罹病期間 11 ± 9.4、17 ± 11
年（p<0.01）、HAQ 0.3 ± 0.5、0.8 ± 0.8（p<0.01）
、BMI 24.8 ± 3.9、21.6 ± 3.1（p<0.01）
、DAS28-ESR

3.24

± 1.2、3.72 ± 1.3（p=0.02）
、アルブミン 4.1 ± 0.2、4.09 ± 0.2（p=0.03）であった。多変量解析の結果、前者
4 つが独立した因子で、年齢、HAQ、罹病期間の値が高ければ SMI は低く、BMI が高ければ SMI が高くなる
結果となった。
【考察および結語】
RA 患者において加齢とともに骨格筋量は減少しており、長い罹病期間による RA 特有の機能障害が影響し
ていると考えられる。また、BMI は筋肉量も影響を受けるため、本研究においても SMI に影響していた。サ
ルコペニアを予想する SMI 低値であることは、HAQ が高値である、すなわち RA 患者において機能障害が強
くなることが確認された。
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維持期リハ（6）

医療療養病棟で行う心臓リハビリテーションの効果に訓練時間数が与える影響について
中江病院 リハビリテーション部
かみぞの ゆうじ

○上薗 裕二（作業療法士）
緒言：心疾患に対する治療技術は進歩し、手術や治療適応患者の高齢化が進んでいる。しかし、入院期間短
縮等の社会的傾向の中で、急性期病院入院中では機能回復に至らない高齢患者が一定数存在し、地域社会へ復
帰出来ないという現状は、患者を支える地域社会や医療資源において喫緊の課題である。当院においても医療
療養病棟に入院した心疾患患者の全てが高齢者であった。患者の多くは、低耐容能である事が多く、心リハ標
準訓練時間である 60 分での対応が困難であった。その為、当院では訓練時間を他の疾患別リハと同様の標準
120 分に設定して、心リハを実施している。本研究の目的は、訓練時間が心疾患の高齢患者に与える効果を検
証し、訓練時間と訓練効果の関連、患者背景因子の影響について検討する事にある。
対象：心リハ対象の高齢患者 22 名
方法：心リハを午前午後各 60 分、週 5 日の頻度で実施。年齢、性別、訓練時間、入院日数、在宅復帰率、
FIM アウトカムを集計し、BNP、アルブミン、BMI、FIM、J-CHS の項目について、診療録より後方視的に
比較し相関を検討した。
結果：心リハ前後で、FIM 総合・運動項目で有意な差が認められた。訓練時間に比例して FIM 総点差、運動
項目点数差、退院時 FIM 運動項目点数で正の相関を認めた。他の背景因子については、訓練時間、FIM に対
する有意差を認めなかった。
考察：高齢でも適切な運動により、運動機能が向上する事は指摘されているが、心疾患後の高齢患者において
も訓練時間に相関して、FIM 総点・運動項目共に点数が改善する事が示唆された。この事より、心疾患を呈
する高齢患者に対して、他の疾患別リハと同様に、120 分実施する事の妥当性が高いと考えられた。一方で、
標準訓練時間群との比較が無いなどの課題もあり、今後の研究課題としたい。
まとめ：急性期病院に偏重している心リハを医療療養病院でも積極的に行い、地域社会への復帰と生活支援を
行うことが重要と考えられた。
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維持期リハ（6）

臥床中のポジショニングに対しての取り組みによる看護職の意識の変化
五日市記念病院
たけおか みき

○竹岡 美希（看護師）
，尾崎 八重美，佐藤 陽介

1.

はじめに

当院は脳神経疾患患者の入院が主であり、麻痺や関節拘縮・意識障害などの後遺症を伴う場合が多い。そこで
2016 年医療療養病棟の看護職員へポジショニングに対する意識調査を行ってからポジショニングに対して取
り組んできた。この 2 年間での看護職員のポジショニングに対する意識の変化について調査を行ったので報告
する。
2.

目的

医療療養病棟における看護職のポジショニングに対する取り組みによる意識の変化について明らかにし、今後
の更なる効果的なポジショニング維持について検討する。
3.

方法

医療療養病棟の看護職員（看護師 15 名、介護師 3 名）へアンケートを実施し、意識調査を行う。
4.

結果

1）ポジショニングに対して取り組んできた中で良かったと思われるものに関しては、対象者に耐圧分散式エ
アマットレスを使用したことというのが 18 人中 16 人と圧倒的に多く、ポジショニングシ－トを活用したこと、
ポジショニング研修会に参加したこと、体交枕を２種類へ統一したことの順であった。
2）ポジショニングも行いやすくなり、自分でも出来るようになってきているという意見が過半数を占めた
5.

考察

ポジショニングに対して取り組んできたことにより、看護職の負担は軽減し、ポジショニングに対しての意識
も変化してきた
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維持期リハ（7）

ティルトテーブルでの立位訓練時の血圧変動に対する低周波治療器の影響
～ G-TES を用いた当院での取り組み～
富家病院 リハビリテーション室
おがわ しおり

○小川 栞里（理学療法士）
，岸部 雅史，菅原 進司，竹澤 梢，本間 みなみ，冨張 修平
【目的】
ベルト電極式骨格筋電気刺激法 (B-SES) は , 下肢全体の筋収縮に参加する筋量の増加を可能とした治療法を指
す . 近年 , 術後早期の患者に対し ,B-SES が有効なことは報告されているが , 循環に対する報告は少ない . リハ
ビリでティルトテーブルを使用する中で血圧低下から使用困難な症例に対して ,B-SES の特徴のひとつである
筋ポンプ作用に着目し , 血圧低下の予防を図ることが可能かを検討した .
【対象】
左脳幹梗塞 ( 延髄半側症候群 ) 発症し , 右麻痺を呈した 70 代女性 .
【方法】
ティルトテーブルを用いて , 傾斜角 10°,20°,25°,30°,35°,40°にて収縮期血圧 (SBP), 拡張期血圧 (DBP),

脈拍

(P),SpO2 を傾斜直後 ,3 分後 ,5 分後にて測定 . 条件なし , 腹帯 ,B-SES を使用した 3 通りの設定で実施 .
【結果】
条件なしでは , 傾斜角の増加により血圧が低下 , 脈拍が上昇し , 腹帯では , 傾斜角に関わらず血圧・脈拍の変動
が少なく ,B-SES 使用時は , 傾斜角に関わらず血圧の変動は少ないが , 傾斜角の増加と共に脈拍は上がる傾向に
あ っ た . そ の 中 で 開 始 時 と 40 °傾 斜 時 の 血 圧 , 脈 拍 を 比 較 し た . 条 件 な し で SBP： － 18mmHg/DBP： －
14mmHg, P：+15bpm, 腹 帯 で SBP： ± 0mmHg/DBP：+4mmHg, P：+8bpm, B-SES で SBP： － 6mmHg/
DBP：－ 6mmHg, P：+13bpm であった .
【考察】
起立時に心臓への静脈還流量の低下による血圧低下に対する腹帯や弾性包帯の報告が多い . しかし , 弾性包帯
の圧迫力による差が生じやすいため , 装着が容易に行え , 同時に筋収縮を得られることから B-SES を使用し
た . その結果 , 条件なしに比べ , 血圧低下が見られにくくなっていることから ,B-SES による広範囲な筋収縮訓
練によって , 下肢筋ポンプ作用が促され , 静脈環流量が増加し , 血圧低下が少なくティルトテーブルでの立位訓
練を実施できる可能性が示唆された . また , 腹帯と比べ , 脈拍が上昇していることから , 筋力強化しての効果も
期待できるのではないかと考えた .
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維持期リハ（7）

好みに合わせた動画をペダリング動作で変化させ、運動が持続した重度認知症患者１症例
1 平成扇病院 リバビリテーション科，2 平成扇病院

医局

おしみ しんたろう

○押見 心太朗（作業療法士）1，市村 大輔 1，大塚 裕之 1，高木 洋平 1，三ツ間 小百合 2，佐野 哲孝 2
【背景】診療報酬の改定に伴い、認知症治療病棟での身体リハビリの機会が拡大された。認知症という病態そ
のものに対して、身体リハビリの重要性は確実に高まっている。しかし、その効果は軽度～中等度認知症患者
の報告が多く、重度認知症患者 ( 以下 SDP) の報告は乏しい。その背景には SDP は注意力、集中力の低下によ
り、そもそもの単純な運動の継続が難しく、さらには効果判定が困難であることが考えられる。そこで我々は
まず、このような患者に対し運動を持続させることに取り組んだ。
【目的】個人的な興味を引ける運動支援機器を作成することで、SDP が継続的に身体リハビリできることを目
的とした。
【対象】簡易認知機能検査 MMSE が 10 点である、80 代女性の SDP １症例を対象とした。
【方法】安価なマイコンと赤外線センサを使用し、ペダリング運動によってモニタ上の動画が変化するように
した。具体的には、ペダリング運動を 1 回転することで、動画と音量がモニタ上で徐々に大きくなるように設
定されている。しかし、ペダリング運動を行わないと、その時間に応じて動画と音声は徐々に小さくなってし
まう。動画は患者の好きな歌手のものを使用した。この装置を使用して運動を行っている場合と使用しないで
運動を行っている場合にて、各 3 回の運動持続時間を計測した。
【結果】上記の装置を使用して運動を行った場合、使用しない場合と比べ、運動持続時間は毎回向上し、最大
で約 8 倍の時間延長が認められた。
【考察・結論】SDP でもその方の興味などの情動に働きかけることで、運動持続時間の向上が得られた。また
今回使用した機器はパソコン、モニタ等を除けば約 6000 円である。安価であり、さらに個々の患者に適した
動画を設定できるといった汎用性もある。本報告のように画一的なリハビリではなく、その方の好みや個性を
しっかりと評価し、それを踏まえてアプローチするにより充実したリハビリを提供できると考えられる。
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維持期リハ（7）

下肢の浮腫に対して下肢による車椅子駆動が与える影響
1 岩砂病院・岩砂マタニティ リハビリテーション科，2 岩砂病院・岩砂マタニティ
すずき りゅうすけ

○鈴木 隆介（作業療法士）1，松口 栄志 1，岩砂 和雄 2
【はじめに】
当施設および併設している特別養護老人ホームに入所する利用者には、運動量が少なく長時間座ったり横に
なったりする利用者が多いため、下肢の血流不全により浮腫を呈している事がある。
当施設では下肢の浮腫に対し、
微振動や下肢の運動を主とした体操などで改善を図ってきた。しかし今まで行っ
てきたアプローチは個別リハビリの一環として行う、もしくはレクリエーションの時間に行うなど、職員が時
間を設定し行っていた。
今回、職員が設定した時間に行うだけでなく、日常生活の中で下肢の運動量を多くする事で下肢の浮腫に対す
るアプローチが出来ないか、医師・看護師・リハビリ・介護職が検討・実践したので報告する。
【方法】
対象は低蛋白血症による浮腫を除き、医師が診察にて下肢の浮腫を認める利用者で、主に上肢を使用しての車
椅子移動、もしくは職員の介助により車椅子で移動している利用者。
下肢による車椅子駆動が行えるよう、車椅子の座面の高さや座位姿勢などを調整し、実施の前後で状態を観察
した。
【結果】
下肢駆動による車椅子の自走が定着できた利用者に、下肢の浮腫の軽減を認めた。
【考察】
今回の取り組みでは、下肢の浮腫がある利用者を対象としてアプローチした結果、下肢の浮腫の軽減が認めら
れた。
個別リハビリやレクリエーションなど、職員が意図的に浮腫へアプローチする以外にも、日常生活の中で下肢
の運動量を多くすることで、下肢の血液循環が改善し、浮腫の軽減が図れたと考えられる。
これらの運動は、下肢筋肉を収縮・拡張させることによって筋肉ポンプとして働き、静脈還流を促進させ下肢
の浮腫改善や静脈血栓発症の予防、ひいては肺梗塞などの予防に有効であることも示唆されている。
そのため、施設全体の取り組みとして、車椅子の移動は日常生活の中で下肢の運動量を確保するため、できる
だけ下肢駆動を定着させることで、浮腫の予防に取り組んでいきたいと考える。
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維持期リハ（7）

胸背部痛の有無が頭部並進運動前後の上位胸椎移動距離に及ぼす影響－体表からの計測 第 2 報－
原病院 リハビリテーション部
ふじもと あゆみ

○藤本 安祐美（理学療法士）
，山崎 博喜
【はじめに】我々は以前 MRI を用い , 肩甲骨間に疼痛がある群 ( 以下 , 疼痛群 ) と疼痛がない群 ( 以下 , 非疼痛群 )
で頭部並進運動前後における頸椎と上位胸椎の並進移動距離において相違がみられることを報告した . そこで
今回本研究では , 体表上での頭部並進運動前後における頸椎と上位胸椎の並進移動距離に相違がみられるか検
討した .【対象と方法】対象は男女 27 名 ( 男性 17 名 , 女性 10 名）, 包含条件は出産経験の無い者 , 脊柱や体幹
の手術歴が無い者とした . そこから疼痛群 15 名 ( 平均年齢 29.7 ± 4.8 歳 ) 非疼痛群 12 名 ( 平均年齢 24.8 ± 3.7)
とした . 疼痛群は就業時の胸背部痛が Visual analogue scale で 10mm 以上あるものとした . 肢位を膝関節 90°
となるよう調整した椅子座位とした . 測定方法は前述肢位から頭部最大並進運動を行わせ , 運動前後での第 2
胸椎棘突起の距離を計測しその差を頭部並進移動距離とした . 計測時は肩関節が壁から離れないよう徒手にて
固定した . 統計処理には t 検定を用い , 有意水準は 5％未満とした .【結果】第 2 胸椎の前方移動距離は疼痛群
では 1.79 ± 1.2cm, 非疼痛群では 1.0 ± 0.6cm であり , 疼痛群が非疼痛群に比べ第 2 胸椎の並進移動距離が有意
に増加した (p ＜ 0.05).【結論】疼痛群は頭部並進運動時に胸椎から動きが生じており , また椎体の前方移動距離
が増加している可能性が体表上でも示唆された . 以上より . 臨床において胸椎の動きを制止し , 頸椎の分離した
動きを獲得するためのプログラムを行う必要性があることが示唆された ,【倫理及び説明と同意】本研究はヘル
シンキ宣言に基づき , 対象者へ本研究の趣旨と目的を説明し同意を得た .
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維持期リハ（7）

本態性振戦症例への重錘療法での重量の相違が振戦に及ぼす影響～三軸加速度計を用い jerk cost
での一考察～
原病院 リハビリテーション部
くろだ りゅうせい

○黒田 竜生（作業療法士）
，山崎 博喜
【緒言】本態性振戦は、明らかな原因はなく、特に姿勢保持時に出現すると言われている。また振戦に対する
運動療法の一つとして重錘負荷が推奨されている。今回、趣味であるコーラスの際に本態性振戦が出現する為、
歌詞が読みにくい訴えがあった症例を担当した。重錘を装着したところ、本人より振戦が軽減したとの主観的
な効果を得た。そこで、症例にとって最適な重量を検討した。
【方法】本人の主観より、200g、250g、300g の
重錘を選定した。振戦が増強する左手背に三軸加速度計を装着し、立位にて歌詞を想定した本を持たせ計測し
た。開始時（A）、重錘無しでの 20 分立位保持後（B）
、重錘 200g（C）
、重錘 250g（D）
、重錘 300g（E）を各
1 分間計測した。解析は加速度を微分した躍度の 2 乗の総和（jerk cost）を算出した。症例には本研究の趣旨
を説明し同意を得た。
【結果】X 軸では、A では 0.29[m/s^2]、B では 1.15[m/s^2]、C では 0.33[m/s^2]、D で
は 0.41[m/s^2]、E で は 0.35[m/s^2]。Y 軸 で は、A で は 0.23[m/s^2]、B で は 0.74[m/s^2]、C で は 0.32[m/
s^2]、D では 0.26[m/s^2]、
E では 0.35[m/s^2]。Z 軸では、
A では 0.52[m/s^2]、
B では 1.43[m/s^2]、
C では 1.29[m/
s^2]、D では 0.58[m/s^2]、E では 1.21[m/s^2]。
【考察】疲労がみられたと考えられる B においても、重錘を
使用することで各軸において値は減少した。特に Z 軸では、D において大きな減少を示した。この結果によ
り 50g という軽量の差で、本人にとって振戦が最も軽減する適正な負荷量が変動することが示唆された。これ
は、重錘にて負荷量を増大することにより、求心性入力の増大によってγ系の働きを高め、間接的にα−γ連
関の機能を高めることによって運動制御機能が改善したと考える。その為、重錘負荷での振戦の軽減を図る際
には、細かな重量の選定を行う必要が示唆された。
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維持期リハ（7）

当院療養病棟リハビリテーション実施患者の特徴の変遷 －平成 27 年度と平成 29 年度の比較－
1 清恵会三宝病院 医療技術部

理学療法科，2 作業療法科，3 言語療法科，4 神戸学院大学

総合リハビリテーション学部

むらた よしひろ

○村田 喜寛（理学療法士）1，川添 めぐみ 2，林 誠二 1，中西 信敬 1，上山 亜実 1，恵崎 騰文 2，谷脇 正規 1，
上田 将也 2，中野 愛未 3，村尾 浩 4
【はじめに】
平成 30 年度の診療報酬改定により、医療療養病棟の入院料 1 を算定するには医療区分 2 ～ 3 の入院患者が 8
割以上であることが一つの条件となる。このことから医療療養病棟の重症化が更に進むと言われている。当院
でも平成 29 年度から医療区分の高い入院患者を更に多く受け入れる傾向にあり、リハビリテーション ( 以下
リハ ) が処方される患者も重症患者が増加している印象を受ける。本研究は診療報酬改定を見越した当院での
取り組みによるリハ対象患者の変遷を明らかにし、それに対応したリハを提供するための指針を定めることを
目的とした。
【対象・方法】
平成 27 年 4 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日の間に当院療養病棟に入院しリハが処方された患者 155 名を H27 群、
平成 29 年 4 月 1 日～平成 29 年 9 月 30 日の間にリハが処方された 57 名を H29 群とした ( 死亡退院、急性期病
院へ転院した者は除外 )。入院時・リハ終了時の FIM 点数 ( 運動、認知、総合 )、生化学データ ( 血清アルブミ
ン、総蛋白、ヘモグロビン )、BMI、栄養経路、入院時の医療区分・ADL 区分、リハ終了時の転帰先等につい
て 2 群間の比較を行った。
【結果】
入院時・リハ終了時 FIM 点数の運動・認知・総合いずれも H29 群の方が低い結果となった ( ｐ＜ 0.05)。生化
学データは終了時の血清アルブミンが H29 群で低く、
終了時のＢＭＩもＨ 29 群で低かった ( ｐ＜ 0.05)。入院時・
終了時共に H29 群の方が経口摂取可能な患者が少なく、自宅退院患者も少なかった ( ｐ＜ 0.05)。入院時の医
療区分・ADL 区分も H29 群で重症度が高い結果となった ( ｐ＜ 0.05)。
【考察】
今回の結果から、当院療養病棟は患者の重症化を呈していることがわかった。患者層の変化に伴い、各療法
士も治療内容の再考や意識改革の必要があると考える。リハ実施にあたり、全身状態や栄養状態の管理を更に
徹底するとともに、嚥下・摂食状態を考慮し、長期臥床患者の離床や排泄動作等に焦点を当て対応していく必
要があると考える。
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維持期リハ（8）

慢性期病院におけるクリニカルラダー導入に向けた体制整備
～実践能力の可視化へ～
南高井病院 看護部
おかもと せいこ

○岡本 成以子（看護師）
＜課題とその背景＞
少子高齢化社会を迎え、2025 年問題を背景に日本全体の医療提供体制が大きく変化し、それに伴って看護の
提供体制も変化していく必要がある。慢性期病院においても医療依存度の高い患者の受け入れが中心となるた
め、安全性を考慮した看護の質の向上が求められている。高齢者を対象とした看護現場では看護師だけではな
く、准看護師や介護職と協働してケアをしており、教育背景や経験がさまざまであり、継続して質の高い医療・
看護サービスを提供するためには、看護実践能力の強化が必要となる。
これまで当院では看護師の能力やキャリアを開発する指標として、経験年数別での到達目標を設定していたが、
評価基準が曖昧であり、病棟により実践能力に偏りが見られた。
＜行動計画＞
1．対象：看護職員 128 名
2．期間：2017 年 9 月～ 2018 年 6 月
3．必要な資源
人：教育プロジェクト師長 3 名および病棟師長・主任
物：クリニカルラダー運用マニュアル、クリニカルラダー評価表
時間：教育プロジェクト師長会、看護師長会、主任会、クリニカルラダープロジェクト
情報：クリニカルラダープロジェクトによる勉強会、看護師長・主任に向けた勉強会
＜期待される成果＞
1．個人の優れた部分と課題が明確となる。
2．面接時などで具体的に話ができ、共通の理解に繋がる。
3．向上心を養うことができる。
4．職員の適材適所の異動の参考になる。
＜課題達成の評価方法＞
1．クリニカルラダー自己評価・他者評価及び申請者数
2．研修ごとのアンケートの実施
＜まとめ＞
職員の教育背景がさまざまであるためスタッフのモチベーションを低下させることなく、スムーズに導入して
いけるように主任を巻き込んでの院内研修内容の検討等やスタッフに意見を聞きながらの緩やかな改善にはな
るが、確実に活用できる方法を模索していきたい。
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維持期リハ（8）

高次脳機能障害者家族会に参加する当事者とその家族の障害者手帳の所持に対する意識について
1 永生病院 高次脳機能障害支援推進室，2 永生病院 リハビリテーション部
にしむら あや

○西村 彩（作業療法士）1，江村 俊平 1，都丸 哲也 2
【はじめに】
高次脳機能障害者が障害者手帳を取得する際、本人やその家族が手帳の取得に対する抵抗感や不安を示すこ
とは少なくない。今回、高次脳機能障害者家族会に参加する当事者とその家族に対し、障害者手帳の所持に対
する意識についてアンケート形式で聴取したため報告する。
【方法】
高次脳機能障害者家族会にて障害者手帳に関する勉強会とディスカッションを行い、その後アンケートを配
布して回答を求めた。アンケート内容は 1. 障害者手帳の有無、2. 手帳の種類と等級、3. 手帳を持つことのメリッ
トに関しての 3 項目であり、項目３については “ 全く持つメリットが無い ” を「０点」
、“ メリットが多いので
絶対に取った方が良い ” を「10 点」とした場合のスケーリングと自由記載による回答を求めた。
【結果】
18 名の当事者・家族から回答を得た。手帳所持者は 12 名であり、その種類は身体障害者手帳 9 名、精神障
害者手帳 7 名で内 4 名はどちらも所持していた。身体障害者手帳の等級は 1 級４名、２級３名、３級１名、５
級１名で精神障害者手帳の等級は１級１名、２級４名、３級２名であった。手帳を持つことのメリットに関す
るスケーリングでは、平均が 9.13 点であり、11 名が 10 点満点をつけた。内手帳所持群の平均は 8.6 点、非所
持群の平均は 10 点であった。自由記載には「周囲に障害があることを伝えやすくなる」
「料金減免のメリット
が大きい」等が挙げられた。
【考察】
今回のアンケートにおいて、手帳を持つことのメリットに関するスケーリングが平均 9.13 点と高得点になっ
た理由として、アンケート前に障害者手帳に関する勉強会やディスカッションを行い、利用できるサービスの
情報収集や参加者と手帳の利用に関して意見交換をしていたことも要因の一つであると考えられる。障害者手
帳を取得するにあたり、手帳に関する勉強や当事者や家族間の情報交換が手帳所持のメリットを意識する上で
有効であることが示唆された。
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維持期リハ（8）

当院維持期リハビリ実施患者の現状 ～家族に対するアンケート調査を実施して～
福井リハビリテーション病院 リハビリテーション科
やまもと としゆき

○山本 敏幸（理学療法士）
【目的】当院維持期リハビリ対象患者の家族に対するアンケートを実施し、維持期リハビリの現状について調
査した。
【対象】①現在当院で維持期リハビリを実施している、②本人への説明及び同意が取れない、の 2 項目に該当
する方とした。
回答者数 57 名 ( 男性 26 名、女性 31 名 )。平均年齢 82.2 ± 9.9 歳。発症からの年月 53.9 ± 44.9 ヶ月、当院入
院からの年月 17.1 ± 13.6 ヶ月 、FIM 平均 21.7 ± 7.6 点。
【アンケート内容】①維持期リハビリの説明を前の病院で説明を受けたか、②維持期リハビリの説明を当院の
担当から受けたか、③ 1 ヶ月のリハビリ回数を知っているか、④ 1 回のリハビリ実施時間を知っているか、⑤
リハビリ実施内容を知っているか、⑥リハビリの目標を知っているか、⑦現在のリハビリに満足しているか、
⑧リハビリに希望する事はあるか、の 8 項目。
【結果】①受けた 51％、受けていない 21％、分からない 28％。②受けた 84％、分からない 16％。③知ってい
る 67％、知らない 33％。④知っている 37％、知らない 63％。⑤知っている 93％、知らない 7％。⑥知ってい
る 96％、知らない 4％。⑦満足、まあまあ満足・とても満足 98％、少し不満・不満 2％。⑧記入者無し。
【考察】転院前に説明を受けているのは半数程であったが、転院後の説明により、維持期リハビリについてほ
ぼ理解されていた。満足度もほぼ満足という結果が得られ、説明方法等に大きな問題はないと考える。
当院の維持期リハビリ対象は発症から長い年月を経た重症の方が殆どであり、体幹及び四肢拘縮予防を目的
とした関節可動域運動を実施している事が殆どである。しかし、
「寝かせきりにしないでほしい」等、離床を
希望される家族も多い。
重度維持期患者だが、目標設定や予後予測、効果判定等について十分に説明を行い、家族の同意を得て行う
事が大切であり、家族の要望をできる範囲で反映させていく事が、維持期リハビリの充実を図っていく為には
重要である。
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維持期リハ（8）

医療療養病棟における高齢者独居症例の転帰先別による特徴の比較
たたらリハビリテーション病院
かじはら のりよし

○梶原 敬義（医師）
，平田 済
【目的】
医療療養病棟へ入院された症例中、もともと独居生活であった 65 歳以上高齢者症例に関して、自宅復帰か施
設退院かという転帰先別でそれぞれの特徴を比較することを目的とした。
【方法】
対象は 2014 年 1 月からの 4 年間に当院医療療養病棟を入退院した 65 歳以上高齢者独居症例の 82 例。転帰先
により自宅群（52 例）と施設群（30 例）の 2 群に分類。年齢、BMI、合併疾患や MMSE、入院元（在宅か病
院か）などの基礎データ、ADL 評価として入退院時に FIM を測定しそれぞれ比較、また項目別の利得も比較
検討した。
【結果】
基礎データとして自宅群と施設群で有意差を確認できたのは、BMI（23.3 ± 5.0 vs 19.5 ± 3.6）
、MMSE（25.4
± 4.3 点 vs 16.9 ± 8.7 点）
、入院期間（2.2 ± 1.6 ヶ月 vs 5.3 ± 4.9 ヶ月）と入院元が急性期病院の率（28.8%
vs 66.7％）であった。ADL 評価では入院時 FIM は自宅群が施設群と比較し有意に高い値であった（91.2 ±
19.6 点 vs 58.3 ± 30.0 点）
。入退院時の FIM 比較で自宅群は退院時に有意に高かった（91.2 ± 19.6 点 vs 102.1
± 16.9 点）のに対し施設群では入退院時で差が認められなかった（58.3 ± 30.0 点 vs 65.5 ± 31.1 点）。利得の
比較で自宅群が施設群に対し有意に利得を得ていたのはセルフケア（4.1 ± 4.1 点 vs 1.9 ± 3.8 点）と移動（3.6
± 3.2 点 vs 1.2 ± 2.4 点）の 2 項目であった。
【考察】
もともと独居生活を送っていた症例が対象だが自宅群と施設群とでは、医療療養病棟入院時の体格や認知度、
ADL に差があり、入院中のリハ効果にも差が認められた。施設群では入院元が急性期病院である率が有意に
高かったことから急性期疾患で全身状態が悪化し回復しきれず転院してきた症例も多いことが推測された。こ
れらの症例では自宅以外の施設入所も視野に療養病棟入院早期から退院先を検討していく必要があると考えら
れた。
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維持期リハ（8）

住み慣れた地域で安心して暮らすためのサービスを
1 志田病院

小規模多機能ホームくすの木，2 志田病院

まつお やすひろ

○松尾 安紘（介護福祉士）1，首藤 貴信 1，小林 智恵美 1，木原 真一 2，志田 知之 2
【はじめに】
小規模多機能型居宅介護サービス事業所である当施設は、通所、宿泊、訪問介護の３つのサービスを利用者、
家族のニーズやその時の状況に応じて組み合わせて提供している。
今回、2007 年の開設から 10 年という節目を迎え、これまでの 10 年間を振り返り分析することで、これから
の地域包括ケアシステムの中で、当施設がどのような役割を担うべきかを検証したので報告する。
【対象者・対象期間】
くすの木利用登録者 148 名（2007 年 10 月～ 2017 年 3 月）
【方法】
サービス提供状況の年度別比較と分析（平均登録者数、平均介護度、通所・宿泊・訪問介護利用者数）
【結果】
10 年間の利用登録者の推移として、平均登録者数、要介護度、通所利用者数には大きな差異は見られなかっ
たが、宿泊利用者数の減少傾向とともに訪問介護利用者数の増加がみられた。
【考察】
開設当初は入所施設が空くまでの繋ぎとして当施設を利用し、
「ほぼ宿泊、時々自宅」といった使い方が多かっ
たが、訪問介護の回数を増やす、配食サービスを開始するなど自宅生活のサポートを充実したことで、家族の
在宅介護の負担や、利用者が日中一人になることへの不安の軽減、
「自宅で生活することが本人にとって一番
良い」という理解に繋がり、訪問介護の利用が増加したと考えられる。現に、申し込みをされている入居施設
から入居できるという連絡が来ても「もうしばらくは家で看られるから」と、利用者と自宅で生活する時間を
大切にする家族が増えてきている。
【まとめ】
「ほぼ自宅、時々宿泊」を目標に、最期まで住み慣れた地域・自宅で、大切な家族と一緒に過ごせるように支
援していくことが当施設の役割であると考え、必要な時に必要なサービスを柔軟に提供し、家族・利用者が共
に笑顔で幸せな家庭生活が送れるよう、今後も支援していきたい。
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維持期リハ（8）

事業者連携の強化を図り活動性が向上した一症例～在宅生活継続に必要なこと～
安来第一病院
いしかわ ひろし

○石川 浩志（作業療法士）
，太田 真英，岡 直美，小林 泰喜，松尾 優也
（はじめに）
回復期リハ病棟を退院した脳卒中患者が，その後，退院先の生活の中で身体的，心理的，社会・環境的要因で
活動性が低下する事も少なくない．今回 6 ヶ月の入院加療後，自宅退院となった症例に対し，訪問リハと通所
サービス事業所との連携を強化し，症例の生活面の問題，自身が抱える不安等が軽減でき，活動性の向上に繋
がったので考察を踏まえて報告する．
（対象）
70 歳代男性．右視床出血を発症．重度感覚障害，左片麻痺，高次機能障害（USN、注意障害）
，pusher 現象＋．
半年間の入院加療後，高次脳機能障害，pusher 現象は改善，感覚障害は残存するも ADL は改善．
（FIM：36
点→ 96 点）要介護 4 の認定を受け，家屋リフォーム，住宅改修が終了し，自宅退院となる．
（経過）
退院後，訪問リハ 1 回 /W，通所介護 2 回 /W を利用．サービス開始当初，家屋前の不整地での歩行，玄関上
がり框の昇降，送迎時の乗車方法，入浴時の介護量の増大，過用による麻痺側の痛み等の問題があった．上記
問題から，徐々にディサービスも休むようになり，生活空間の狭小と活動性の低下が見られるようになる．症
例の問題に対し，事業者間で対応を検討．生活全般においての努力様動作改善，環境調整や動作・介助方法を
統一する為に事業所スタッフとの連携を密に関わっていった．動作・介助方法を事業所間で共有し，日常に汎
化出来た事で，症例の不安感が軽減出来，徐々に前向きな発言が聞かれるようになる．サービス開始 3 か月後，
近所の茶話会の参加や家族との外出頻度の増加等，活動面での改善が見られるようになる．
（考察）
本症例の不安感，生活の問題，対応を事業所間で共有し，具体的な諸問題を解決出来た事が活動性の改善に
繋がった．また，情報共有により，訓練のすみわけ，生活でのすり合わせが明確となり，サービス，訓練の質・
量の確保に繋がったのではないかと考える．今後も事業者間の連携を密にし，支援していきたいと考える．
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在宅リハ

変形性膝関節症による寝たきり状態から自主練習の取り組みによりデイサービス利用へ復帰でき
た一症例
1 国分中央病院 リハビリテーション室，2 国分中央病院

理事長

みかみ まさふみ

○三上 雅史（理学療法士）1，菊地 昭人 1，花見 将一郎 1，藤﨑 剛斎 2
【はじめに】
両側変形性膝関節症による疼痛及び下肢機能不全にてほぼ寝たきり状態の症例に対し訪問リハビリ（以下訪問
リハ）にて継続した自主練習を経て、自宅内 ADL 向上しデイサービス（以下デイ）利用で卒業へ繋げた症例
を経験した。そこで一つの手段としてノート記入によるモチベーション維持の利点を紹介し考察を交えて報告
する。
【症例紹介】
80 歳代後半女性。10 年以上前に両側変形性膝関節症を呈し 5 年前に右膝人工関節置換術を実施。約 1 年前か
ら左膝関節疼痛増強しデイ休止。ほぼ寝たきり状態になり 2 ヶ月間経過後訪問リハ開始。1 ヶ月間はベッド上
での両側下肢疼痛緩和と左下肢機能改善目的のアプローチを実施。2 ヶ月目に寝返り、起き上がり動作、移乗
動作に改善を認めた。その後、自主練習の習熟度を高めるため運動内容と実施回数等を利用者自身でノートに
記入する方法を導入し経過を観察する。膝関節不安定性と体幹強化を意識するため訪問リハ時は代償動作を徒
手的に抑えて行い、自主練習では股関節・膝関節周囲筋の自動運動と足関節底屈運動を主に実施した。
【結果】
両側下肢支持性向上し歩行器歩行獲得、屋外歩行最長 20 分可能となった。FIM73 点→ 100 点、VAS10/10 点
→ 2/10 点、FBS27 点→ 41 点、IADL0 点→ 11 点、TUG:3 分 58 秒（歩行器）→ 31.56 秒（歩行器）
、杖使用で
1 分 38 秒、HDS-R:17 点→ 22 点へ向上見られ介入 7 ヶ月でデイ利用となった。
【考察】
要入院相当の利用者にデイ復帰を目標に掲げ週に２日の訪問リハを実施した。在宅でのリハビリ効果を高める
ためには家族の協力や自主練習の取組みが欠かせない。今回モチベーション維持と自主練習の意識向上にノー
トに記入するという手段用い、徐々に運動項目や回数が増えていった。ノート記載の効果として自らの取組経
過を視える化することで、日常生活、自主練習を意識して反復でき、それを実感出来たことが寝たきり状態か
ら社会参加に繋がった要因の一つとなったと考える。
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在宅リハ

グループホームでのケアの充実に向けて ～介護職との連携～
愛全病院 リハビリテーション部
こいずみ さとし

○小泉 智（理学療法士）
，由水 貴也，三谷 友香理，吉川 文博
【目的】
H30 年度診療・介護報酬改定よりグループホーム（以下 GH）での生活機能向上加算が開始された。当グルー
プでは、特別養護老人ホームへのリハビリ（以下リハ）職の配置を率先して行っており、GH でも自立支援・
重度化防止に向け、生活の中にリハの視点・要素を取り入れる目的で、H29 年 11 月からリハ職の介入を開始
している。今回、GH への介入の経過や考察、今後の展望について報告する。
【内容】
期間：① H29.11 ～、② H30.3 ～
人員：① PT1 名、② PT・OT 各 1 名
頻度：週 2 日程度
実施内容：ケア方法の検討・心身機能の評価
【経過・考察】
＜①期＞
介護職（以下 CW）の勤務体制にプラス 1 名として介入した。リハとして入居者についての情報収集や評価を
新たに行い、生活機能向上に向けた新たな活動を提案していた。実際の活動場面で入居者からの好反応が得ら
れており、それを介護職員と共有し継続を試みた。しかし結果的には習慣化に至らずリハ職がいる時だけのも
のになっていた。新たな活動の内容が GH 内での非日常となっており、入居者のみならず CW 側にも定着し
なかったと考えた。
＜②期＞
①期を踏まえ②期では、CW として勤務しながら GH での生活について情報収集や評価をしていき、その中に
リハの視点を入れるよう努めた。その結果、従来のケアプランの内容に、生活機能の向上に向けた具体的な工
夫や、生活歴を踏まえつつ現在の心身機能に合う活動を提案でき、CW 側からの理解が得られる機会が増えた。
【結論】
GH にリハ職が介入する上で、新たな活動（≒リハプログラム）を提案するのではなく、日常のケアの中にリ
ハの視点を入れることが重要である。リハの考えが浸透したケアプランに基づく CW によるケア
（＝生活リハ）
の継続が、入居者の自立支援・重度化防止につながることを再認識した。今後は入居者への個別のケアだけで
なく、全体的な活動量・範囲のさらなる拡大を図り、GH の生活がより活性化していくよう努めていく。
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在宅リハ

在宅片麻痺患者における趣味活動獲得の規定因子
1 脳血管研究所附属美原記念病院 訪問看護ステーショングラーチア リハビリテーション部門，
2 脳血管研究所附属美原記念病院 リハビリテーション科，3 脳血管研究所附属美原記念病院 脳神経内科
いしもり たくや

○石森 卓矢（作業療法士）1，飯野 雄太 1，風晴 俊之 2，美原 盤 3
【目的】訪問リハビリの役割には生活活動の活性化と社会参加の促進がある。我々は、趣味活動を獲得した在
宅片麻痺患者の特徴として、単変量解析を行い、ADL 能力、生活範囲、上下肢機能が高いことを報告した。
今回、趣味活動を獲得した在宅片麻痺患者の規定因子について、多変量解析を用い検討した。
【対象】2011 年 4 月から訪問リハビリを開始し、2018 年 3 月までに終了した脳卒中片麻痺患者で、訪問リハビ
リ開始時には趣味活動を行っていない 104 名 ( 男性 65 名、女性 39 名、70.9 ± 11.1 歳 ) を対象とした。なお、
訪問リハビリの利用が 1 ヵ月未満の患者、全身状態悪化および死亡で終了した患者は除外した。
【方法 1】訪問リハビリ終了時の FAI の趣味項目を調査し、1 点以上を趣味獲得 (22 名 )、0 点を趣味未獲得 (82
名 ) として目的変数に設定し、趣味活動に影響を及ぼすと考えられる訪問リハビリ終了時の年齢や FIM-M、
LSA など 9 項目を説明変数として、ロジスティック回帰分析を行った。
【結果 1】趣味活動の獲得に影響のある因子は LSA のみであった (p ＜ 0.05)。
【方法 2】LSA が趣味活動に影響しているため、LSA と FAI および趣味の項目の関連性について Spearman
の順位相関係数を算出した。
【結果 2】LSA と FAI とは rs ＝ 0.79 と強い相関関係を認めた (p ＜ 0.05)。LSA と趣味項目は rs ＝ 0.5 と中程
度の相関関係を認めた (p ＜ 0.05)。
【考察】趣味活動が獲得された利用者の規定因子として、生活範囲が示された。これは、生活範囲の拡大によ
り獲得できる趣味活動の選択肢が多くなること、または趣味活動を行うことで生活範囲が拡大することの双方
が考えられる。このことから、趣味の獲得においては自宅内での上下肢機能訓練や ADL 訓練のみを行うので
はなく、生活範囲を拡大するアプローチを行っていくことが重要であると考えられた。
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在宅リハ

【訪問リハビリにおける自動車運転再開支援の必要性について】
1 進藤医院 在宅部訪問リハビリ科，2 大久野病院
4 大久野病院，5 進藤医院

リハビリテーション部，3 進藤医院

在宅看護部，

もろおか かずやす

○師岡 一寧（作業療法士）1，三浦 悠 2，村田 敬明 1，工藤 美和 2，柚木 裕子 3，進藤 晃 4，進藤 幸雄 5
【はじめに】
当院では平成 27 年より高次脳機能障害者を対象に自動車運転再開支援チームを発足し活動を行っている。自
動車運転再開支援 ( 以下：運転支援 ) の必要度を把握する目的で、当院回復期に入院した脳血管障害患者を対
象とし、退院後の運転再開希望とその目的などを聴取するためアンケート調査を実施。結果から訪問リハビリ
テーション ( 以下：訪リハ ) の運転支援の必要性が示唆されたため、以下に分析し報告する。
【方法】
平成 27 年 11 月～平成 29 年 11 月に当院回復期病棟へ入院した脳血管障害者 194 名を対象とし、患者・家族
に対し自動車運転に関するアンケート調査を実施。
【結果】
有効回答数は 138 名、回収率は 71％。対象者の免許保有率は 48％であり、そのうち退院後に運転再開希望者
は 55％にも上った。運転目的は「買い物」が最も多く 58％、次いで「通勤」
「余暇」
「職場での使用」「通院」
となった。運転頻度は平均週 5.2 回、1 回の運転時間は 30 分以上 1 時間未満が多く、運転に対する不安につい
ては「特になし」がトップで 37％、次いで「運転操作能力・技術」が 22％となった。
【考察】
山や川に囲まれた当地域の特性上、運転目的が生活に必要不可欠な行為に集中する為、運転という行為を奪わ
れることは死活問題となる。高次脳機能障害者が現実検討能力の乏しさから、運転への不安感に対して「特に
なし」と多く回答している。独断で運転を再開する事は重大事故に繋がる可能性が考えられ、訪リハにおいて
運転支援 ( 運転評価機関の勧め、連携機関への情報提供、自動車停車時動作評価、練習 ) を実施する必要性の
高さが示唆された。また運転が困難だと判断された方へ代償移動手段一覧表を使用し、その方に合った移動方
法を提案していく事が重要と考えた。しかし外出に対しての移動支援サービスが圧倒的に足りず、啓蒙活動を
含めた移動支援サービスの普及に繋がる取り組みを実施していく。
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在宅リハ

訪問リハビリテーションにおける担当変更後の demand 再聴取の重要性
京都南西病院 診療部リハビリテーション科
あらき よしみ

○荒木 良実（理学療法士）
【はじめに】
全国訪問リハビリテーション研究会では、訪問リハビリテーション（以下：訪問リハ）は単に居宅へ訪問して
身体機能の改善のために機能訓練をすることだけではないと述べている。そのため機能障害ばかりに目を向け
ず demand に耳を傾けることが重要であると考えた。演者は 4 月より訪問リハ担当変更に伴い前任者より引き
継ぎを受けリハビリを開始した。前任者からの引き継ぎ内容を元にリハビリを行う中、利用者及び家族の今ま
で聞けていなかった新たな demand はないのだろうかと考えた。そこで、担当変更後の demand の再聴取を
行い新たな demand を聴取する事ができたのでここに報告する。
【対象】
訪問リハ担当の利用者 11 人とその家族を対象に口頭での調査を行った。訪問リハ利用期間は１年以上 6 人、
半年以上 5 人である。
【方法】
引き継ぎは 4 月に行われた。当初は利用者の demand を引き出す為の rapport 形成に努めた。２１日目より
demand 再聴取を開始した。
【結果】
demand 再聴取により 1 人の利用者（以下：A 氏）の key person（妻）より新たな demand を聞く事ができた。
前任者のリハビリでは A 氏の身体能力向上を主にリハビリを行っていた。A 氏の病状は進行しており妻の介
護負担が増加し腰痛を発症悪化させていた。そこで妻の介助技術向上も念頭に入れリハビリ介入を行った結果、
妻の介護負担及び腰痛を軽減できた。
【考察】
病状進行に関わらず身体機能訓練のみを行っていたことに疑問を感じ demand の再聴取に至り今回新たな
demand を聴取することができた。訪問リハ利用期間が長くなるほどリハビリがマンネリ化しやすい。利用者
及び家族との関係性の構築は不可欠であるが、その中でマンネリ化したリハビリから脱却し広い視野をもつこ
とが重要と考える。今後は、サービスが自己満足に陥らないように専門家として心掛けたい。
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在宅リハ

在宅へ退院時に傾斜機能付きベッドを提案した患者の特性
富家病院 リハビリテーション室
とうま みさき

○東間 美咲（言語聴覚士）
，利根川 賢，村野 香苗，島津 景子，冨張 修平
【背景】退院に際してベッド自体の傾斜機能を持ち、ベッドアップと端座位の中間的な肢位がとれるベッドで
ある楽匠 Z（パラマウントベッド製）を提案する症例が増えている。ベッドの提案、導入に関する判断は各療
法士の経験によるところが大きい。楽匠 Z を提案した患者、提案していない患者の日常生活動作（ADL）
、身
体機能を調査することでベッドの提案が必要な患者の特性を検討した。
【方法】対象は 2017 年 4 月～ 9 月に当
院から在宅又はサービス付き高齢者向け住宅へ退院した患者とした。対象者の担当療法士に楽匠 Z の提案の
有無を聴取した。対象者の性別、年齢、FIM、離床方法、経口摂取の有無、コミュニケーション能力をカルテ
から得た。楽匠 Z を提案した対象を提案群、
提案しなかった対象を提案無群として各項目の検討を行った。
【結
果】対象は提案群 11 名 / 提案無群 35 名であった。年齢は提案群で 73.6 歳、提案無群で 76.5 歳、FIM は提案
群で 34.7 点、提案無群で 74.5 点であった。離床方法（リクライニング車椅子 / 普通型車椅子 / 椅子）は提案
群で 6/5/0 名、提案無群で 4/18/13 名であった。経口摂取（3 食可 / 不可）は提案群で 4/7 名、提案無群で
33/2 名であった。コミュニケーション（可 / 不可）は提案群で 8/3 名、提案無群で 33/2 名であった。【考察】
提案群は ADL 介助量が多く、
経口での必要栄養量摂取が困難、
リクライニング車椅子で離床、
コミュニケーショ
ンが困難であった。経管栄養中は姿勢の崩れなく安楽に過ごせる姿勢の設定が必要だと考える。リクライニン
グ車椅子が必要な患者はベッド上座位にもポジショニングが必要な場合が多いが、傾斜機能付きベッドは姿勢
の崩れ少なくベッド上座位が取れる。傾斜機能付きベッドは抗重力姿勢を簡便にとることができ、より介助量
の多い患者の自宅復帰に有用であることが示唆された。
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摂食リハ

「当院における食事時スプーン選択による摂取状況の比較」
～介助者へのアンケートを通じて～
1 筑紫南ヶ丘病院 リハビリテーション部，2 筑紫南ヶ丘病院

看護部

とみた だいじろう

○富田 大二朗（言語聴覚士）1，向 和美 2，松家 寿恵 2，小森 知恵 2，古川 まどか 2，倉地 剛 1
＜はじめに＞
食事介助において、適切な一口量は誤嚥を防ぐためにも重要である。当院では、特に前医からの申し送りや
ST 処方が出ていない場合は、一律に大スプーンを使用しているが、すくい方によっては適切な一口量を超え
て誤嚥のリスクを高めてしまう可能性があり、誤嚥リスクを減らすためにも介助スプーンを使用した方が良い
のではという意見もあった。そこで、今回 2 種類のスプーンを使用し、介助者へのアンケートを通じて摂取状
況の比較・検討を行ったので報告する。
＜対象及び方法＞
対象は平成 30 年 5 月時点で ST 未介入の全介助の患者で、
スプーンで摂取する事が必要な食形態の患者 9 名（男
性 3 名、女性 6 名、平均年齢 86 歳）
。方法は大スプーンと介助スプーンを用いて、それぞれ 5 日間介助を行っ
た職員４６名にアンケートを行った。
＜結果＞
介助スプーンでは、スプーンの持ち易さで約 8 割、口腔への入れ易さで約 9 割、一回量で約 5 割、口唇から
のこぼれで約 4 割、口腔内残渣で約 3 割、むせの頻度で約 4 割に改善がみられた反面、口唇からのこぼれでは
約 5 割、口腔内残渣では約 7 割、むせの頻度で約 6 割が変わらないという結果であった。また、8 割以上で食
事時間が延長したとの事であった。さらに、今後も介助スプーンが良いかの問いでは「そう思う」と「どちら
とも言えない」が同数であった。
「そう思う」では、一口量が適切なのでむせにくいという意見が多く、
「どち
らとも言えない」では、患者や食形態によって違うという意見があった。
＜考察＞
準備期や口腔期、咽頭期が一定以上保たれている患者にとっては、一概に介助スプーンの方が良いとは言え
ない可能性が示唆される結果となった。これらの事より、介助者がそれぞれの食形態ごとの適切な一口量を理
解した上で、患者に合わせたスプーンの選択や食事ペース、一口量のコントロールを行う事が重要であると考
える。
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摂食リハ

摂食訓練実施患者の特徴と有用性の検討
1 オりオノ病院 栄養科，2 オりオノ病院 リハビリテーション科，3 オりオノ病院 看護科，4 いぶきの病院 院長
ひらやま ようこ

○平山 容子（管理栄養士）1，木田 泰成 2，伊与田 早希 1，寺坂 雅代 3，守田 直規 4
【はじめに】
当院は誤嚥性肺炎後の患者が多く転院されてこられ、理学療法士・管理栄養士・看護師が協同し摂食訓練を
行っている。訓練内容や方法をスタッフ間で相談しながら進めているが、残念ながら経口摂取へ移行する事が
出来ない患者も多い。アプローチの方法を再検討する為今回の調査を行った。
【方法】
当院で摂食訓練を施行した 33 名を対象とし、FIM、MNA、嚥下グレード、FILES、MMASA の点数を経
口摂取への移行が可能となった群、経口摂取が困難のままであった群で比較検討をおこなった。
【結果】
FIM においては 45 点以下において経口摂取が困難のままであった方が多かった。
（17 ／ 33）MNA におい
ては 4 点以下において経口摂取が困難のままであった方が多かった。
（16 ／ 33）嚥下グレードにおいては 6 点
以下において経口摂取が困難のままであった方が多かった。
（20 ／ 33）FILES においては明確な差はみられ
なかった。MMASA においては 80 点以下において経口摂取が困難のままであった方が多かった。
（10 ／ 33）
また、各評価ツールにおいて相関関係はみられなかった。経口摂取が困難のままであった群では、上記の点数
を 4 項目で満たしていない方が 90.9％経口摂取への移行が可能となった群では、上記の点数を 4 項目で満たし
ている方が 72.7％であった。
【考察】
FILES 以外の項目については、2 群において点数の差が見られた。今回の結果により FIM、MNA、嚥下 グ
レード、MMASA を用いて経口摂取への移行を予測するツールとして使用できる可能性が示唆された。単一
のツールだけでなく、組み合わせて使用する事でより高い予測が可能になると考える。今回の結果では 5 個の
ツールの内、4 項目で上記の点数を満たしている患者は経口摂取へ移行する可能性が高いと示唆され、より集
中的に訓練が行えると考える。また、満たさなかった患者においては従来の摂食訓練とは違うアプローチを模
索し実践していく事が必要ではないかと思われる。
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摂食リハ

舌骨上筋群における柔軟性と飲み込みに関する基礎的研究
平成病院 リハビリテーション科
おおの いくえ

○大野 育苗（言語聴覚士）
，早川 貴行
【はじめに】 我が国の死亡原因として､ 肺炎が第 3 位となっている｡ 肺炎患者の約 7 割が 75 歳以上の高齢者
であり､高齢者の肺炎の 7 割以上が誤嚥性肺炎との報告（厚生労働省）もあり､予防と対策は早急の課題となっ
ている｡ また､ 加齢とともに飲み込む力が低下するのは一般的に知られており､ 原因として加齢による喉頭の
位置の変化､ 喉頭挙上に関係する筋肉の筋力低下などが挙げられる｡ そこで本研究では､ 安静時の舌骨上筋群
の柔軟性が嚥下機能に関連するかの基礎的研究を行った｡
【対象と方法】 対象は、健常人 60 名 ( 男性 34 名 年齢 33.47 ± 7.23 歳 , 女性 34 名 年齢 33.24 ± 10.25 歳 ) とし
た｡ 舌骨上筋群の柔軟性の測定には､ 筋硬度計 NEWTONE TDM-N1( 佐藤商事社 ) を使用した｡ 測定肢位は､
座位で下肢屈曲 90 度 ･ 体幹正中位 ･ 頸部角度 0 度で測定した｡ まず安静時のオトガイ部を触診し､ 筋に対し
垂直に筋硬度計を押し切り測定した｡ 現在の嚥下状況については､ EAT-10 を使用した｡ 年齢・性差別に､ 20
歳男性 / 女性､ 30 歳男性 / 女性､ 40 歳男性 / 女性に分類した｡ 統計処理として､ 年齢 ･ 性差別に柔軟性と
EAT-10 の関連を検討するため､ Pearson 相関係数を求めた｡ 有意差は 5％未満とした｡ 統計ソフトはエクセ
ル統計 ver2.15 を用いた｡ 倫理的配慮としては本人様に口頭で説明し同意を得た上で行っている｡
【結果】 全ての年齢と性別で有意な相関関係はみられなかった｡ 40 歳女性で､ 舌骨挙上筋群の柔軟性と EAT10 の点数に関連がみられた｡
【考察】 本研究では､ 有意な相関を認めなかった｡ 若年層が対象であり､ 明確な嚥下障害が存在しないことが
影響していると考える｡ 40 歳女性において､ 舌骨挙上筋群の柔軟性と嚥下状況に関連がみられた｡ 理由とし
て､ 女性では加齢による筋性質変化が男性よりも早期から始まっている可能性が考えられる｡ そのため､ 高齢
者を対象とした同等の検査を引き続き実施し､ 予後予測に活用できないかと考える｡ その中で若年時からの予
防に繋げていきたい｡
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摂食リハ

摂食嚥下機能の改善を見た超高齢症例の運動療法からの一考察
1 三船病院 リハビリテーション科，2 三船病院 内科医師
たしろ かつのり

○田代 勝範（理学療法士）1，上村 智子 1，日高 道生 2
【はじめに】医療機関においても超高齢者の比率は増加している。しかし、長期の病期を経てかつ施設入所後
の入院で改善をみることは稀である。今回、特別養護老人ホーム入所中に誤嚥性肺炎発症し、入所以前より改
善が見られた超高齢の症例を運動療法の観点より報告する。
【症例紹介】プロフィール：男性・９３歳・要介護４（平成２８年６月～）既往歴：５０歳時糖尿病、８５歳
時進行性核上性麻痺 平成２８年２月鼠経ヘルニアにより入院後、全身機能低下。転院後リハビリテーション
実施していたが、在宅復帰困難なため平成２９年１０月特別養護老人ホーム入所となる。
【経過】平成２９年１１月当別養護老人ホーム入所中、家族の希望で当院外来での言語・摂食嚥下リハビリテー
ション開始。改訂水飲みテスト３a・フードテスト３a。１２月誤嚥性肺炎により発熱、酸素飽和度低下生じ当
院入院。当初、言語聴覚療法のみ開始。家族の摂食希望強いため、平成３０年１月より理学療法開始。開始時、
絶食状態、末梢静脈栄養実施。JCS Ⅱ－３０・酸素飽和度９０～９２torr・胸郭可動乏しく痰量多い。全身的
に筋緊張低下し弛緩性。頸部・肩甲帯筋活動向上目的にストレッチ・座位保持等抗重力筋活性を行う。平成
３０年３月車椅子による安定した離床可能。プリン等直接嚥下訓練開始。４月平行棒内立位可能。嚥下調整食
が安定して摂取可能となる。
【考察】高齢者に於て摂食嚥下機能を改善するには、認知機能・身体機能とも活動性を高めることが重要である。
特に頸部・体幹機能は食物の流入、喀出機能に深く関わっている。肩甲帯・体幹の抗重力筋の活性で摂食時の
姿勢保持・呼吸機能改善によりムセ時喀出量の増加・発声量の増加でコミュニケーション拡大し、認知面向上
での指示理解が向上した。双方の機能改善をみて入院以前より、より安全な摂食嚥下機能が獲得されたと推察
される。
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摂食リハ

療養病棟にて、病棟と家族と連携した摂食嚥下リハビリテーションにより胃瘻から経口摂取に繋
げられた 1 例
1 大久野病院 リハビリテーション部，2 大久野病院 看護部，3 大久野病院 耳鼻咽喉科，
4 大久野病院 歯科，5 大久野病院 内科
みやわき かずき

○宮脇 一紀（言語聴覚士）1，杉浦 むつみ 3，山﨑 文子 4，工藤 弘之 1，西 直美 2，岸下 結花 2，望月 智弘 5，
進藤 晃 5
【諸言】療養病棟にて病棟と家族と連携した摂食嚥下リハビリテーション（以下、
摂食嚥下リハ）を行った結果、
胃瘻から経口摂取に繋げられたため経過を報告する。
【症例】68 歳男性
【診断名】左小脳出血
【経過】回復期病棟入院中にＶＥを実施。誤嚥のリスクが高く、舌の嘔気反射の亢進もあったため胃瘻の造設
となった。その後も明らかな嚥下機能の改善はみられず直接訓練は実施できなかったが、患者と家族の経口摂
取に対する希望が強かったため、当院の療養病棟に入院。ＳＴは週 1 回の頻度で実施。初期評価でＭＷＳＴ判
定 3。ＳＴは間接訓練を中心に実施する。リハビリのない日は病棟による離床、口腔ケア、義歯の装着を実施。
家族は 1 日おきに来院していたため、訓練内容を指導の下、可能な範囲でサポートする。しかし、その後の第
265 病日目のＶＥにて直接訓練は適応なしと診断。原因は嚥下圧不足が考えられた。そのため、舌の機能向上
を目指した訓練計画を立てたが、嘔気反射が亢進しており実施が困難。その後、実施方法を検討していたが、
第 358 病日目に口腔底からの刺激が嘔気反射を誘発しないことがわかり積極的な介入が可能となった。並行し
て氷片で経口訓練を開始した。当初はむせが多かったが、訓練を続ける中でむせが軽減してきたため、第 709
病日目からＳＴ訓練時に少量からの嚥下食を摂取した。その後は段階的に量を増やしていった。第 937 病日目
のＶＥにて嚥下機能に改善がみられており、経口での栄養確保を目指す。その後も状態は安定しており、第
1045 病日目から経口にて栄養を摂ることができた。
【考察】嚥下機能の改善要因は、病棟と家族と連携を取り徹底した対応が継続できたこと、嘔気反射を回避し
た方法を発見し摂食嚥下リハができたことと考える。発症から長期経過した患者であっても機能回復の可能性
があるため、諦めず患者状態に合わせた連携と摂食嚥下リハを継続することが必要と考える。
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摂食リハ

経鼻経管栄養から完全経口摂取へ移行できた症例
～嚥下機能障害へのアプローチと嗜好を考慮した栄養管理～
嵯峨野病院 診療部リハビリテーション科
たなか ゆういち

○田中 佑一（言語聴覚士）
【はじめに】
脳梗塞による嚥下障害に加え、脳血管性認知症を発症し経鼻経管栄養となったが、機能訓練と嗜好に対応した
栄養管理を行った結果、経口摂取可能となった症例を経験したので報告する。
【症例】
70 歳代後半、女性。平成 29 年 1 月、脳梗塞を発症し急性期病院へ搬送。左片麻痺、嚥下障害、認知症を認め
経鼻経管栄養となる。同年 5 月、療養目的にて当院へ転院。前院から継続して昼のみ経口摂取を実施。入院時
嚥下評価：RSST 1 回、MWST 3b、フードテスト 3b と嚥下機能低下あり。認知機能評価：MMSE 11/30、意
欲や発動性の低下も認めた。促すと意思表出は可能だが、自発話は少ない。
【経過及び結果】
入院直後よりリハビリを開始し、経鼻胃管留置下で昼のみミキサー食による経口摂取を実施。経鼻胃管挿入時
の不快感の訴えがあったが、食思不振も伴い経口摂取は進まなかった為、昼の経口摂取を継続することを目標
に嚥下訓練を実施していた。摂取量が徐々に増え 1 ヵ月後には自力摂取の希望あり、嚥下反射惹起と上肢動作
に改善が認められた為、環境調整を行い自力摂取を開始。平成 30 年 1 月頃より食欲に改善がみられ始めた。
嚥下機能も RSST 2 回、MWST 4、フードテスト 3b と改善を認め、昼と夕の経口摂取を開始。三食経口摂取
を目標とし、嗜好に合わせた食事内容に変更。同年 4 月より経鼻胃管を抜去し三食経口摂取を開始。現在、ミ
キサー食に栄養補助食品を加えた食事を三食全量摂取できている。
【考察】
本症例は、脳梗塞による嚥下障害、認知症による食思不振を合併し、当院入院後 10 ヶ月間経鼻経管栄養と
経口摂取を併用していた。機能訓練と併行して、御本人、御家族、病棟職員から情報収集し、栄養補助食品や
嗜好に合わせた食事を提供することで完全経口摂取へ移行できた。患者の食べる楽しみを支え、食事環境調整
ができたと考える。
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回復期リハ（1）

回復期リハビリテーション病棟における脳血管疾患を呈した独居者の自宅復帰と FIM との関連
性の検討
医療法人社団

和風会

橋本病院 リハビリテーション部

たくま あきひろ

○琢磨 盟弘（理学療法士）
，福田 真也，岡田 真一，中島 由美
【はじめに】FIM を用いた自宅復帰者に関する先行研究は散見されるが、独居者を対象とした研究は少ない。
また、回復期リハビリテーション病棟 ( 以下、回リハ病棟 ) において、独居で自宅復帰を目指す脳血管疾患 (CVA)
を呈した症例は少なくない。今回、CVA を呈した病前独居者が自宅復帰するに際し、FIM と関連するかを調
査した。
【対象・方法】平成 24 年 10 月～平成 30 年 2 月に当院回リハ病棟を退院した患者 2057 名のうち、CVA を呈し
た病前独居者 98 名を対象とした。自宅復帰群・非自宅復帰群の 2 群を目的変数とし、説明変数を年齢、性別、
Total FIM( 以下 T-FIM)、運動 FIM( 以下 M-FIM)、認知 FIM( 以下 C-FIM) とし、統計処理方法は、Logistic
回帰分析を実施し、cut-off 値を算出するため、ROC 曲線を実施。有意水準は 5％とした。
【結果】自宅復帰群 70 名 ( 男 / 女：34/36・年齢 74.5 ± 12.9)、非自宅復帰群 28 名 ( 男 / 女：14/14・年齢 77.7
± 11.2)、退院時 T-FIM104.5 ± 23.9/83.4 ± 35.4 点、M-FIM75.7 ± 18.8/58.3 ± 27.0 点、C-FIM28.9 ± 6.6/25.0
± 9.9 点で T-FIM・M-FIM・C-FIM で有意差があり、T-FIM OR1.06 95％ CI(1.01-1.04)・M-FIM OR1.08 95％
CI(1.01-1.05)・C-FIM OR 1.18 95％ CI(1.01-1.13) であった。ROC 曲線の結果 cut-off 値は、
T-FIM 106 点 ( 感度 0.714/
特異 0.643/ AUC0.7)・M-FIM 75 点 ( 感度 0.743/ 特異度 0.679/ AUC0.72)・C-FIM 30 点 ( 感度 0.586/ 特異度 0.571/
AUC0.616) となった。
【 考 察 】 浜 岡 ら は CVA 患 者 を 対 象 と し た 在 宅 復 帰 に お け る cut-off 値 は、T-FIM 81 点・M-FIM57.5 点・
C-FIM23.5 点であったと報告している。本研究の cut-off 値は全項目において、これらを上回る数値となった。
これは、自宅復帰かつ独居生活であるため、より高い ADL を要するためと考えられる。今回、病前独居の患
者にフォーカスを当てた研究を行った事で「CVA を呈した独居者」の退院先を予想する上での指標として用
いる事が期待出来る。
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回復期リハ（1）

回復期病棟での療法士夜勤の FIM 利得や平均在棟日数への影響
博愛記念病院
たかた こうじ

○高田 幸治（理学療法士）
，今富 裕之，池村 健，元木 由美，武久 洋三
［目的］
当院は平成 24 年より 365 日 24 時間体制でのリハビリテーションを目的に療法士による夜勤を実施していたが、
平成 28 年より週 1 回の夜勤と毎日の早出、遅出勤務へ変更した。
毎日実施していた期間と週 1 回の夜勤及び毎日の早出、遅出勤務へ変更後の期間で、退棟患者
の FIM 利得や在棟日数を比較し、夜勤の頻度が及ぼす影響について検討する。
［対象］
毎日リハ夜勤を実施していた平成 26 年 6 月～翌年 7 月に退棟された患者 88 名と週 1 回リハ夜勤を開
始して半年経過後の平成 28 年 6 月～翌年 7 月に退棟された患者 98 名を対象とした。尚、対象数は
期間内に死亡や急性増悪による転院、退棟した患者を除外している。
［方法］
対象患者の FIM 利得や FIM の運動項目のみの比較を実施し、整容、上下更衣動作、トイレ動作、移乗動作に
対しても個別に比較した。また、在棟日数についても比較を行った。
［結果］
毎日夜勤と週 1 回夜勤で、各項目において評価項目において明らかな利得差は認められなかっ
た。また、在棟日数は週 1 回夜勤で短縮を認めた。
（ｐ＜ 0.05

）

［考察・結論］
毎日リハ夜勤を実施していたときはリハビリ業務として介入していたが、週 1 回のリハ夜勤では、人員的な問
題に配慮することでリハ夜勤介入者も役職やリーダー、経験豊富で日勤帯でのリハビリを指導できるセラピス
トを厳選することができた。このことで常態化していたリハ夜勤でのマンパワーとしての従事から患者様の夜
勤帯での生活パターンなどを把握するための時間に充てることで、日勤帯でもより質の高い関わりを持てるよ
うになっており、これが週 1 回のリハ夜勤でも毎日実施していた時と比べて FIM 利得に明らかな差が認めら
れなかったことや在棟日数の短縮に繋がっていることが推察される。
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回復期リハ（1）

透析治療導入が危惧された大腿骨転子部骨折術後に自立歩行を獲得した症例
永生病院 リハビリテーション部
ねもと すぐる

○根本 卓（理学療法士）
，永峯 崇浩，渡辺 建次郎
はじめに
近年、高齢化に伴い腎不全患者は増加傾向にある。透析治療まで進行すると活動制限がかかってしまう。回
復期病棟にて運動療法を実施した結果、透析治療には至らず、自立歩行を獲得した症例を報告する。
症例紹介
86 歳男性。慢性腎臓病 (chronic kidney disease：以下 CKD) ステージ G5。腎性貧血等の症状を認め、緩やか
に腎機能は低下していたが、透析治療には至っていない。今回、大腿骨転子部骨折を転倒受傷し、観血的整復
固定術を施行した。受傷前は独居生活で、妻の入所施設に毎日通える活動量を保っていた。再び妻の介護を行
うために自立歩行での早期退院を希望していた。
経過
入院時は、術側下肢の筋力低下による疼痛や立位バランス能力低下を認め、病棟内は車椅子移動であった。
自立歩行獲得を目標に運動療法を実施した。退院時には、下肢筋力が向上したことで疼痛は消失し、立位バラ
ンス能力改善を認めた。自立歩行を獲得したことで希望であった妻の入所施設へ通うことが可能なレベルと
なった。
考察
本症例は他院での術後に下部消化管出血を発症しており、積極的な運動療法を行えていなかった。また、
CKD 患者では骨格筋の減少が起きやすい。以上のことから、今回受傷した骨折に加えて、廃用が進行して筋
力低下を認め、自立歩行が困難であったと考えられる。運動療法を実施する上で、過度な負荷は腎機能の悪化
を招くため、負荷量を考慮する必要があった。CKD 患者に推奨されるレジスタンストレーニングと有酸素運
動を実施した。結果として、血液検査上での腎機能改善には至らなかったが、本人様の希望である自立歩行獲
得のために、活動量を上げていくことができた。受傷前、高い活動量を保たれていたことに加えて、自覚的運
動強度、運動前後の血圧と脈拍測定、自覚症状の有無を確認しながら運動療法を実施したことで、過度な負荷
を与えることなく、透析治療導入には至らず、自立歩行が獲得できたと考えられる。
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回復期リハ（1）

当院における回復期リハビリテーション病棟のアウトカム評価の特徴
80 歳を基準に群を分けた検証
多摩川病院

リハビリテーション部

とくしま しんたろう

○徳嶋 慎太郎（理学療法士）
はじめに
平成 28 年度診療報酬改定より、回復期リハビリテーション病棟（以下リハ病棟）においてアウトカム評価が
導入された。Functional independence measure( 以下 FIM) 運動項目の退棟時と入棟時の差（以下運動 FIM
利得）と在棟日数を回復期算定上限日数で除して算出した割合（以下在棟割合）を用いて構成される計算式で
評価される。この計算式の除外患者を選択する基準のひとつとして 80 歳以上が設けられている。しかし、臨
床において 80 歳以上の症例でも早期退院、FIM が改善していく印象があり、除外する基準として年齢を考慮
することは少ない。そこで本研究の目的は、年齢によって、運動 FIM 利得や在棟割合に違いがあるかを検証し、
除外する際の基礎資料とすることとした。
方法
対象は平成 29 年 1 月 1 日から 6 月 30 日までの間に、当院リハ病棟を退院した 108 名である。解析は、80 歳
以上と 80 歳未満で群分けをし、運動 FIM 利得を対応のない t 検定、在棟割合を Welch の検定を用いて検証
した。p<0.05 を有意差ありとし、解析には R を使用した。
結果
年齢は、80 歳以上群で 86.15（± 4.44）歳、80 歳未満群で 67.34（± 10.66）歳で、p<0.01 と有意差がみられた。
運動 FIM 利得は p<0.09、在棟割合は p<0.47 と両方とも有意差はみられなかった。
結論
年齢によって運動 FIM 利得、在棟割合に有意差はみられなかった。このことから、年齢を理由に安易に除外
するのではなく、併存疾患をはじめとする様々な要因を総合的に判断し、除外患者を選定する必要があると考
える。
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回復期リハ（1）

透析患者も回復期病棟から在宅復帰を目指す
～透析患者と非透析患者の在宅復帰率と FIM の比較～
富家病院 リハビリテーション室
うちの みずほ

○内野 瑞穂（作業療法士）
，宮﨑 弥重，田中 りか，湯澤 水木，冨張 修平
【目的】当院は回復期病棟 28 床を有し、約 25％は透析患者が占める。透析患者は透析時間の確保によるリハ
ビリテーション時間の制限や透析に伴う体調の変動が多い。その中で、透析患者と非透析患者の在宅復帰率と
FIM の比較や介入調整の特色を比較することで、透析患者の在宅復帰に必要な条件を分析する。
【対象】平成 29 年 6 月 1 日～ 12 月 31 日までに当院回復期病棟を入退院した患者 56 名を透析群（男性 7 名、
女性 8 名、平均年齢 79 歳）と非透析群（男性 25 名、女性 16 名、平均年齢 74.6 歳）の 2 群に分類。
【方法】性別・年齢・疾患別リハビリテーション・在院日数・FIM( 入院時・退院時・改善点 )・環境調整の情
報を透析群と非透析群で比較。また、透析患者に対する介入調整について当院の取り組みの特徴を調査した。
【結果】在宅復帰率は透析群 53.3％、非透析群は 80.4％であった。入院時 FIM の平均は透析群 48.1 点、非透析
群 62.7 点、退院時 FIM の平均は透析群 65.3 点、透析群 89.5 点であった。在宅復帰者の環境調整の実施率は透
析群で 87.5％、非透析群で 72.7％であった。透析群に対する介入の工夫として、回復期病棟入院患者は午後透
析とし、透析直後のリハビリテーションを避けた。また、必要に応じ早朝、夕方の ADL 介入も行った。
【考察】在宅復帰を目指す患者に、環境調整を実施する事は有用だと考えられ、透析群に対しても同様であっ
たと考える。さらに透析患者の在宅復帰には、回復期としてのリハビリテーションの時間・内容を確保するた
め、透析を配慮した上での予定調整、負荷調整を行うことが必要な条件であったと考える。
【おわりに】透析患者であっても、リハビリテーションの時間の使い方を工夫することで、FIM の改善を図る
ことは可能であり、環境調整や介護保険サービスの検討を行うことで在宅復帰を目指すことが可能であること
が再認識出来た。
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回復期リハ（1）

回復期リハビリテ－ション病棟退院後の在宅生活についての追跡調査
大宮共立病院 第一診療部

リハビリテ－ション科

おおつか いさお

○大塚 勲（作業療法士）
，松崎 友和
【はじめに】
当院では自宅退院後の介護状況や生活状況、転倒の有無等を把握し、今後の関わりの質の向上を図る為、平
成 25 年 11 月より郵送での退院後アンケート調査を実施している。本研究では集計結果、今後の展望を報告す
る。
【方法】
1）対象
平成 27 年 4 月～平成 29 年 3 月に当院回復期リハビリテーション病棟から自宅退院された全ての患者 136 名。
2）データ収集方法
退院 1 ヶ月後にアンケート用紙を送付。
3）調査内容
ＡＤＬの実施状況、転倒 ( 場所、時間帯、外傷の有無 )、介護サービス利用、福祉用具利用、役割・日課、そ
の他 ( 自由記載 )
【結果】
・返信数：136 件中 95 件 ( 回収率 69.9％ )・疾患内訳：整形 54 件、脳血管 33 件、廃用 8 件
・平均年齢：80.4 歳・日常生活動作の自立割合（食事：95.8％移乗：74.7％整容：82.6％トイレ：74.7% 入浴：
45.7% 移動：66％階段：38.7% 更衣：77.4% 排泄：75.8%）・介護サービスの利用：88 件 (93%)
・通所系サービス ( 通所リハ、通所介護 )：52 件 (54.7%)・訪問系サービス ( リハ、看護、ヘルパー )： 39 件 (41.1%)
・役割 ( 掃除：15.8%、洗濯：13.7%、料理：24.2%、買い物：13.7%、ゴミ捨て：13.7%、散歩：22.1%、
役割なし：41.1%) ・転倒：13 件 (13.7%)、外傷：0 件
・転倒場所：ベッド周辺 (5 件 )、居室 (3 件 )、台所 (3 件 )、トイレ、階段、廊下 ( 各 1 件 )
【考察と今後の展望】
結果から転倒場所については屋内が多く、屋内環境の調整が重要である事が示唆された。退院後 1 か月で約 1
割が転倒している事を踏まえ、定例の会議や病棟会にリハスタッフも参加しアンケート結果の報告や情報の共
有を図る様にした。また入院から家屋評価までの日数と、そこから退院までの在院日数に着目すると家屋評価
後のリハビリ介入期間を再検討していく必要性を感じた。今後は疾患別による家屋評価時期の指標を明確にし、
さらに退院後の生活を見据えたプログラムの比重を拡大し、退院後の生活支援につなげていきたい。
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回復期リハ（2）

身体的ガイドとフェインディング法を用いることで箸操作に改善を認めた症例
信愛病院
たかの ひろし

○高野 宏（作業療法士）
，木村 太輔，西久保 太佑，三上 彩子，越永 守道
【目的】利き手の麻痺により箸の使用困難を呈した症例に対し、身体的ガイド ( 以下ガイド ) とフェインディ
ング法を用いた箸操作訓練を行うことで動作に改善を認めた症例を報告する。
【症例】脳梗塞発症から 3 週間経過した 60 歳代女性。高次脳機能は問題なく ADL は自立していたが、上田式
12 段階片麻痺機能検査 ( 以下 12Grade) で右上肢 11/12・右手指 11/12 の状態に運動失調を合併していたため
箸の操作に困難を生じていた。
【方法】介入期間は 4 週間で週 5 ～ 6 回訓練を実施した。標準的作業療法と並行して手指の屈曲位保持ロール、
対立位保持テープ、箸固定テープの 3 つのガイドを使用した箸操作訓練をおこない、1 週ごとにガイドを一つ
ずつ除去していった。効果判定の項目は①右麻痺側上肢で塗り箸を用いて 1 分間に移動できた小豆の個数、②
手指の筋緊張の有無、③箸操作における動作の評価、④ 12Grade、⑤測定障害の評価、⑥ STEF とし、①・
②については初期評価から最終評価まで一週間毎に評価をおこなった。
【結果】初期と最終評価では① 10 個→ 17 個②中指、環指浅指屈筋、前腕外側部の筋緊張亢進は著明に改善、
③拇指対立位が不十分で中指が箸同士の間に挟まっていたが対立位が可能となり中指が挟まる頻度が減少し
た、④右上肢・右手指機能は 11/12・11/12 → 12/12・11/12 に改善した、⑤初期に見られた著明な測定障害は
緩和された、⑥右 82 点、左 97 点→右 87 点、左 99 点と改善を認めた。
【考察】本症例では、手指の分離運動と運動失調が軽快したことにより箸操作においてつまみ動作と目標物へ
のリーチが改善したものと思われた。箸操作訓練にガイドを用いたことで環指末節背側での近位の箸の固定、
環指を静止したまま中指を動かすこと、拇指の対立位保持など適切な手指の形などの身体的フィードバックを
早い段階で行うことができ、失敗経験を少なくすることで効率的な作業の習得に至ったものと思われた。
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回復期リハ（2）

回復期リハビリテーション病棟におけるアウトカム導入の効果検証
～高次脳機能障害患者の認知項目への影響～
緑成会病院 リハビリテーション科
いいじま なおたか

○飯島 直孝（理学療法士）
【目的】
平成 28 年度の診療報酬改定において、
「回復期リハビリテーション病棟（以下、回リハ病棟）では効果に係
る実績が一定の水準を下回る場合は、１日につき６単位を超えるもの費用は回復期リハビリテーション病棟入
院料に包括する」となった。このアウトカムは、FIM 運動項目と在院日数を対象として算出される。よって
セラピストは運動項目に着目してアプローチを組み立てやすくなる事が考えられる。その為、訓練内容が運動
項目に偏る為、高次脳機能障害患者様の改善効率が低下しているのではないかと考えた。
今回、アウトカム導入前後での FIM 認知項目の利得を検証することで、現在のアウトカム導入の効果・影
響を検討する。
【倫理的配慮】
本調査はヘルシンキ宣言に基づき、対象者に説明・同意を得た。また、当院倫理委員会より承認された。
【方法】
当院回復期リハ病棟へ H27.4.1 ～ H29.3.31 に入院した高次脳機能障害を有した全患者。H27.4.1 ～ H28.3.31
をアウトカム非対称群、H28.4.1 ～ H29.3.31 をアウトカム対照群と 2 群に分け、FIM 認知項目の利得を比較対
照する。
群間の比較には優位水準を 5% 未満と設定し、T 検定を用い解析した。
【結果】
アウトカム非対称群 8 名（男性 3 名、女性 5 名）
、アウトカム対照群 18 名（男性 11 名、女性 7 名）であった。
FIM 認知項目利得平均はアウトカム非対称群 4.25 点、アウトカム対照群 3.44 点であった。2 群間における
T 検定の結果は、p=0.73（p=0.05）であり 2 群間での優位な差がみられなかった。
【考察】
回復期リハ病棟では、アウトカム導入によりリハビリテーションの質を高めていく事を強く意識する形と
なった。運動が認知面へ与える影響も各種研究から解明されてきている。運動面だけでなく認知面への効果的・
効率的アプローチの提供がリハビリテーション職種に強く望まれている。
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回復期リハ（2）

COPM で重要とされた趣味活動への介入を行い，遂行・満足度の向上と，活動への想いに変化が
得られた症例
永生病院 リハビリテーション科
やざき はるか

○矢崎 はるか（作業療法士）
，金子 大輔
【はじめに】脳梗塞を呈した症例に対し，カナダ作業遂行測定（以下 COPM）を用いて評価を行った．COPM
で重要と判断されたパッチワークを介入に取り入れた事により，遂行度・満足度の向上と，活動への想いに変
化が得られたので報告する．
【症例】A 氏．80 代女性．脳梗塞，右片麻痺．入院期間 3 か月．夫・次女夫婦の 4 人暮らし．病前は 4 人分の
掃除・洗濯・料理などの家庭内役割を担っていた．趣味はパッチワークで，教室に通い展示会に出品していた．
【OT 評価】BRS：Ⅵ－Ⅵ．ピンチ力（kg）
：右 1.3 左 3.9．STEF：右 71 左 87．巧緻動作に拙劣さあり．表在
感覚：6/10．FIM：80（運動 52 認知 28）点．HDS-R：28/30 点．精神的落ち込みあり．COPM（重要度－遂
行度－満足度）：パッチワーク (10-3-1)．
【介入経過】段階付けたパッチワークの動作練習を実施．初期は太い針と糸，目の粗い台紙を使用したネット
手芸を導入．発症前に使用していた細い針や糸と比較し感覚を捉えやすいため選択．中期は，発症前に使用し
ていた針や糸，布を用い練習．行い辛さは残るも満足感あり．後期は作品作りを実施し自己効力感の獲得を図っ
た．A 氏は変化を実感し，退院後の実施に意欲をみせた．
【最終評価】ピンチ力（kg）
：右 2.2 左 4.0．STEF：右 83 左 93．表在感覚：8/10．FIM：117（運動 84 認知
33）点．COPM(10-6-8)．
【考察】パッチワークの動作練習と機能訓練を並行して行う事で，パッチワークに必要な動作再獲得とともに
機能向上が得られた．段階付けた介入によって，徐々に変化を実感できた事が遂行度・満足度の向上に繋がっ
たと考えられる．また，退院後も実施したいとの想いに至った要因として，症例にとってパッチワークは趣味
だけでなく役割の意味を持っていたことが挙げられる．COPM を使用して作業の抽出をすることで，ADL だ
けでなく症例にとって重要な趣味活動に焦点を当てる事ができ，退院後の生活に楽しみの要素を与えることが
できたと考える．
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回復期リハ（2）

当院における免荷式リフト（POPO) の使用状況と今後の展望
1 北樹会病院 リハビリテーション科，2 北樹会病院

診療部，3 埼玉県立大学

保健医療福祉学部

もり りょうま

○森 僚馬（理学療法士）1，髙橋 卓見 1，三橋 侑 1，広瀬 亜子 1，山藤 潤三 2，久保田 和宏 2，中川 智徳 2，
星 文彦 3，髙橋 雅俊 2
【はじめに】当院理学療法士に対し免荷式リフト（POPO）の活用に関する意識調査を行ない、前回の慢性期
医療学会にて報告した。その結果 POPO 使用患者の情報を共有する事により、リハビリスタッフの意識も変
化し、POPO の使用数は増加傾向にある。しかし使用状況は各スタッフによって様々で、効果判定も主観的な
ものであった。そこで今後、効果判定の指標となるデーター収集を行っていく為、使用状況をまとめたので報
告する。
【対象】訓練に POPO を使用した事のある立位保持の介助量が多い入院患者 13 名
【方法】POPO を使用した事のあるリハビリスタッフに、患者の①性別②年齢③疾患④使用期間⑤使用頻度⑥
使用目的⑦使用効果の情報を記載してもらい内容を集約した。
【結果】
①男性 8 名

女性 5 名

② 40 代 1 名 60 代 3 名
③脳血管疾患 8 名

70 代 2 名

運動器疾患 4 名

80 代 6 名

90 代 1 名

脊髄損傷 1 名

④発症直後～発症 6M 後
⑤週 3 ～ 7 回を 1W ～ 2M
⑥覚醒向上・抗重力筋の賦活・立位姿勢での感覚入力・立位保持介助量軽減・立位保持時間延長・拘縮予防
⑦詳細なデーター測定は非実施。主観であるが各患者の使用目的に対しての効果は見られたとの意見が多かっ
た。また、13 名中 12 名 (92 %) で POPO を使用しない訓練に移行可能となった。
【考察】
覚醒状態の不安定さや筋力低下など、様々な理由から立位保持の介助量が多い患者に対し、立位訓練を実施す
るために POPO を使用していた。使用期間も頻度も様々であるが、訓練の内容は患者の状況に合わせ日々変
化していく為、永続的に POPO を使用するというものではなく、期間限定で使用しているケースが多かった。
【まとめ】
立位保持の介助量の多い患者に対する立位訓練に POPO は有用と思われた。POPO 使用患者での客観的な効
果判定を行う為、覚醒度、下肢筋力 (MMT)、立位保持可能時間、歩行可能例では歩幅、距離、速度など数値
化可能な指標を含む共通の評価シートを作成し、患者の集積と分析を図っていきたい。
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回復期リハ（2）

左上肢の運動麻痺を呈した方が整体師への復職に成功した症例
～自主練習指導による随意性向上を目指して～
橋本病院 リハビリテーション部
いりえ あらた

○入江 新（作業療法士）
，喜井 香織，田邊 夏美
【はじめに】
今回、左片麻痺を呈した男性の症例に対して、整体師への復職を目指して作業療法を実施した。上肢機能の
随意性向上の為にはリハビリ内の介入だけでは限界がある。そこで上肢機能練習に加えて段階的に自主練習指
導を行う事で上肢機能が改善し復職に繋がった為報告する。
【症例紹介】
60 歳代男性。自営業で整体師をされていた。右アテローム血栓性脳梗塞。Br.stage は左上肢Ⅰ手指Ⅱ下肢Ⅲ、
左上肢 STEF0 点であり、感覚、高次脳機能、認知面では問題は見られなかった。37 病日、当院回復期リハビ
リテーション病棟入院しリハビリテーションを開始。
【治療・経過】
復職へのニード、リハビリに対する意欲は高く、復職の為には左上肢の随意性の向上、筋出力の向上、応用
動作の獲得が必要であった。その為作業療法では上肢機能練習の他に、段階的な自主練習指導を中心に行った。
また実際の職場に近い環境を設定し整体師の動作を定期的に実施する事で動作のフィードバックを行った。
【結果】
183 病日、身体機能は Br.stage 左上肢Ⅳ・手指Ⅳ・下肢Ⅴ、STEF40 点と向上した。また、退院後外来リハ
ビリを施行しながら自宅で自主練習を並行して行う事で、整体を施行出来るレベルまで動作獲得が可能となっ
た。
【考察】
入院当初は左上肢の随意性が低くリハビリ以外の時間帯では左上肢が参加する場面は少なかった。しかし段階
的に自主練習を提供し、普段から左上肢を使用する事で随意性が向上し復職に繋がったと考える。また、本症
例の復職する為の意欲が非常に高いという個人因子も自主練習を継続して行える要因になったと考えられる。
加えて整体師としての動作を職場と類似した環境を設定し行った事で必要な動作の再確認、問題点を共有でき、
イメージがつきやすくなったと考える。今回の症例から、リハビリの時間外に麻痺側上肢を使用する重要性を
学んだ為今後に活かしていく。
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回復期リハ（2）

漢字の失読失書を呈した患者に対し、早期からスマートフォンアプリを AAC として使用し、
QOL が向上した一事例
1 天竜すずかけ病院，2 聖隷クリストファー大学
いとう ちさ

○伊藤 千紗（言語聴覚士）1，石川 絵理 1，河合 佳洋 1，谷 哲夫 2
【はじめに】
近年、電子機器技術の発展や普及に伴い、AAC の手法も変化してきている ( 佐藤：2017)。今回、病前からスマー
トフォンの使用を日課とし、外部との連絡手段は SNS を使用していた患者を担当した。当院へ入院後 10 日目
から AAC を提供し、QOL が短期間で向上した事例を経験したため、報告する。
【事例紹介】
50 歳代男性。脳梗塞。明らかな運動麻痺無し。日常会話で大きな問題は認めないが、SLTA では喚語困難・
漢字の失読失書を認めた。本人の hope は漢字が読めるようになりたい。you tube・Twitter を使用したい。
外部との連絡で LINE ができないと困る。
【経過】
X 年 Y 月 Z 日、左側頭葉皮質下出血を発症。27 病日後、当院に転院。本人の hope を聞き取り、COPM を実施。
重要度の高かったスマートフォンでの文字入力について、ST から無料アプリ（漢字に読み仮名を振る）の紹
介をし、OT でコピー＆ペーストなどの動作訓練を行った。開始後 3 日でアプリの使用に慣れ、5 日後には自
身で操作が可能となった。you tube・Twitter・LINE の使用が可能となり、外部とのコミュニケーションも
可能となった。66 病日後自宅退院となった。退院時の SLTA の評価では、
全般的な言語機能の改善は認めたが、
依然として喚語困難・失読失書が残存した。
【結果・考察】
当院に転院した際は、スマートフォンの使用をしていなかったが、ST の関わりの中で SNS の使用に関して、
積極的な発言が聞かれるようになった。身体機能が良好であり、日常会話では大きな問題は認められなかった
ため、早期の退院が予想された。短期間での言語機能の回復は難しく、SNS が使用できないことにより、社
会的交流に制限が出来てしまう可能性が考えられたため、日常使用しているスマートフォンを使用した介入を
実施した。記憶や失行の障害を認めていないことと本人の意欲が高く、訓練以外でも自主訓練でアプリを使用
したことが相乗効果となり、短期間での QOL 向上を図ることができた。
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回復期リハ（3）

脳血管疾患における早期の家屋評価が FIM 実績指数へ与える影響
千里リハビリテーション病院
うえの しょうた

○上野 奨太（理学療法士）
，池田 吉成，吉尾 雅春，橋本 康子
【目的】
FIM 利得と在院日数からなる FIM 実績指数の管理において，後者の在院日数の管理には家屋評価による目標
設定や退院準備の早期化が有効と考えるが，当院での家屋評価の実施時期はさまざまであった。そこで早期の
家屋評価が FIM 実績指数へ与える影響を検討した。
【方法】
対象は当院回復期病院を平成 29 年 1 月～ 12 月に退院した脳血管疾患患者 261 名中 ( 転院を除く )，家屋評価
を実施した 141 名 ( 年齢 74.1 ± 12.6 歳，男性 69 名，女性 72 名 )。初回家屋評価を 30 日以内群と 31 日以降群
の 2 群に分けた後，さらに回リハ病棟協会の調査報告書に準じて入院時 FIM26 点以下，同 27-52 点，同 53 点
以上の 3 つに分類した。それぞれを 30 日以内 FIM26 点以下群 (A:7 名 )，31 日以降 FIM26 点以下群 (a:25 名 )
とし，以下同様に FIM27-52 点 (B:18 名，b:31 名 )，FIM53 点以上 (C:38 名，c:22 名 ) とした。Aa，Bb，Cc 各
群間において FIM 実績指数，FIM 利得，在院日数を t 検定で比較した。また ABC 群と abc 群で退院前 1 ヶ
月間の FIM 効率を比較した。有意水準は 5％未満とした。
【結果】
FIM 実績指数は (A:58.5 ± 43.5，a:43.5 ± 28.5，B:66.2 ± 25.0，b:44.8 ± 13.7，C:42.9 ± 32.7，c:31.6 ± 15.7) で
あり，ABC 群で高く，Bb 間で有意差を認めた。
FIM 利 得 は (A:31.7 ± 22.6，a:38.0 ± 19.0，B:40.1 ± 11.3，b:39.7 ± 11.9，C:17.1 ± 9.2，c:21.6 ± 9.4) で あ り，
各群間で有意差はなかった。
在院日数は (A:105.1 ± 42.3，a:143.4 ± 25.6，B:98.4 ± 32.0,b:136.5 ± 29.0，C：72.6 ± 36.8，c:105.5 ± 29.7) であ
り，Aa，Bb，Cc 間でそれぞれ有意差を認めた。
退院前 1 ヶ月間の FIM 効率は ABC 群 0.27 ± 0.23，abc 群 0.18 ± 0.21 と ABC 群で高く，有意差を認めた。
【考察】
各群間での FIM 利得に差はなかったことから，早期の家屋評価が在院日数短縮に寄与し，実績指数を高める
ことが示唆された。とりわけ ABC 群では退院前の FIM 効率が高かったため，FIM 利得と在院日数が適切に
管理されたことが実績指数を高めたと考える。
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回復期リハ（3）

FIM を用いた脳卒中片麻痺患者の ADL 回復曲線の分析
1 脳血管研究所附属美原記念病院 リハビリテーション科，2 脳血管研究所附属美原記念病院 脳神経内科
みずたに けいご

○水谷 圭吾（言語聴覚士）1，腰塚 洋介 1，風晴 俊之 1，美原 盤 2
[ はじめに ] 一般的に脳卒中患者の ADL 回復曲線は、発症後から顕著な改善を示しその後緩やかな改善にな
るとされている。しかし経験的に、重症者はその限りではないという印象がある。そこで、回復期リハビリ病
棟入院患者における ADL の改善について FIM を用いて検討した。
[ 対象 ] 平成 26 年 6 月～平成 28 年 5 月までに、当院リハビリ病棟に入棟した脳卒中初発の片麻痺患者のうち、
状態悪化した患者や死亡患者、入棟時 FIM が 80 点以上の軽症者を除外した 203 名を対象とした。
[ 方法 ] 回復期リハビリ病棟入棟より毎週 FIM を測定し、最大得点に至るまでの週数を算出した。さらに入棟
時 FIM により、最重症者 (FIM29 点以下 )、重症者 (FIM30 点から 39 点 )、中等症者 (FIM40 点から 59 点 )、軽
症寄りの中等症者 (FIM60 点から 79 点 ) の 4 群に分類し、入棟後から 2 週、2 週から 4 週、4 週から最大得点
に至るまでの FIM 効率 (FIM 利得 / 日 ) を比較した。
[ 結果 ] 入棟後から 2 週、2 週から 4 週、4 週から最大得点に至るまでの軽症寄りの中等症者の FIM 効率は、
それぞれ 0.67 点 / 日、0.60 点 / 日、0.27 点 / 日、中等症者では、0.65 点 / 日、0.59 点 / 日、0.37 点 / 日で、2
週から 4 週まで、4 週から最大得点に至るまでで有意差を認めた (p ＜ 0.05)。重症者では、0.54 点 / 日、0.58 点
/ 日、0.37 点 / 日、最重症者では、0.21 点 / 日、0.23 点 / 日、0.18 点 / 日でどちらも有意差を認めなかった。
[ 考察 ] 中等症者の 2 群は一般的な ADL 回復曲線にあてはまるが、重症者、特に最重症者においては適応され
ないことが示された。重症者の予後予測に基づくゴール設定は、慎重に行うべきである。
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回復期リハ（3）

下腿切断者に対する Honda 歩行アシストの有効性
～シングルケースデザインによる検証～
印西総合病院 リハビリテーション部
かみなが こうせい

○神長 光星（理学療法士）
，前田 浩太郎
【はじめに】
本研究の目的は、切断側の立脚時間が極めて短くなる外傷性下腿切断者の歩行において Honda 歩行アシス
ト（以下、アシスト）を使用することにより、歩行時間及び歩行対称性の改善効果を明らかにすることである。
【方法】
対象は、左下腿切断術を施行された当院回復期リハビリテーション病棟入院中の 60 歳代男性一名。研究デ
ザインは、シングルケース実験法 ABAB 法とし、A1 期から B2 期までそれぞれ１週間を交互に 4 週間行う。
A 期では、アシストを使用せずに毎日 20 分間の歩行訓練、B 期では、アシストを使用して毎日 20 分間の歩行
訓練を行った。また、アシストのトルク調節は股関節の角度が対称になるよう適宜訓練中に調節を行った。
【結果】
10 ｍ歩行における歩行時間では、快適速度で B1 期が最も改善（－ 1.4 秒）
、最大速度で A1 期が最も改善（－
1.4 秒）した。可動角対称度では、快適速度で B1 期が最も改善（＋ 0.15）
、最大速度でも B １期が最も改善（＋
0.14）した。挟み角対称度では、
快適速度で A2 期が最も改善（＋ 0.17）
、
最大速度でも A2 期が最も改善（＋ 0.1）
した。屈曲時間対称度、伸展時間対称度では、ともに快適速度で B2 期が最も改善（＋ 0.06，＋ 0.04）、最大速
度でも B2 期が最も改善（＋ 0.1，＋ 0.08）した。
【考察】
結果より、通常の歩行訓練と比較して、アシストを使用した歩行訓練後の方が可動角対称度の改善値が高く
なることが示唆された。これは、アシストのトルク調節を股関節角度波形に合わせて調節したため B 期での
改善値が高くなったと推察される。また、最大速度での歩行時間の改善値が A 期の方が高かった要因として、
高らの下腿切断患者の最大歩行速度の決定因は切断側の膝伸展筋力であるとの報告から、B 期でアシストされ
ることによって快適に歩行が出来る分、膝伸展筋に対する負荷が減少し歩行速度の改善値が低くなった可能性
が推察される。
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回復期リハ（3）

右下肢 MRSA 骨髄炎により立位が困難な事例への病状の受け入れの支援と生活の自律を目指し
た介入
1 芳珠記念病院 リハビリテーション室，2 芳珠記念病院 診療局
はやし みき

○林 美樹（作業療法士）1，石田 真希 1，合歓垣 紗耶香 1，越野 有香 1，西田 好克 1，上田 佳史 2，仲井 培雄 2
【はじめに】
多職種が連携して病状の受け入れを支援し，施設での自律した生活の獲得に向けて OT の役割が重要であっ
た事例を経験したため，報告する．
【事例紹介】
80 歳代後半で要介護 1 の女性で，夫・長男夫婦と同居し，歩行・排泄は自立していた．右下肢 MRSA 骨髄炎，
胸腰椎 MRSA 関節症，敗血症により Z 日に入院した．炎症の改善に伴い，Z+78 日に座位訓練を開始し，全
介助で車椅子乗車が可能となった．
【評価・目標】（Z+96 日）
体幹・両下肢の筋力低下が著明で，起居・移乗に介助が必要であった．両膝・胸腰椎に骨融解を認め，転倒
による骨折のリスクが高く，医療者と家族とが話し合い，病状の寛快時期に現状の能力で施設退院を進める方
針となった．しかし，事例は自律心が強く，
「立てるようになって，１人で車椅子に乗りたい．トイレに行き
たい．
」と希望し，医療者・家族と事例との目標にずれがあった．そこで，事例が病状を理解し納得できるよ
うに関わり，施設で自律した生活が獲得できることを目指して介入した．
【経過】
体幹・下肢への負担を軽減する方法で車椅子乗車練習を行った結果，起き上がりや車椅子自操が自立し，ト
ランスファーボードを使用して軽介助で移乗が可能となった．主治医と相談し，Z+146 日に事例の希望する立
位訓練を開始したが，疼痛が出現し，移乗自立やトイレでの排泄は困難と予測された．そのため，炎症や疼痛
の悪化を予防し，安全にできる方法で生活することを主治医や家族と共に事例に説明すると，納得する変化が
見られた．Nrs や MSW，施設職員と現状の能力や ADL 方法，差し込み便器等の福祉用具の活用について情
報共有し，退院支援を行った．
【考察 】
OT が専門性を生かし，予後予測を基に目標を共有し，福祉用具を活用して ADL 方法を工夫し，説明を行
う役割を担ったことにより，事例が納得して自律した生活の獲得に向けて行動できる変化が見られたと考える．
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回復期リハ（3）

高次脳機能障害を主とした患者に対する復職に向けた理学療法の取り組み
千里リハビリテーション病院
ながさき まゆみ

○長崎 真弓（理学療法士）
【はじめに】高次脳機能障害を主とした中学校の国語教師に対して、復職を目標とした理学療法士としての介
入について経験したので、報告する。【症例】50 代後半、女性。左前大脳動脈瘤破裂によるクモ膜下出血、同
日に緊急開頭クリッピング術施行。ADL 自立。復職、自動車運転目的で 39 病日目に当院転院。入院時、運動
性失語や記憶障害 (WSM-R：言語性記憶 34/77)、MMSE22 点、遂行機能障害などの高次脳機能障害を認めた。
【経過、考察】本症例は左前頭葉に広範な血腫が認められ、記憶障害や失語、遂行機能障害などがみられた。
教師ということもあり、記憶改善や流暢な発話、授業を行う上で遂行機能能力が必要となる。運動麻痺は認め
られなかったため、理学療法では屋外での活動を主とし、言語での記憶や表出、実践的な遂行機能訓練を中心
に介入した。病院周辺 300m 範囲の屋外歩行から開始し、53 病日目に 1㎞まで範囲を広げ、周辺の店舗や公園
などの位置と名称の定着を図った。60 病日目には事前に数カ所指定し最短距離で回るよう指示。初めは想起
困難や遅延により効率の悪い道順となることが多くみられたが徐々に改善。75 病日で事前に指定した場所で
の行動を提示し実行することや 2㎞まで範囲を広げて上記内容を自転車走行で行い処理速度を速めて実施し
た。結果、効率的な道順の組立てや記憶課題の想起実行可能となった。公共交通機関を使用した外出練習では、
出発・帰院時間のみ指定し、行き先、交通手段、時間配分などの計画立案、計画通りに遂行、帰院時間に合わ
せた予定の変更や時間調節などを自身で行ってもらった。

結果として、WSM-R: 言語性記憶 78/116、遂行

機能の改善も認められ、107 病日で自宅退院となった。高次脳機能障害が主たる症例に対し、理学療法では屋
外での実用的な活動を積極的に実施することが重要となり、復職に繋がったと考える。
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回復期リハ（3）

指先で壁を触れた時に起こる立位重心動揺低下は、高い台の上でも起こるか
神戸平成病院 リハビリテーション科
ちゅうじょう こうすけ

○中條 浩介（理学療法士）
，佐濃 佳美，平野 尚，梅田 茂雄，松本 憲作，日高 昭斉
【目的】
高齢者が歩行時などに指先で机や壁を軽く触れる行動が見られる。これは指先からの体性感覚入力が立位や
歩行中のバランス能力を高めるためとされる (Jeka JJ et al,Exp Brain Res,113:475-483,1997)。平地でない高い
台の上でも同じ効果があるならば、よりバランス能力が必要とされる階段昇降の動作指導の根拠になると思わ
れる。本研究の目的は高い台の上での効果を検証することである。
【対象と方法】
対象は健康な男女 16 名 (21 歳～ 38 歳、平均 27 歳 )。被験者を高さ 70㎝の台上に立たせ、両上肢を自然下垂
させた状態 ( 非接触時 )、または右示指の指先で壁面に触れた状態 ( 軽接触時は 1N 圧以下、強接触時は 5N ‐
10N 圧 ) で、重心動揺を計測した。壁面への接触圧は荷重計 (TANITA 社製 ) を用いて測定し、被験者へ圧を
伝えて各条件の範囲内に調整した。重心動揺は重心動揺計 ( アニマ社製 ) を用い、
60 秒間の総軌跡長、
矩形面積、
外周面積を測定した。比較検定は対応のあるｔ検定を用い、p<0.05 を有意とした。
【説明と同意】
被験者全員に対し本研究について十分な説明を行い同意を得た。
【結果】
非接触時、軽接触時、強接触時の総軌跡長は、それぞれ 63.0 ± 11.3㎝ ( 平均±標準偏差 )､ 46.5 ± 11.8㎝
､ 35.8 ± 10.7㎝であった。矩形面積は、それぞれ 4.30 ± 1.70㎠、2.47 ± 1.26㎠､ 1.59 ± 1.28㎠であった。外周
面積は、それぞれ 1.87 ± 0.74㎠、1.06 ± 0.50㎠、0.62 ± 0.37㎠であった。すべての指標で軽接触時と強接触時
は非接触時に比べて有意に小さく､ 更に強接触時は軽接触時に比べて有意に小さかった。
【考察】
平地での報告 ( 上記 ) では軽接触時の方が強接触時よりも動揺が軽減したが、本研究 ( 高い台の上 ) では接触
圧に応じて重心動揺が軽減し、強接触時が最も安定していた点が異なった。
平地よりバランス能力が必要とされる階段昇降時の動作指導に、手で壁を触れることが有用であると経験的に
感じていたが、本研究により一つの根拠が示された。
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回復期リハ（4）

回復期リハビリテーション病棟における廃用症候群患者の栄養障害に関する背景要因の検討
平成病院 リハビリテーション科
ひらおか たくや

○平岡 拓也（理学療法士）
，早川 貴行，水落 祐希，秋田 透
【目的】
廃用症候群患者は , 栄養不良群より栄養良好群で FIM が向上しやすい傾向にある ( 早川ら ,2017). そこで今回 ,
廃用症候群患者における栄養障害に着目し , 関連する背景要因を明らかにすることを目的として検討を行った .
【方法】
対象は 2016 年 6 月～ 2017 年 6 月まで , 当院回復期リハビリテーション病棟に在院した廃用症候群患者 70
名 ( 男 36 名 , 女 34 名 , 平均年齢 84.77 ± 9.36 歳 , 平均在院日数 63.64 ± 27.05 日 ). 除外対象は 65 歳以下 , 転院
や死亡 , 不備データの 6 名とした . 倫理的配慮については , 本人様または家族様に説明し同意を得ている .
本研究は , 電子カルテを基に後方視的調査を行った . 栄養指標として Geriatric Nutritional Risk Index( 以
下 ,GNRI) を用い ,GNRI ≦ 98 を栄養障害と定義した . 退院時の栄養状態良好または改善ありを栄養良好群とし ,
栄養状態低下または改善無しを栄養不良群の 2 つに分類し , 先行研究 ( 若林ら ,2016) を参考に背景因子を調査
した .
統計的手法に , 量的尺度は Mann-Whitney U 検定を用い , 質的尺度は Fisher 正確確立検定を用いた . 更に単
変量解析において p<0.20 となった項目は交絡因子排除のため , 二項ロジスティック回帰分析を行い検証した . い
ずれも有位水準を 5% 未満とした . 統計ソフトはエクセル統計 ver2.13 を用いた .
【結果】
退院時の栄養良好群は 26 名 (37%), 栄養不良群は 44 名 (63%) であった . 両群における単変量解析では年齢 ,
アルブミン ,FIM 合計 ,FIM 運動項目 ,MMSE, 藤島グレードが p<0.20 の因子であった . それぞれの因子に二項
ロジスティック回帰分析を行ったところ , 年齢 [ オッズ比 (OR)1.10,95% 信頼区間 (Cl):1.02-1.18,p=0.01], 運動
FIM[ オッズ比 (OR)0.94,95% 信頼区間 (Cl):0.91-0.98,p=0.01] が独立因子として抽出された .
【考察】
高齢の廃用症候群患者においては , 年齢や FIM 運動項目に栄養状態が影響していることが示唆された . また ,
リハビリテーション栄養への介入が廃用症候群の改善に効果が出やすいと考えられる .

第 26 回日本慢性期医療学会 in 鹿児島

4-4-2

回復期リハ（4）

「引きこもりたくない」
～興味のある活動を導入することで発症前よりも活動 / 参加が増えた一症例～
千里リハビリテーション病院 リハビリテーション科
つばきの そうた

○椿野 颯汰（作業療法士）
，村本 雄太郎，磯崎 恵都子，吉尾 雅春
【はじめに】
今回 ,5 回目の脳梗塞を発症した症例を担当する機会を得た . 発症前は , 週 1 回の通所介護以外は自宅内生活で
あった . 回復期リハビリを経て , 地域へ出る機会が増えた経過を報告する .
【症例】
90 代前半女性 , 息子夫婦と 3 人暮らし . 病前 ADL は自立だが外出は週 1 回の通所介護のみ . 既往に脳梗塞 4 回
と左大腿骨頸部骨折あり .70 代後半で初めの脳梗塞を発症して以来 , 外出機会は激減した . 自宅では新聞や本を
読むことが多かった .X 年に小脳梗塞を発症し , 21 日後に当院へ入院となった . 左片麻痺は軽度だが , 体幹・下
肢筋力が弱く , 端座位に軽介助 , 立位バランス不良であった .BBS,TUG 共に測定不可で移乗 , 更衣 , 排泄に介助
を要した .MMSE20 点で , 見当識 , 記憶低下を認めた .FIM は 47 点であった .
【経過及び結果】
当初 , 左下肢・体幹賦活を目的として機能訓練を実施するも「しんどいのは嫌」と訓練に消極的であった . そ
のため , 立位で本棚から本を探す・取るといった本人の興味ある活動を通して , 下肢・体幹の賦活を行った . 徐々
に下肢の支持性は向上し , 歩行は手引きで 5m 行えるまで改善した . 活動では興味があったピアノ演奏を導入
した . １人演奏から集団活動 , またピアノへの移動も歩行で実施した . 歩行能力も徐々に改善し , それに伴い身
体機能も向上し ADL は見守りレベルとなった . 退院前は
「引きこもりたくない」
と訴えがあり , ケアマネジャー
にサービス調整を依頼した . 退院時は ,BBS20 点 ,TUG17.6 秒 ,MMSE24 点と身体・認知機能の向上 ,FIM は 90
点に改善した . 退院後のサービスは週 2 回の通所介護 , 週 1 回の訪問リハビリと増加した .
【考察】
本症例は , 機能訓練は困難であったが , 興味のある活動を提供したことで , 機能は向上し ,ADL は見守りとなっ
た . 機能改善目的で行った活動が , 機能・ADL だけではなく , 退院後の活動 / 参加への意欲に繋がった . そして ,
退院前に地域職種と連携した結果 , 外出機会が週 3 回に増え , 退院後生活の再構築に寄与したと考える .
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回復期リハ（4）

HAL® を用いた重度感覚障害を呈した胸髄損傷患者へのアプローチ ～歩行再獲得を目指して～
印西総合病院 リハビリテーション部
もりた たいき

○森田 太樹（理学療法士）
，前田 浩太郎
【はじめに】今回、重度の下肢感覚障害を呈した胸髄損傷患者に対して CYBERDYNE 株式会社製ロボットスー
ツ HAL® 臨床研究用モデル（以下、HAL®）を用いた歩行訓練を実施し、歩行再獲得を目指した症例につい
て報告する。
【方法】66 病日目。脊髄腫瘍により胸髄損傷不全麻痺（ASIA Impairment Scale：C）を呈した 40 歳代男性。
移乗・起立動作は中等度介助レベル、移動は車椅子自立レベル、歩行は実施困難であった。MMT（右 / 左）：
膝伸展 3/3、足背屈 2/1、股屈曲 2/2、股伸展 2/2、体幹屈曲 3。感覚：下肢表在・深部感覚ともに重度鈍麻。
FIM：67 点（運動：32 点 認知：35 点）
。
ADL 動作訓練と並行し、週 2 回各 1 時間の HAL® と免荷機能付き歩行器を用いた歩行訓練を実施。
【結果】156 病日目。ASIA Impairment Scale：D 移乗動作は完全自立、起立動作は平行棒内自立レベル、下
肢装具と前輪型ピックアップ歩行器を用いて計 100m の歩行可能。MMT（右 / 左）
：膝伸展 4/4、足背屈 4/3、
股屈曲 3/2、股伸展 3/3、体幹屈曲 3。感覚：足部運動覚のみ軽度鈍麻に改善。10m 歩行：46 秒 47 TUG：1
分 32 秒。FIM：90 点（運動：55 点 認知：35 点）
。
【考察】先行研究より、脊髄損傷患者に対するロボットを用いた歩行リハビリテーションは、CPG を中核とし
た運動出力系の活動を促し、自律的で協調的な歩行を再び取り戻すために効果的とされ、同様に末梢からの感
覚入力と CPG 活動性との相関が報告されている。本症例は運動出力系の活動低下に加え、荷重感覚の不足が
歩行動作獲得の阻害因子となっていた。HAL® を用いた歩行訓練を実施し、深部感覚の受容器である腱紡錘・
筋紡錘が歩行時の持続的な筋収縮により活動性が高まり、足部深部覚の賦活が図れたと推測した。また、足部
からの感覚入力が増大したことで下肢屈曲伸展の交互運動が促通され歩行リズムが改善し、訓練内でのピック
アップ歩行器での歩行獲得に至ったと考える。
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回復期リハ（4）

病棟内歩行開始時期が退院時 TUG 及び FIM-M に与える影響について
1 富家千葉病院 リハビリテーション室，2 富家千葉病院

診療部

あべ ひろやす

○安部 容康（理学療法士）1，須賀 晴彦 2
【はじめに】
回復期病棟において病棟内移動方法（以下病棟 ADL）を向上させることは重要視されているが、早期歩行開
始が歩行機能や Functional Independence Measure 運動項目合計点（以下 FIM-M）にどのような影響を与え
るかを述べた先行研究はほとんど存在しない。そのため、本研究では病棟 ADL を早期に歩行へと向上させる
ことが、歩行機能や FIM-M にどのような影響を与えるかを明らかにし、その有効性と問題点について検討す
る事が本研究の目的である。
【対象・方法】
対象者は当院回復期病棟に入院した脳血管障害患者 18 名であり、条件として「入院時の病棟内移動方法が車
椅子だった者、入院から 4 週以内に歩行訓練を開始した者」
、除外条件として「入院期間中、歩行機能に影響
を与える病変・疾患が生じた者」を設定した。上記に該当する患者を分類し、歩行訓練を開始してから 8 週以
内に病棟 ADL を歩行に向上させた者を ADLup 群（男性 3 名 / 女性 7 名、年齢 69.3 ± 11.3 歳）
、歩行訓練開
始から 8 週以上病棟 ADL が車椅子だった者を Stable 群（男性 3 名 / 女性 5 名、年齢 75.6 ± 11.9 歳）とした。
ADLup 群と Stable 群の退院時 Timed Up and Go test（以下 TUG）と FIM-M を測定、比較した。統計学的
解析は Mann-whitney’s U test を用いて行いｐ <0.01 を有意差ありとした。
【結果】
TUG における平均タイムは ADLup 群では 10.3 秒、Stable 群では 34.0 秒となり、FIM-M における平均点は
ADLup 群では 81.4 点、Stable 群では 58.1 点とどちらにおいても ADLup 群の方が有意に高い結果であった
（p<0.01）。
【考察・諸語】
本研究では症例数が少数であることや stable 群において年齢が高いことからも、病棟 ADL を早期に歩行へと
向上させたことが TUG 及び FIM-M の結果に有意差をもたらしたとは断言できない。しかし、入院時の歩行
機能や男女比、歩行訓練開始時期に大差がないことから、病棟 ADL を早期に歩行へと向上させることが歩行
機能や FIM-M に好影響を与えることが示唆された。
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回復期リハ（4）

回復期リハビリテーション病棟に入院した患者の早期 FIM を活用し、退院に向けた ADL 向上の
取り組みについて
高田病院
もりた りさ

○森田 梨沙（看護師）
，小牧 むつみ，毛井 美里，萩原 隆二，髙田 昌実
【はじめに】
当リハビリテーション病棟（以下、回リハ病棟）では、本年度 4 月よりリハビリ援助として集団リハビリと個
別リハビリを行っていたが、リハビリ中は出来ている動作も病棟では出来ないなど ADL の乖離が生じていた。
他研究にて、機能自立度評価法（以下 FIM）を用いて問題の抽出と対策を検討することで、ADL が運動機能・
運動能力の改善に先行し向上した報告がある。これを用いて、リハビリスタッフとの連携を取りながら ADL
の向上、病棟での「している ADL」とリハビリ中の「出来る ADL」の差を近づけたいと考えた。
今回、退院に向けた ADL の取り組みを行うことで得たことがあった為、ここに報告する。
【方法】
研究期間：平成 29 年 11 月 13 日～平成 29 年 12 月 29 日
研究対象：脳血管患者 6 名
研究方法：a. 病棟スタッフにアンケート調査を実施
ｂ .FIM 5 項目を入院時の病棟得点「している ADL」
1 週間経過後リハビリでの得点「できる ADL」を算出。
ｃ .「している ADL」を「できる ADL」に近づける。病棟での問題要因をリハビリスタッフへ報告し、アド
バイスを受ける連絡ノートを作成し個別の援助を実施する。
【結果】
① 「している ADL」得点が低くても、
「できる ADL」の得点は高い。
② 「出来る ADL」を把握することで、活動量が増えバランス能力の向上に活かせた。
③ 「できる ADL」の情報共有を行うことで、統一したケアが出来、個々に応
じた支援が出来た。
【考察】
回リハ病棟では回復過程にいるため、ADL カンファレンスを実施しても、すぐに次の「できる ADL」が向
上してくる。FIM は、実際の評価には至らない場合もある。リハビリスタッフと同じ動作の情報提供をお互
いにして行くことが必要と考えた。
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回復期リハ（4）

回復期リハビリテーション病棟のアウトカム評価に対する FBS の有用性
印西総合病院 リハビリテーション部
さとう しょう

○佐藤 翔（理学療法士）
，神長 光星，山村 宗秀，池上 正剛，菊竹 なこと，葛西 真也
【はじめに】
回復期リハビリテーション病棟 ( 以下 : 回リハ病棟 ) では短期間で質の高いリハビリテーション ( 以下：リハ
ビリ ) を求められており、平成 28 年度よりアウトカムによる評価が定められた。アウトカムでは在院日数や
Functional Independence Measure( 以下 :FIM) を基とした評価が行われるが、身体機能については問われてい
ない。そこで、バランス機能評価として用いられている Functional Balance Scale( 以下：FBS) が、アウトカ
ムに与える効果を明確にすることとした。
【方法】
平成 27 年 10 月 1 日から平成 29 年 8 月 30 日に当院回リハ病棟を退棟した 65 歳以上の患者であり、運動器
リハビリテーション料 ( 以下：運動器 ) を算定していた 49 名 ( 平均年齢 81 歳 )、脳血管疾患等リハビリテーショ
ン料 ( 以下：脳血管 ) を算定していた 36 名 ( 平均年齢 75.3 歳 ) を対象とした。また、その中でも比較対象はア
ウトカム評価における実績指数 27 を基準とし、基準以上の群を高群、以下の群を低群と位置づけ、両群の
FBS 利得をマン・ホイットニーの U 検定によって比較した。ただし、入院中の急性増悪、入院時に FBS 満点
および未実施患者は対象から除外した。
【結果】
FBS 利得平均は運動器で低群 15 点、高群 10.1 点、脳血管で低群 6.4 点、高群 12.5 点であった。各疾患別の
比較結果は運動器 p=0.38、
脳血管 p=0.07(p<0.05) であり、
両疾患の 2 群間ともに有意な差を認めない結果となっ
た。
【考察】
両疾患ともに FBS は有意な差がある結果には至らなかった。要因として、FIM は多面的に日常生活動作を
評価する指標であるが、FBS が移動や移乗などのバランスを伴う動作のみに直接的な関与を示した可能性や、
FBS の向上が日常生活動作に汎化されていなかった可能性も考えられた。また、運動器では骨折や手術の状
況による安静度制限が生じることもあり、バランス機能とアウトカムの関係性が脳血管よりも少ない可能性が
考えられた。
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呼吸器関連（1）

気管カニューレ挿入中の患者のカフ圧が誤嚥に及ぼす影響
光風園病院
ふじい あい

○藤井 歩惟（准看護師）
，高嶋 武志，井上 晴香，鈴川 留以，藤田 博司
（はじめに）
当病棟の気管切開患者は全体の３０％を占めている。ほぼ全員が重度の嚥下障害を合併し口腔内から気管内へ
分泌物が常時流れ込むリスクの高い患者である。当病棟に入院中の気管切開患者 13 名を対象とし患者個々の
適正なカフ圧測定時間を導き出すための研究を行った。1 時間毎 24 時間のカフ圧チェックを実施したところ
ほとんどの患者が 3 時間以内には 20㎝ H₂O 以下にカフ圧が低下しているということがわかった。研究結果と
しては患者個々に適正なカフ圧測定時間を導き出す事はできなかったが、カフ圧は常に変動していることはわ
かった。カフ圧測定の時間や間隔に焦点を当て研究を行ったが、実際にカフ圧が患者の誤嚥症状に及ぼす影響
がどの程度あるか疑問をもった。前回の研究対象患者 13 名の記録を基に調査した。
（研究目的）
気管カニューレ挿入中の患者のカフ圧が誤嚥に及ぼす影響
（研究方法）
研究方法 後ろ向き調査
研究対象 平成 29 年 9 月 18 日時点で当病棟入院中の気管切開にて
カフ付き気管切開チューブを挿入中の患者 1 ３名
データ収集方法
平成 29 年２月～平成 30 年２月
診療録、看護記録、バイタルサインより以下の項目について調査
発熱、痰の増加、呼吸器症状、胸写、血液データ、Ｄｒ所見、抗生剤使用の有無
（結果）
カフ圧減少回数最多の１６～１７回の患者は下気道感染回数 0 ～ 1 回だった。一方、
カフ圧減少回数最少の７回の患者は下気道感染 2 回だった。以上の事からカフ圧減少回数と下気道感染回数の
相関はなかった。
（考察）
カフ圧減少回数最多でも下気道感染を発症していない患者もいるため本当にカフ圧が必要なのか、下気道感染
回数が多い患者は持続的なカフ圧コントロールが必要か、当院基準の１日１回のカフ測定でいいのかを今後は
フローチャートを作成し気管カニューレ患者のカフ圧管理を行いたい。
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呼吸器関連（1）

陽・陰圧体外式呼吸器を使用した痰量への影響 ～ポジショニングを併用して～
富家病院 リハビリテーション室
かねひら あやか

○金平 彩香（理学療法士）
，湯澤 司，横山 愛莉，冨張 修平
【はじめに】
当院では、肺炎での入院や、臥床傾向の患者が多い。より効果的な排痰促進を目的に、陽・陰圧体外式呼吸器
である IMI 社製 RTX（以下 RTX）を使用している。当院で実施している、褥瘡予防や排痰促進を目的とした
ポジショニングを併用し、RTX による痰量への影響を比較・検討した。
【対象】
当院、療養病棟へ入院中の気管切開術を施行されている、
27 ～ 87 歳の男女、
8 名。内 2 名は人工呼吸器（Philips
トリロジー O₂Plus）装着中。カニューレのカフ上下、又は、カフ下の持続吸引器（徳器技研工業株式会社製
AMOR SU1）を使用。普通型車椅子、又は、リクライニング車椅子への離床機会が、週 1 回以下・未満とした。
【方法】
RTX のモードは、排痰補助機能を有するクリアランスモードで統一。比較する条件として、①ポジショニ
ングクッション挿入のみ、②ポジショニングクッションの挿入はせず、ベッドアップ 0°設定で RTX を施行、
③ポジショニングクッション挿入し、ベッドアップ 30°設定で RTX を併用とした。評価中は、持続吸引瓶内
とサクション（以下 SC）瓶の痰量、1 日の SC 回数を測定し、RTX 併用による排痰効果を比較する。
【結果】
①よりも②の痰量が増加した例が、5 例。②よりも③の痰量が増加した例が 4 例と、SC 瓶の痰量・持続吸
引での痰量が増加する患者が多くいた。また、痰量増加に伴い、SC 回数も増加する結果となった。
【考察】
RTX 施行後から、SC・持続吸引の痰量、SC 回数が増加する結果となった。要因として、長期臥床による
胸郭運動減少などに対し、RTX のクリアランスモードの高頻度の振動で、呼吸補助効果だけではなく、胸郭
ストレッチ・リラクゼーション効果をもたらし、換気が乏しい肺野部分にも有効に作用し、排痰効果が得られ
たのではないかと考える。また、ベッドアップ設定とポジショニングにより、体位ドレナージの効果も得られ、
より効果的な排痰が促せたのではないかと考える。
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呼吸器関連（1）

COPD 啓発活動について考える
～地域住民を対象とした COPD 認知度調査を通して～
西福岡病院 看護科
つつい まり

○筒井 真理（看護師）
，向井 智美，馬渡 加夜子
【はじめに】
厚生労働省は、2022 年までに、COPD の認知度を８０％目標としているが、2017 年は、25.5％と低い状態に
ある。今回、地域住民を対象に COPD 認識調査を実施した。結果を踏まえ、今後の啓発活動のあり方につい
て検討した。
【調査期間】 H28 年 10 月～ H29 年 10 月
【調査対象】 看護協会及び病院の健康イベントに参加された地域住民 204 名 ( 男性 67 名 女性 137 名 )
【調査方法及び内容】
①看護協会主催 (A) イベントに来場された 138 名に COPD-PS 調査と喫煙指数について調査
②当院主催（B）イベントに来場された 66 名には、加えて COPD の認知度について聞き取り調査を行い
COPD-PS4 点以上の場合スパイロを実施した。
結果
年齢では 60 歳以上が 73% を占めていた。COPD-PS の結果では、COPD のリスクが高いとされる 4 点以上が
A イベントで 43 名、B イベントで 21 名の計 64 名、男性 43 名、女性 21 名であった。リスク要因は多い順か
ら年齢、喫煙、咳や痰、息切れであった。喫煙者は 74 名 36%、喫煙指数では肺癌リスクが非喫煙者の 5 倍と
される値 400 以上が 39 名 20% であった。
B イベントで行った COPD の認知度に関する設問では 66 名中 12 名 18% が知っていると回答した。
「タバコ病」
と表現を変えてみると 28 名 42% に増加した。また、COPD-PS4 点以上の 21 名にスパイロを実施した結果、6
名に異常値が確認されたため受診行動を促した。慢性的な咳や痰の関連性について知っている人は 14 名 21%
であった。副流煙による COPD のリスクについて知っている人は 48 名 73% であった。
考察
対象者の約 30% に COPD のリスクがあり男性に多いことが確認できた。主な要因は、高年齢、喫煙であり禁
煙指導の重要性を再認識した。また、COPD の認知度を高めていくためには表現の工夫も必要と考えられた。
その他、慢性的な咳や痰、副流煙のリスクについても知識を広めていく必要がある。さらに、高リスク者に対
して受診行動につなげるためにスパイロ検査を実施したことは有効であった。
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呼吸器関連（1）

患者の気持ちに寄り添う看護をめざして
～人工呼吸器があっても帰りたいものは帰りたい～
1 国分中央病院 看護部，2 国分中央病院

リハビリテーション室，3 国分中央病院

理事長

まつざき なおみ

○松崎 奈緒実（看護師）1，山本 みゆき 1，森 久美子 1，曽山 福太郎 2，藤﨑 剛斎 3
【はじめに】
「人工呼吸器を付けますか？付けませんか？」と尋ねられたらあなたはどう答えますか？緊急を要していれば
尚更、家族としてどちらを選択すると思いますか？今回の症例患者は人工呼吸器を装着すると家族が選択され、
その後呼吸器からの離脱が困難となり、療養病床である当院に転院され、毎日「家に帰りたい」と願う患者の
思いに寄り添った取り組みである。
【対象】
年齢：90 歳代 女性 疾患名：脳性麻痺・慢性閉塞性肺疾患 ADL：全介助＊平成２７年人工呼吸器管理となる・
ウィーニング試みるも意識レベル低下あり期間：平成 29 年 9 月～平成 30 年 4 月（8 カ月間）
【取り組み】
帰りたいと毎日スタッフ・家族へ訴える。キーパーソンである義妹も高齢であり在宅への移行は難しい状況で
あったが、患者は諦めることなく日々訴えられた。その思いが私たちを動かし、家族・医師・特定看護師・看
護師・理学療法士で話し合い、主治医了解の元、１度しかない人生、帰りたい気持ちに寄り添い、外出という
形で思いを叶えようと計画を立てた。まず、車椅子に乗りポータブル呼吸器で院内散歩から始め、最初は表情
も硬かったが数ヶ月も経つと、病院周囲の散歩も可能になり笑顔が見られるようになった。春になる頃には、
自宅までの移動を含めた時間を車椅子で過ごすことが出来るまでになった。
【結果】
気管カニューレ・人工呼吸器トラブルに備え、特定看護師・看護師・理学療法士と共に自宅へ帰ることとなっ
た。車窓から見える岐路を懐かしそうに眺める様子もあり、
自宅に帰ると、
病院では見たことのない笑顔で「帰っ
てきた」と何度も口話で表現され、家族との時間を過ごされた。
【考察】
1 時間という短い滞在ではあったが、あの最高の笑顔を見た時、帰りたいという気持ちに医療者としてではな
く、一人の人間として寄り添うことが出来たのではないかと考える。
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呼吸器関連（1）

吸引を要する訪問リハビリテーション
－原発性免疫不全症候群の症例－
1 三船病院 リハビリテーション科，2 三船病院内科医師
たしろ なおこ

○田代 なお子（理学療法士）1，染 海王 1，日高 道生 2
【はじめに】
介護保険を利用した訪問リハビリテーションは高齢者が多く家庭内での日常生活機能向上に向けた訓練内容が
多い。今回は、医療保険を利用した症例で特定疾患にて「在宅生活を一日でも長く過ごさせてあげたい」とい
うご家族の願いのもと訪問リハビリテーションを利用されている事例。利用開始からサービス回数を増加した
ことと訪問看護師との連携の中で以前は１～２か月に一回は肺炎・けいれん発作で入院されていたが、８か月
間入院せずに在宅生活が過ごせたことに対しての一考察を報告したい。
【事例紹介】
３２歳 男性 MECP ２重複症候群の診断で難治性てんかん・IgA 低値にて肺炎発症率が高く、血液ガス分析で
も PCO2 の貯留が指摘されており、在宅で１日４～５時間の NPPV・カフアシスト・吸引頻回・胃瘻管理を受
けている。訓練内容は自宅で呼吸理学療法・側臥位排痰法・吸引・NBL・口腔ケアである。症例とのコミュニ
ケーションは困難である。
【状態把握と変化への対応】ご家族の負担増加を軽減するため訪問看護師・訪問リハビリテーションの回数増加。
排痰法の選択（側臥位は可能であるか、スクイージングのみがよいか？）を実施。また、訪問看護師との連携
においてはノートを活用し、バイタルサインや実施中に気になったことなどの申し送りを実施した。ご家族と
訪問看護師で腹臥位排痰が実施され、訪問リハビリテーションでは腰椎前弯の改善や側臥位排痰・スクイージ
ングを実施。また、実施しているところを訪問看護師に見てもらい情報共有・伝達に努めた。
【考察】排痰法や吸引を要する症例でコミュニケーション困難である場合、訪問しているスタッフの情報共有
は重要である。①腹臥位排痰・側臥位排痰にて痰貯留を減少②ポジショニング・気道確保の頸部位置調整（側
臥位が有効）③体調悪化時などの情報共有により有効なケアの選定が可能であったことが効果があったと考察
する。
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呼吸器関連（1）

咳嗽力の低下予防に対する適切な座面クッションの検討
江藤病院
まつもと まさき

○松本 将樹（理学療法士）
，今川 優太郎，佐藤 由衣，島田 萌花，松本 綾華，坪内 美幸，榎本 卓也，由宇 教浩，
武久 洋三
【目的】
座面クッションを使用して座位姿勢の安定化を図ることで、咳嗽時最大呼気流速（cough peak flow：以下、
CPF）の低下を予防し、誤嚥リスクの軽減に繋がると考えられる。その為、座位での CPF の経時的変化に座
面クッションが及ぼす効果を検討した。
【対象】
対象：当院・当院併設介護老人保健施設に入院・入所中の座位で経口摂取を行っている患者及び入所者 23 名（男
性 10 名、女性 13 名。平均年齢 86.1 歳± 5.47 歳 )
基準：障害高齢者の日常生活自立度 B 群で随意的咳嗽が可能な 70 歳以上の者
【方法】
①座位移行直後（食事 1 時間前）②食事終了直後の CPF と座面圧を標準型車椅子座位にて A）～ C）の条件
下で測定した。
A）座面クッション非使用時
B）アンカーサポート付きスポンジクッション使用時
C）ゲルタイプクッション使用時
CPF 測定はフジレスピロニクス社製・アセスピークフローメータにエアクッションマスクを装着し、山川ら
の方法に準じて実施した。
座面圧の測定は株式会社ケープ社製・携帯型接触圧力測定器パーム Q を使用し、足底面はフットレストに接
地させた状態とした。
統計に関しては全対象者の A）～ C）の①・②間で 2 群間の比較をｔ検定、またはウィルコクソンの符号付き
順位和検定を R-2.8.1 使用して分析し、有意水準は 5％未満とした。
【結果】
A) では p ＜ 0.0 １で有意差を認め、B) 及び C) では有意差を認めなかった。また、座面圧は B)、C) と比較し
て A) では変動が大きい結果となった。
【考察・結論】
A) で有意差が認められた理由として、クッション非使用時では姿勢の変動が大きく、姿勢を保持する為に姿
勢制御に関する筋活動量が増加すると考えられる。その為、B)、C) に比較して筋疲労が増加することで筋出
力が低下し、咳嗽力の低下に繋がったと考えられる。
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呼吸器関連（1）

人工呼吸器装着患者の QOL( 生活の質）に基づいた援助実践の一症例
1 東名裾野病院 看護科，2 東名裾野病院

管理栄養士，3 東名裾野病院

作業療法士，4 東名裾野病院

医師

おおつか えいこ

○大塚 栄子（看護師）1，渡邉 美穂 1，渡部 真澄 2，三枝 洋美 3，木本 紀代子 4
【はじめに】
人工呼吸器装着中の患者は、様々な制限を余儀なくしていることが多い。QOL（生活の質）に着目し、他職
種との連携で、順調な回復を呈している症例を報告する。
【症例】
７５歳女性。診断名：非結核性抗酸菌症、拘束性換気障害、CPA。
既往歴：動脈管開存症、肺結核、心房細動。2016 年より在宅酸素導入中。2017 年 11 月 6 日受診中の病院で
CPA 発症後、人工呼吸管理。抜管困難の為、気管切開施行。活動制限、注入にて栄養確保、経口摂取開始直
後に当院に転院となった。
【経過】
2018 年 3 月 15 日転院。意思疎通可能。リハビリに対する意欲と経口摂取に対するニードが聞かれた。全身筋
萎縮、体幹筋力の低下著明。看護師と ST の評価後、監視下でゼリー食から経口摂取開始。誤嚥症状がなく経
過し、排便状況、本人の希望を踏まえ、医師、
、栄養士と相談しながらソフト食が接取できている。OT 評価後、
起居動作、胸部モビライゼーションを中心にリハビリ開始。入院時 一回換気量 200 ｍｌ前後 分時換気量 ６L
が現在はそれぞれ 250 ｍｌ 、７L 以上と改善している。4 月 24 日からは、O2 １L、OT 監視下でのウィーニ
ングが開始され、棟内歩行が可能となった。
【まとめ】
本症例は、呼吸器装着中の患者の生活の質に着目し援助を行った。情報を適切に捉え判断する必要があり、ケ
アや目標を患者と探すことが重要となる。入院時の発言で身体機能の向上と経口摂取が本患者のニードの優先
順位上位と考えた。スタッフ間で情報を共有し、精神的援助を含めた全身状態の管理と、他職種との連携を密
に行った。呼吸器疾患に罹患した患者が呼吸器から完全離脱は困難でも、リハビリを通じ身体機能向上・体力
強化を図り、肺炎予防を実践することでウィーニングが可能となったと考える。不足カロリーを経管栄養で補
いつつではあるが、経口摂取によるトラブルは生じていない。患者と目標を探し続ける事が QOL 向上に繋が
ると考える。
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認知症

看護・介護（1）

その人らしい食事の援助
－食事介助が必要な方への看護実践から－
1 定山渓病院 看護部・１A 病棟，2 定山渓病院 看護部
こまの あきこ

○駒野 亜希子（看護師）1，湯澤 寿美代 1，真吉 美奈子 1，三浦 優美 1，大高 美紀 1，太田 晴美 2
はじめに
認知症や高齢により ADL・意欲等の機能低下が起こりやすい。食事の理解ができず、食事しない、中断する
等の場面がある。私たちは患者に、美味しく楽しい食事を提供したいと考え、限られた時間やマンパワーで、
その人にあった食事援助を工夫している。今回、食事援助方法の実態を調査したので報告する。
研究方法
１）対象
A 氏 96 歳 アルツハイマー型認知症 ADL の介助を要し、食事摂取量が不安定な患者への介助を実施した看護
職１２名
２）方法
食事援助の実際を観察し、その後聞き取りを行った。
倫理的配慮
患者家族と対象看護師に説明し同意を得た。
定山渓病院研究倫理審査（第 11 号）承認
結果
１）食事前
頸部後屈せず、体幹が保持される姿勢や廊下の歩行者が見えない位置に立ち援助した。
２）食べ始めない
水分で口腔内を潤す。
声掛け、目線を合わせ、体にタッチし食事
だと認識してもらう。手を添えスプーンを唇にあてる。
３）食時中断時
食事に集中できる環境調整をした。嚥下しない時は、異なる食感、温冷、味覚、好物を交互に勧めていた。数
分おく又は他の時間に促した。
口に溜め込んだ時に発語を促す、吸引を行う関わりが口の中を空にするので気持ちのリセットになり再度食べ
る事に繋がった。
４）食事摂取が進む時
自力摂取時は、話しかけることを慎む。器の中身をみて、次の食物を盛り付ける。苦手な物と好物と交互に勧
めた。
考察
認知症が進行すると食物認識や食べる事自体を忘れてしまうことがある。A 氏への食事援助では環境調整に
より、食事だと認識し食べる事に繋がった。また、食事途中の吸引や発語を促すなど、患者の特徴を捉えて、
安全を考慮しながら行っていた。
介助者が短時間で患者の嗜好と状況・状態をアセスメントすることにより、どのような状況にあっても、そ
の人らしい食事を可能にすると示唆された。
おわりに
患者に美味しく、楽しく食事をして頂く為、個別性を捉えた食事援助が重要である。
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認知症

看護・介護（1）

認知症ケアの質向上を目指して
－院内教育ガイドの活用と効果－
青梅慶友病院
さかもと しお

○坂本 志緒（看護師）
，宮崎 澄子，嵐田 順子，西野 信賢，本田 朋子，後 智子，大越 栄子，桑田 美代子，
教育係り 看護師一同
【はじめに】
青梅慶友病院（以下、当院）は、許可病床数 736 床、入院患者の平均年齢約 89 歳、平均在院期間 3 年 5 か月、
9 割が認知症を有し、9 割が死亡退院する「終の棲家」の役割を担う療養病床である。
「豊かな最晩年をつくる」
を理念に掲げ、多職種チームで様々な取り組みを実践してきた。認知症高齢者の最晩年の生を支えるため、一
昨年から認知症に対するケアの見直しに取り組んできた。昨年、
「いつでも、どこでも、誰でもレクチャー」
をスローガンに、『認知症ケア：院内教育ガイド（以下、ガイド）
』を作成した。病棟看護師が講師となり、自
部署の看護・介護職の認知症対応力向上に取り組んだ。今回は、自部署だけでなく、他職種も対象とし認知症
ケアの質向上に取り組んだので報告をする。
【認知症ケア：院内教育ガイドとは】
当院の「認知症ケアマニュアル」から「1．認知症とは」
「2．認知症の中核症状」
「3. 認知症の行動・心理症
状（BPSD：Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia）とは」
「４．コミュニケーション」「5. 物
理的環境」
「6. 人的環境」の 6 つのガイドを作成した。ガイドの内容は、①講義用パワーポイント（以下、
PPT）16 ～ 20 枚、②講義シナリオ（PPT ノート部分に講義内容を記載）
、③補足 PPT がセットになっている。
【方法及び結果】
以下の手順で取り組みを実施した。①ガイド項目 1 ～ 6 の内容修正及び改訂の実施、②全病棟の教育担当看護
職を対象のガイド使用方法の説明会開催、③全病棟の看護管理者、他部門の管理者に勉強会開催日の企画依頼、
④講義準備：マイクロティーチングの実施を行い、全部署の教育担当看護職による勉強会の開催と他職種への
勉強会の開催を行なう。評価として受講者対象にアンケート調査を実施する。また、講義をおこなった教育担
当看護師にも意見聴取を行い、講師自身の認知症ケアに対する意識の変化、ケアの質向上について評価した。
詳細は当日発表する。
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認知症

看護・介護（1）

認知症高齢者への看護
～リアリティオリエンテーションや個別の作業療法がもたらした効果～
新生翠病院 看護部
ひらかわ れいな

○平川 麗菜（看護師）
，寺田 智美
【背景】昨今では、認知症疾患に対する治療の 1 つとして、非薬物療法が積極的に取り入れられるようになっ
てきた。そのひとつにリアリティオリエンテーションがある。今回、入院時に見当識障害が出現し昼夜逆転し
ていた患者に対し、リアリティオリエンテーションや生活歴を考慮した作業療法を行ったことで見当識障害が
改善し落ち着いた生活を送れるようになった症例を経験したので報告する。
【目的】リアリティオリエンテーションや病棟の作業療法で認知症症状が改善した症例の振り返りを行いその
要因を明確にすることで、今後の認知症高齢者の看護に役立てる。
【対象】症例：70 歳代 女性Ａ氏 診断名：進行性核上性麻痺、アルツハイマー型認知症
見当識障害（日時 ･ 場所の確認、夜間の頻回なナースコール、帰宅願望など）
【方法】事例研究（H ２８年１１月～ H ２９年１０月）
時計を臥位でも座位でも見える位置に設置し、常に時間の確認が出来る環境を整えた。毎食、食堂に出る際
に「○○ご飯ですよ」と朝・昼・夕の時間が分かるように声かけを行った。昼夜逆転改善のため、日中は本人
が得意な計算ドリルから初め、徐々に塗り絵・パズル等へ作業内容を拡大していき、日中の離床時間を増やし
ていった。自分で時計を見ながら、決められた時間・場所で食事や作業をするという習慣を続けた。

【結果】生活リズムが確立し、日中は離床し見守りが無くても作業に集中できるようになった。また、夜間も
トイレのナースコールだけとなり、昼夜逆転が改善した。MMSE も 23 点から 27 点と向上した。

【考察】環境変化に対しリアリティオリエンテーションをはじめとする見当識の強化が生活リズムを整えると
共に、現実認識を明確にしたものと考えられる。また、認知症症状や行動が出現したきっかけや言動に注目し、
患者の生活歴・習慣またおかれている立場などを、考慮した作業療法を行う事は認知症の中核症状に効果をも
たらす事が示唆された。
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認知症

看護・介護（1）

音楽レクレーションによる不穏・不眠の改善
加治木温泉病院
むらやま こういちろう

○村山 孝一郎（介護職）
，松元 将悟，野元 博恵，伊藤 真理子，川影 真由美，神田 昌子，堤 京美，新本 紀子，
高田 昌実
【はじめに】
認知症の方は、体内時間の調整に関わる伝達物質の量が変化する事で、不穏・不眠に繋がる事が多いと言われ
ている。また、環境の変化に順応できず認知症の周辺症状として不穏・不眠がでている患者様が多い。そこで
今回、毎日決まった時間に歌を歌ったり、体を動かす音楽レクレーションを行う事で日中の覚醒を促し、夜間
の不穏・不眠が改善するかを検証してみた。
【研究方法】
１ 研究期間
平成 29 年 7 月 10 日～平成 29 年 10 月 31 日
２ 研究対象者
夜間不穏・不眠のある患者様 3 名様
３ 方法
① 研究前の睡眠時間のチェック及びスタッフへの実施方法の説明
② 音楽レクレーションの実施
・実施前後にフェイススケールにて評価を行い、実施後にレポートを記入。
・夜間帯の睡眠チェックの記入、起床時の発語の記入を行う。
【考察】
研究実施直後は不安な発語や表情が見られていたが、音楽レクレーションを続けていく中で不安な表情は消え
ていき、後半になると積極的な発語も多く見られるようになった。これは患者様が徐々に意欲的な参加へと変
化していった為と推測できる。平均睡眠時間を見てみると、実施前よりも実施後の方が睡眠時間が伸びている
のが見て取れる。これは音楽レクレーションが患者様の日中の覚醒を促す一つの要因になったのではないかと
推測できる。
音楽レクレーションを行う中で、実際に患者様から「この歌はね～」といったような発語が徐々に増えていっ
たことや、楽器を渡してみると、少しづつではあるが音楽に合わせて楽器を鳴らすようになっていったことは、
脳を刺激し、脳の活性化を促し , 夜間時の不穏の減少や不眠の解消を改善の方向に少なからずもっていくこと
ができたのではないかと考えられる。
今後の課題としては、不穏・不眠の患者様に限定することなく、決まった時間に音楽レクレーションを通し、
日中の覚醒を促していく事が課題である。
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認知症

看護・介護（1）

地域で支える、みんなで支える高齢者虐待
富家在宅リハビリテーションケアセンター 居宅介護支援室
おきの よしこ

○沖野 佳子（介護支援専門員）
【はじめに】
高齢社会を迎え、介護保険等のサービス利用が進む一方で、高齢者に対する身体的・心理的虐待、介護や世話
の放棄・放任等の高齢者虐待の事件が頻繁に報道されるなど高齢者虐待が深刻な問題となっている。当居宅介
護支援室においても、虐待もしくは虐待と疑われるケースに遭遇することがあり、身近に起こりうることであ
ると実感している。 改めて経過を振り返り、考察したい。
【事例１】
A さん 79 歳女性、要介護 3。H22 年 3 月認知症推定発症。同年に夫他界。長男は近隣他市在住。知的障害の
長女、次女との 3 人暮らしで、キーパーソンは次女。H26 年 1 月に隣家の庭に侵入し騒ぎ、警察に通報・保護
されたことをきっかけに地域包括支援センター介入、介護保険申請となる。その後もたびたびの徘徊あり。前
傾姿勢で歩行不安定であり、転倒を繰り返していた。H26 年 3 月に富家在宅リハビリテーションケアセンター
と居宅契約。
【事例 2】
B 夫妻 夫 87 歳、要介護 3。妻 87 歳、要介護 2。夫婦ともに認知症の診断。2 世帯住宅の 2 階に長女夫婦が、1
階に夫婦で住んでいる。キーパーソンは次女で徒歩圏内在住。H23 年頃より夫との激しい喧嘩が増え、妻が口
うるさく言い、夫が怒って暴力をふるうという状態を繰り返すようになる。H28 年 6 月に富家在宅リハビリテー
ションケアセンターと居宅契約。
【まとめ】
虐待問題は、被害者救済に焦点が当たりがちだが、
「虐待者」=「悪者」と言い難い部分があり、過去からの
人間関係、家族の歴史が深くかかわっていることを事例を通して学んだ。
また、ケアマネージャー一人での対応には限界があり、介護サービス事業所や市の高齢福祉課、地域包括支援
センター等、地域を含めたチームで対応することで、情報共有ができ、問題解決に向けての道筋になること実
感した。
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認知症

看護・介護（1）

認知症重症度別にみた認知症短期集中リハビリテーションに対する介入効果と今後の課題
尾野病院 リハビリテーション科
あおやま なお

○青山 奈央（作業療法士）
，北澤 純子，工藤 衣里，原田 直弥，古木名 寿登
今回、当院での認知症短期集中リハビリテーション（以下、認知症短期集中リハ）の現状を調査し効果の検
証を行った。調査期間は平成 29 年 3 月～平成 30 年 3 月までに認知症短期集中リハを処方された 19 症例につ
いて後方視的に調査した。調査項目は年齢、介護度、診断名、既往歴、認知症の種類、リハビリ内容、
HDS-R、認知症行動障害尺度、Barthel Index（以下 BI）
、行動変化の有無である。
結果として、平均年齢 86 歳、介護度平均 4.3、診断名は認知症、廃用症候群などが多く、認知症の種類では
アルツハイマー型が多かった。リハビリ内容は身体機能訓練、精神機能賦活訓練が多く、その中でも精神機能
賦活訓練は個人の背景に合わせ、見当識訓練や歌唱、回想法、折り紙などが実施されていた。軽度認知症の患
者様の数名に、HDS-R 平均 5.6 点の向上、BI 平均 13.3 点の向上、不穏の軽減や活動範囲の拡大、表情などに
も良い変化がみられ、自宅退院や施設入所に至った結果となった。これはリハビリを行うことで精神機能が賦
活され、また身体機能の向上や ADL 訓練による動作の獲得により退院にも繋がったと考える。重度認知症の
患者様は得点の向上ははとんど見られなかったが、能力維持や活動範囲の拡大などが見られていた。しかし活
動範囲が拡大した反面、問題行動も増えていた。重度の場合は BI の点数が平均 12.9 点と低く長期臥床の患者
様も多い。また、基本動作能力が向上しても状況の理解ができず、不安や帰宅願望などの影響により急に立ち
上がるなどの危険行為もみられ、転倒し骨折する可能性も高いと推測された。
患者様を評価していく中で、残存機能や個人の社会的背景を知り、それを組み込んだリハビリを提供してい
くことが身体機能維持や精神機能の賦活となり、その人らしい生活に繋げられるのではないかと考える。また、
二次的な障害を回避するためにもリハビリを行い精神面の安定に繋げること、環境設定などが必要になると考
える。
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認知症

看護・介護（2）

認知症患者に関わる職員のストレス軽減
－ユマニチュード技法でコミュニケーション能力の向上を目指す－
協立温泉病院
まつした はるか

○松下 遥（看護師）
，山脇 俊秀，在津 広子，内田 敏江，池田 輝美
【はじめに】
Ａ病棟は療養病棟である。コミュニケーションが困難な認知症老年患者約半数を占め、ケア介入の上で、患
者の拒否的な言動から職員がストレスを感じる事がある。そこで、人間関係の構築に効果的であると言われる
ユマニチュード技法「見る・話す・触れる・立つ」をコミュニケーションに取りいれることで、職員のコミュ
ニケーション能力が向上しストレス軽減に繋がるのではないかと考え、取り組んだので報告する。
【倫理的配慮】
院内倫理委員会の承諾得て実施。
【研究方法】
研究期間、平成 28 年 10 月～平成 29 年 9 月 30 日。病棟職員 26 名（看護 14 名、介護 12 名）を対象にユマ
ニチュード技法について学習会を実施。
『ユマニチュード技法ふりかえりシート（以後、シートと略す）
』を作
成し、ケアの統一を図った。対象者にユマニチュード技法とストレスについての意識調査アンケートを実施し、
集計 Mini StatMate χ 2 検定を用いて分析を行った。
【結果】
シートを用いてケアを行った結果、
終日尿意の訴えがあった患者 A 氏の表情が穏やかになり訴えが軽減した。
また、ベッド柵を叩き不安言動があった患者 B 氏に落ち着きがみられた。アンケート（100％回収）結果、ユ
マニチュードの実践とコミュニケーション能力の向上（ｐ＜ 0.05）
、ユマニチュード実践とストレスの軽減間
に（ｐ＜ 0.05）有意差を認めた。
【考察】
ユマニチュードの技法は「見る・話す・触れる・立つ」の４つの柱で構築されている。今回、独自に作成し
たシートを用い、技法の活用法や患者の行動・言動・表情の変化について意見交換を行った事で、患者を理解
した個別性のあるケアに繋がったと言える。ユマニチュード技法を実践できた職員は、コミュニケーション能
力も向上しストレスが軽減したと認識できた。
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認知症

看護・介護（2）

認知症高齢者に対するケアの取り組み
－アンケート調査から見えた現状と課題－
聖ヶ丘病院 看護科
こばやし かずよ

○小林 和代（看護師）
，本間 里香，佐藤 弘子，森脇 女波，小田島 佐恵子
【はじめに】A 病棟には、認知症高齢者日常生活自立度Ⅲ以上の患者は 58 名中 35 名と増加傾向にある。認知
症患者の対応に戸惑い、苦慮しながらケアを行っている現状がある。そこで看護職・介護職 176 名へ中核症状・
BPSD を中心に認知症に関する調査を実施した。対応策は認知症ケア委員会と共有し、ロールプレイングを実
施した結果、対応方法に成果が得られた。
【研究目的】全病棟が抱えている認知症患者の中核症状・BPSD を明らかにし、事例検討会・ロールプレイン
グから患者個々の対応が困窮せずに実践できる。
【研究方法】外来・全病棟看護職 92 名、介護職 84 名にアンケート調査を実施し、共通症状を把握。抽出した
患者 3 名の患者の事例検討会及び、対応事例集を作成しロールプレイングを実施する。分析方法は単純集計と
し、記述は KJ 法にて分析。
【結果 考察】アンケート調査では 168 名が認知症患者との関わりをもっていた。しかし、その内 65 名が対応
に困り同僚に助けを求めていた。対応が困難と考える中核症状で 72 名が「失語・失認・失行」BPSD では 98
名が「暴力・暴言・介護拒否」と回答した。またその他の症状で困惑していた 159 名は「せん妄・幻覚・錯覚」
であった。以上の結果から、認知症患者の対応策として必要なことで最も多かったのは、91 名が「カンファ
レンスの充実」76 名が「勉強会・研修会の参加」の回答であった。今回の調査で、全病棟が抱えていた共通
の中核症状・BPSD が明確となり A 病棟で困窮していた症状と共通していた。そこで困窮を防ぐべき対応法
として、学習会の充実と患者 3 名の事例検討会・ロールプレイングを繰り返し実施した。事例集は閲覧で共有
した。特にロールプレイングは、見て考えながら学ぶ重要性を実感し、認知症患者の対応に有効で、かつ効果
的であった。認知症患者個々の症状を理解したケアの取り組みは、今後の課題として継続していきたいと思う。
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認知症

看護・介護（2）

院内デイサービスの試みと課題
出水郡医師会立第二病院 看護部
まつもと ゆうき

○松本 勇樹（看護師）
，東 有紀，植竹 勇樹，下塩見 定子
【はじめに】
地域住民の高齢化に伴い介護療養病棟である当病棟でも認知症患者の入院が増えている。しかし認知症患者
に対するケアが満足に行えているとは言い難い。認知症患者へのケアの一環として、なおかつスタッフの負担
感軽減目的に院内デイサービスを試みたので報告する。
対象：認知症を有する患者 5 名（認知症日常生活自立度：Ⅲｂ２名 Ⅳ３名）
病棟スタッフ：31 名
期間：平成 29 年 6 月～ 10 月
方法：
①スタッフへの認知症患者のケアに関するアンケートの実施。
②院内デイサービス
15 時から私服への更衣、誘導後お茶タイム。約 30 分間のレクレーションは主にスタッフ１名が行う。
その間、他スタッフは他患者への口腔ケア、寝返り介助を行う。
③デイサービス期間終了後のスタッフへのアンケート調査。
【結果及び考察】
認知症患者ケアに関するアンケートで「看守り中に患者の興奮が強くなり動き出すことを大変だ」と答えた
スタッフは約 75% であった。毎日 15 時 30 分より他患者のケアを行いながら車椅子にて看守りも行っているが、
立ち上がり動作も頻回であり看守りが十分に行えていない。そこで看守り患者対象の院内デイサービスを同一
時間に行い、看守りとケアを切り離すことでケアの充実とスタッフの負担感の軽減を目指した。最終アンケー
トの結果、目的について理解していないスタッフは 52% であり「看守りを行いながらの業務への負担が軽減
できたか」について「いいえ」は約 60% であった。今回の院内デイサービスの目的がスタッフ間に浸透して
いなかった。その結果、業務負担軽減には至らなかった。しかしながら 43％のスタッフが院内デイサービス
の継続を望んでおり「患者の気分転換に必要」
「ケア業務がスムーズに行えた」などの意見もみられた。
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認知症

看護・介護（2）

グループ回想法の効果
～他者との交流による認知機能維持～
尾野病院 看護部
あきもと みゆき

○秋元 美由紀（看護師）
，相馬 紗希
Keyword：高齢者 認知症 人生の歴史と当時の思い出
【はじめに】
近年、超高齢化社会となり認知症の方が増えることが確実視される中、認知機能維持のための取り組みが重要
となる。看護では身体的な援助のみならず心も含め全体的な対象の理解に基づく援助が必要であり、長い人生
を生き抜いてきた高齢者の経験に焦点を当て全体を理解する試みは看護に欠かせない視点であると考えた。
【対象と方法】
期間：平成 29 年 7 月１日～平成 29 年 8 月 30 日
認知機能低下と BPSD 症状のみられる女性患者４名
昭和初期頃の暮らしや津軽の風景写真、家族写真を用いて会話はボイスレコーダー録音する
参加スタッフ２名（進行係、記録係）
所要時間３０分～４０分
計 10 回施行し終了後、長谷川式簡易知能評価スケール（HDS-R）で再評価した
【結果】
認知機能の検査結果と実際の日常生活の様子では、異なる状態がみられる場面もあり、言葉だけで思い出す事
が困難な場合、五感を刺激することによって、参加者同士の言葉のキャッチボールがあったことから写真の活
用は有効であった。
【考察】
認知症高齢者は記憶力の低下、行動障害、ＡＤＬの低下がみられ、その経過には個人差があり、回想法の効果
を期待することが難しい状況もあった。また、患者様を選ぶ際に年齢、性別、コミュニュケーション能力、行
動特性や認知機能レベル同等性が検討課題としてあげられた。グループ回想法により対象者の言動から参加者
メンバーとの共通点ができ安心できる居心地の良い場所だと感じてもらうことができたのではないかと考え
る。
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認知症

看護・介護（2）

せん妄状態にある患者への看護の役割
－アセスメントと関わりの経過からの考察―
永生病院 看護部
こいずみ のりこ

○小泉 則子（看護師）
，中野 美穂子
【はじめに】
超高齢化社会の現在、リハビリを目的に入院する認知症状を抱える患者は多くなってきている。今回脳梗塞を
発症し緊急入院をきっかけにせん妄を発症したアルツハイマー型認知症の患者に対し、多方向から看護展開を
行う事で症状が改善し活動性が高まった。この経過を振り返り認知症看護の役割を考察する。
【症例】
８０歳代女性。脳梗塞を発症し急性期を経てリハビリ目的で当院へ転院。発症当初の不全麻痺は改善したが
尿閉で尿道カテーテルは留置。また夜間を中心にせん妄が見られ前院で抗精神薬の投与や四肢抑制を行ってい
た。
【経過】
転院後も夜間の興奮や尿道カテーテルの抜去があった為、両上肢や腰部の抑制を行った。しかし拒否による
興奮が続いた為、解除に向けリハビリスタッフと協働し立位や歩行訓練の機会を増やした。歩行時に尿道カテー
テルの排尿バックが気にならないよう日中はバックを外した。また視力障害があったが、タオルをたたむ事や
文字を書くなど今迄の生活で行えていた事を入院生活に取り入れた。更に家族からカラオケが好きと言う情報
を得、好きな音楽を流して歌う機会をつくり、散歩の後の昼寝という習慣も入院生活に取り入れるためリハビ
リ時間の調整を行った。このように今迄の生活に近づける関わりや歩行の機会を増やすことで安全に歩行が出
来るようになった。また自発的な行動も見られるようになり興奮は軽減していった。
【考察】
せん妄を発症している患者に対し、看護者は危険回避の対策に捉われがちである。しかし要因を探り、抑制
を解除する工夫へとスタッフ全体が共通認識として発想の転換を行った事やリハビリスタッフとの協働、家族
の協力も経て入院前の生活を確認し、なるべくその生活に近づけるよう環境調整を行ったことなどが興奮を鎮
める結果をもたらしたと思われる。それらの関わりは個別性のある看護となり、認知症患者に対する大きな看
護の役割を果たせたと考える。
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認知症

看護・介護（2）

「認知症患者にとって体温測定が安心の時間へなるために」
～赤外線式体温計の試み～
柴田病院
あきた ちえ

○秋田 千恵（看護師）
，出口 由紀，渡邊 千秋
【はじめに】
当病棟は重度認知症患者が大半を占める。従来の体温測定方法では、認知症患者にとって数分間の行動制限も
苦痛となり、時に興奮もみられる現状であった。患者にとって苦痛なく安心できる体温測定に、赤外線式体温
計を用い比較検討した内容について報告する。
【研究方法】
対象者：A 氏（認知症度Ⅳ、86 歳、男性）
方法：3 分計・赤外線を各 2 週間使用し
①測定時間②測定前後の表情③情動④言動 を比較
【倫理的配慮】
本人・家族に研究目的、研究方法の取り組み・公表について文章と口頭で説明し同意を得た。
【結果・考察】
３分計では①測定時間平均３分２７秒、②測定前の表情は不快が多かったが測定後には快が増加した。③情動
は、測定前後共に良い状態・悪い状態が少なかった。④言動は、興奮で測定出来ず、時間を空け再測定する事
が２回あった。穏やかに測定できるよう、一緒に歌を唄ったり、会話しながら気分転換に努め、測定後は、不
快・拒否的言動は少なかった。赤外線では①測定時間平均１秒②測定前の表情は快が多かったが、測定後には
不快が増加した。③情動は測定前、良い状態が多かったが、測定後は良くない状態が増加した。３分計は開始
時、拒否は多いが３分以上の関わりが持てる事で測定後には安心した表情になる事が多かった。この時間はお
互いの関係性も深めることが出来ていた。赤外線は短時間で測定を終え、患者の苦痛や職員の負担軽減になっ
たと言える。しかし体温測定がコミュニケーション時間となっていたため短時間の測定では測定以外の時間に
不快感を表わす事があった。
【おわりに】
認知症患者において短時間に体温測定できる赤外線が全て有効とは言えなかった。体温測定の行為を通して関
わる時間は､ 患者や職員に大切なコミュニケーションを深める場となり、患者の状態に応じて安心に繋げるた
めの工夫が認知症患者には大切である。
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認知症

看護・介護（3）

認知症・認知機能低下のある利用者様へのアプローチ

～連絡帳を活用して～

1 加治木温泉病院 通所リハビリテーション，2 加治木温泉病院
やました てるみ

○山下 照美（介護福祉士）1，中山 陽平 1，宮本 翔平 1，椎原 史佳 1，高田 昌実 2
Ⅰ【はじめに】『効く！認知症予防脳活日記』の著者である清水氏は「日々の生活の中で、記憶を呼び起こし
毎日の振り返りと想起の訓練を行う事で神経伝達物質の分泌を促し、認知症予防、生活習慣の改善に繋がる」
と述べている。１日の振り返り・過去の記憶を引き出す質問・想像力を必要とする質問を行うことで、前頭前
野部を刺激し認知症の進行を遅らせることや、認知症予防が出来るのではないかと考え、新たな連絡帳の取り
組みを行ったのでここに報告する。
Ⅱ【研究方法】
①期間

平成２９年６月～平成２９年１０月

②対象

認知症含む認知機能低下の見られる利用者様４名

③方法

新たな質問項目を加えた連絡帳作成し質問を行う。月別合計点数と取り組み前後の長谷川式簡易知能

評価スケールの集計・比較を行う。
Ⅲ【結果】職員の名前を覚えられずにいたが現在では一部の職員を名前で呼ぶようになった。ショートステイ
や入院により長期の休みがあったが取り組みを継続する事で日を追うごとに月別合計点数の向上が見られ長谷
川式簡易知能評価スケールにおいても４人全員に点数の向上がみられた。
Ⅳ【考察】清水氏は「楽しい会話や笑い声は何よりの認知症予防です」と述べている。今回の取り組みにより
利用者様が過去を懐かしみながら一緒に考え、笑い声がデイルーム内に響く中で実施出来た事も長谷川式簡易
知能評価スケールの向上、認知症予防と緩和に繋がったと考えられる。
Ⅴ【結論】１日の振り返り、記憶・想像の質問を行う事は前頭前野部を刺激し、脳を活性化させるだけでなく、
楽しい会話や笑い声も生むことが出来た。今回の研究を継続していく事で、早期に認知機能に働きかけ認知症
予防に繋がる可能性がある。
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認知症

看護・介護（3）

ユマニチュードをケアに活かした取り組み～人として尊厳を保てるようなケアを行うために～
原土井病院 看護部
みやざと まき

○宮里 真希（介護福祉士）
，田尻 沙織
当病棟は 60 床の医療療養病棟であり、後期高齢者が入院患者の 7 割を占めている。
一昨年度より、新たなケアの技法「ユマニチュード」を学び、日々のケアに取り入れている。ユマニチュー
ドとは、フランス語で「人間らしさ」
「人間らしさを取り戻す」を意味し、知覚・感情・言語による、包括的
コミュニケーションに基づいたケアの技法で「人とは何か」
「ケアをする人とは何者か」を問う哲学と、実践
的なテクニックを併せたものである。ユマニチュードの研修を受講し、患者の立場に立った強制しないケアを
改めて認識し、病棟業務に積極的に、取り入れることができるようになった。病棟内でも、患者やスタッフに
少しずつ変化がみられるようになったことから、
「ユマニチュードをケアに活用し、患者の ADL・QOL の向上・
維持、スタッフの身体的・精神的負担の軽減を図る」を目標に取り組んだ。
まず、ユマニチュードに対するスタッフへのアンケートをとり、結果から問題点を抽出し、解決に向けてケ
アカンファレンスを行った。次にインストラクターによる指導を受け、シーツでの移乗・清潔援助・歩行訓練・
レクリエーションを充実させた。実践後再度スタッフへの意識調査を行ったところ、ユマニチュードの技法を
用いることによって、身体だけでなく、患者に寄り添うことの大切さを実感した、という意見が多く聞かれた。
又、患者への接し方、かかわり方の重要性、その人らしさを尊重したケアの実践、強制しないケアを行うこと
で患者の表情に変化があり、ご家族も “ 歩けるなんて信じられない ” と、諦めていたことが実現しているのを
見て、とても喜ばれていた。我々スタッフも個別的なケアへの意欲が高まった。
現在、福岡市は行政を中心に、認知症プロジェクトを進めている。私たちはその先駆けとして学んだ経験を
十分に活かし、患者 1 人 1 人に満足していただけるよう日々研鑽し努力していきたい。
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認知症

看護・介護（3）

自発的な活動が少ない認知症高齢者の持てる力に働きかけるケアとは
愛全病院 看護部
ごとう としひで

○後藤 利英（介護福祉士）
認知症高齢者は、BPSD があるとケア提供者の関わりが増えるが、問題となる行動が無い状態は見過ごされ
る場合も多い。今回、認知症高齢者の持てる力を維持するよう関わった事例をここに報告する。
事例紹介
患者：A 氏、90 歳代、女性
診断名：脳血管障害後遺症、パーキンソン症候群、認知症（CDR2）
経過：61 歳の時に夫が他界し、独居生活になる。80 歳の時にパーキンソン症候群となり、認知症もこの頃か
ら出始め、施設入所となった。平成 27 年 4 月に肺炎の為入院となり、以降入院生活が続く。
介護の実際
期間：平成 29 年 12 月 4 日～平成 30 年 1 月 31 日
目指すこと：離床する時間を増やし、食事、歩行、トイレの日常生活動作を維持する。
食事は、寝たままで介助することがほとんどだった。しかし、座位を保持することが出来たため離床し、時間
がわかるように声掛けした。歩行は手すりに掴まり、リズムをとり歩行速度を調整した。排泄が終わってもそ
のまま座っている為、
「トイレットペーパーはここですよ」と声掛けし、自分で拭くことが出来るようにした。
結果
食事を介助なしで全量摂取することが出来た。ふらつきなく歩行することが出来、排泄の後始末は自分で拭く
ことが出来た。発声も、近くにいても聞き取れないような声だったのが、声量が大きくなった。鏡を見て髪型
を気に掛け、髪を耳にかける仕草がみられるようになったという変化が見られた。
考察
A 氏は 90 歳代で、パーキンソン症候群をもち、ADL が回復していくことは難しいが、現状の出来ることを少
しでも長い期間、維持出来るような関わりが必要である。今回、A 氏が持っていた表情や持っている力を引き
出し、会話量が増え、A 氏のやりたいことや気にしていることなどを引き出すことにもつながった。
関わりの少なかった患者の出来ることや出来ないことを評価し、意図的に関わりを多くすることでその人の持
てる力の発揮や活動性が高まった。
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認知症

看護・介護（3）

認知症予防運動「コグニサイズ」
～認知機能向上、低下予防と意欲向上を目指して～
1 加治木温泉病院 在宅サービス事業部，2 加治木温泉病院 在宅サービス事業部 住宅型有料老人ホーム おはな別館
はぶ みどり

○羽生 緑（介護福祉士）2，安藤 幸子 2，椎原 憲一郎 2，重冨 智子 2，田中 健一 2，福元 さゆり 2，内村 尚憲 1，
鈴木 淑子 1，椛山 直子 1，髙田 昌実 1
【はじめに】
おはな別館の入居者様は９割以上８５歳以上の高齢者であり、介護保険サービス等を
利用しているが、デイサービスが休みの日は、居室で過ごされていることが多く入居者様
の活動性の低下と認知機能の低下がみられている。認知機能の向上と認知機能低下予
防策として取り上げたのが「コグニサイズ」という認知症予防運動である。
「コグニサイズ」には、体を使う運動課題と頭を働かせる認知課題、この２つを同時に行うこと
で記憶力の向上、脳内の記憶と学習能力を司る海馬の萎縮を食い止め、改善へと導く可能
性があると言われている。これを取り入れることで、入居者様の認知症予防や進行抑制・健康
促進、また、閉じこもり解消に役立つのではないかと考え、取り組んだ結果をここに報告する。
【研究方法】
① 期間：平成２９年７月～９月
② 対象者：Ａ氏

８０代女性

要支援２

糖尿病、アルツハイマー型認知症、

レビー小体型認知症
Ｂ氏

８０代女性

要介護１

高血圧症、アルツハイマー型認知症

③ 実施内容：研究前後に MMSE にて対象者２名の評価を実施。
金・土・日の午後から、ストレッチで体をほぐし、２・３種類の運動と脳トレ・コグニサイズ
を実施。
【結果】
対象者２名のＭＭＳＥでは、明らかな改善は見られなかったが、自室に閉じこもりがちだった入居者様が参加
され表情が明るくなり入居者様間のコミュニケーションも増えていた。
入居者様より楽しかったとのご意見もあったが、難しかったとのご意見もあった。
【考察】
実施期間が短かったことや、体調面の変化、また運動と認知課題の同時作業を繰り返すこと
が難しかった事で、「認知機能の向上と低下予防」に関して MMSE では明らかな改善は見られなかったので
はないかと考えられる。しかし、閉じこもり解消や意欲向上に関しては、終盤の参加者が増加したことや表情
の変化から、目標達成に近づけたのではないかと考えられる。
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認知症

看護・介護（3）

介護職員の役割を考える
～認知症患者とのかかわりを通して～
平成扇病院 看護部
えのもと あけみ

○榎本 明美（介護福祉士）
，岡田 貴恵
目的
病院で介護士とし勤務を始めた当初、おむつ交換、入浴、排泄介助をして日々が過ぎていった。病院スタッフ
は、さまざまな職種が存在していることを知った。
今回認知症の患者さんとの関わりを、他職種と情報共有することで精神面、身体面の変化を感じることができ
た。今後の介護業務に活かしたいため症例を振り返りたい。
対象
70 歳 女性 アルツハイマー型認知症 長谷川式 4 点 高齢者日常生活自立度Ⅲ
仙骨部褥瘡 10 × 10 ｃｍ
食事：半介助にて約 1/2 量 排泄：オムツ、尿道留置カテーテル
昼夜問わず、独語、大声、転倒転落の危険あり、頓服の向精神薬、睡眠薬を連日使用していたが効果がいまひ
とつであった
方法
カルテの記録やカンファレンスシートをもとに、入院時からの患者さんへの関わりと患者さんの状態の変化を
振り返る。
褥瘡は写真と記録を確認する。
結果
・夜間良眠して、精神面が安定 リハビリにも積極的に参加するようになった
・ADL がアップして付き添いで病棟内を歩けるようになった
・尿道留置カテーテルが抜去でき、排泄はトイレで行うようになった オムツ内失禁がなくなった
・食事は自助具使用を始めて、最終的には自助具なしで自力全量摂取できるようになった
・褥瘡が改善した
考察・結論
今回の症例で、我々介護士も他職種と協力することによって認知症状が改善し、介護の楽しさを学ぶことがで
きた。
他職種と情報共有することで、この患者さんはどこがゴールなのか、今の問題点は何か、など理解して介護士
としての介入を考えられるようになった。
また介護士間での意見交換や、看護師、リハビリスタッフ、栄養士にも相談する機会も多くなり皆で同じ方向
に向かって患者さんに関わるようになってきたと思う。
これからも「認知症だからしょうがない」と諦めず、介護士として知識や技術を深めていきたい。
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看護・介護（3）

認知症高齢者の苦痛のサインをキャッチするために
Team Care Drama 活用と効果
青梅慶友病院 看護部
よしだ あや

○吉田 彩（介護職）
，舟口 沙織，鶴田 陽子，船山 美希，後藤 望実，久保田 恵梨奈，高瀬 亜優
« はじめに »
青梅慶友病院（以下、当院）は、許可病床数 736 床、入院患者の平均年齢約 89 歳、平均在院期間 3 年 5 ヶ月、
9 割が認知症を有し、9 割が死亡退院する「終の住処」の役割を担う療養病床である。
【豊かな最晩年をつくる】
を理念に掲げ、多職種チームでケアを実践してきた。人生の最晩年、心地よく生活できたか否かは、ケアする
側がいかに認知症高齢者の苦痛をキャッチし、軽減できたかが重要なポイントとなる。認知機能低下による苦
痛をキャッチする感度を上げるため、当院では研修プログラムの一つに事例検討に寸劇を用いた Team Care
Drama( 以下、TCD) がある。今回は、認知症高齢者の苦痛をキャッチすることを目的に TCD を用いた研修会
を開催した。その活用と効果について報告する
« 方法及び結果 »
１．TCD のシナリオの作成：日頃の対応場面を基に、アルツハイマー型認知症の中核症状による不安、身体
的には加齢に伴う関節痛があるケースとした。また、介護職だけでなく、看護職、リハビリスタッフなど多職
種が関わり、それぞれの職種の役割が考えられるシナリオで、所用時間は 5 分間程度とした。２．TCD を活
かした研修プログラムの構成：研修会の全体の所要時間 70 分である。TCD 場面を見た後、2 つのグループワー
ク（以下、GW）と 1 つの個人ワークを企画した。まず、GW ①は TCD を通し「認知症高齢者の不安や苦痛
を想像するか」、GW ②は①を受けて「不安や苦痛を軽減するケアの検討」とした。それぞれには検討時間は
15 分、10 分間の報告時間を設けた。GW メンバーは、自らの役割を再認識することを目的に、あえて同じ職
種とした。最後に個人ワークとして、参加者個人で「認知症ケア宣言」として、明日から即実践する認知症ケ
アについてカードに記載し携帯してもらうことにした。TCD を用いた研修の活用と効果については、アンケー
ト調査を分析することにした。詳細は、当日報告する。
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BPSD

「時間がかかりそう」から「意外と簡単」へ
～ユマニチュード伝達での連携を通した病棟の声の変化～
1 新戸塚病院リハビリテーション科，2 新戸塚病院医局
まつもと まみこ

○松本 麻美子（作業療法士）1，石井 将文 1，池谷 聡毅 1，柴野 成幸 2，橋爪 義隆 2
【はじめに】
周辺症状 ( 以下 BPSD) を呈する認知症患者にはユマニチュードが有効であるという文献が散見される . 当方
もその効果を日々実感し実施していたが病棟スタッフの実施例は少なく ,「時間がかかりそう」
「人数が必要そ
う」等の意見が聞かれた . 作業療法士 ( 以下 OT) が実際の病棟の人数や時間を再現し伝達したことで , 病棟へ
のユマニチュードによる介入が継続できたため報告する .
【症例紹介】
A 氏 80 歳 代 男 性 . ア ル ツ ハ イ マ ー 型 認 知 症 . 入 院 時 よ り 暴 言 , 暴 力 , 介 護 抵 抗 あ り .Dementia Behavior
Disturbance Scale( 以下 DBDS) は 44 点 . 病棟からは「殴るから怖い」等の意見が聞かれた . 入浴時にも上記症
状を認め ,3 人がかりでの介助となっていた .
【介入】
実際の入浴場面にて OT2 名が介入 . ユマニチュードの見る・触れるの技法を中心に実施 . 特に介護抵抗が見ら
れやすかった体位変換に関しては ,1 人が A 氏の目元に被さるようにして行うことで抵抗を減らすことができ
た . 勉強会で方法を伝達するのではなく , 実際の場面で行う工夫をしたことで , ユマニチュードによる介入をイ
メージしやすくした .
【結果】
症例においては入浴時の BPSD は軽減 . 他生活場面での BPSD も軽減し DBDS は 23 点となった . 病棟とも他
愛のない会話での交流が増えたことで ,A 氏の笑顔も増え , 穏やかな関わりが可能となった . 病棟スタッフから
のユマニチュードに対する反応は ,「時間がかかる印象だったが意外と簡単」との声も聞かれ , ユマニチュー
ドを意識した介入が継続してできている .
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BPSD

入院中の軽度認知障害患者に対する集団リハビリテーションと机上課題の与える効果について
1 徳島平成病院 リハビリテーション科，2 博愛記念病院
やなぎもと まり

○柳本 麻里（作業療法士）1，池村 健 2，武久 洋三 2
« はじめに »
我が国の認知症患者数は 450 万人を超え，2025 年には認知症の前段階とされる軽度認知障害（Mild Cognitive
Impairment；以下，MCI）は約 400 万人にのぼる．MCI から認知症へのコンバート率は 1 年で 10％，5 年で
40％と言われ，認知症への移行予防や健常者への回復が重要であるといえる．今回，MCI を有する患者に対
して個別リハビリテーション（以下，個別リハ）に加えて，集団リハビリテーション（以下，集団リハ）なら
びに机上課題を実施した．双方の効果について以下に考察を交えて報告を行う．
« 対象と方法 »
対象は平成 29 年 4 月 1 日～ 9 月 30 日に入退院した MCI を有する患者 67 名（男性 26 名，女性 41 名，平均年
齢 77.4 ± 8.9 歳）である．対象者を，個別リハに加えて集団リハを週 3 回提供した集団リハ群（27 名），個別
リハに加えて机上認知課題を週 3 回提供した机上課題群（18 名）
，
通常の個別リハのみのコントロール群（22 名）
の 3 群に分類し，比較検討した．検討項目は年齢，在院日数，MoCA-J 利得，MMSE 利得，T-FIM 利得，
C-FIM 利得，M-FIM 利得，C-FIM における各小項目利得）とした．
« 結果 »
コントロール群と比較し，MoCA-J は集団リハ群と机上課題群で優位に改善を認めた（p<0.001）
，また集団リ
ハ群では T-FIM 利得（p<0.01）
，M-FIM 利得（p<0.05）
，C-FIM 利得（p<0.05）など全般的に優位な改善を認
めた．一方で FIM 記憶利得では机上課題群が優位に改善を認めた（p<0.01）
．
« 考察 »
通常のリハ介入に加え，集団リハを提供することで机上課題と同等の認知機能改善効果が示唆された．これは
脳活性リハ 5 原則をもとに集団リハプログラムの構成を行ったことによる正のフィードバック効果であると考
える．また，集団リハプログラムに Reality Orientation や回想法の要素を取り入れたことで他者との交流の場
となり自己表出の機会がもたらされたためであると考える．
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行動心理症状の強い認知症患者への通所リハビリテーションの経験
初富保健病院 リハビリテーション部
こたき はるみ

○小滝 治美（理学療法士）
，葛西 亮介，黒沢 彩，立澤 由美，佐々木 寛法
【目的】
認知症の行動・心理症状 ( 以下 BPSD) はときにリハビリテーションの実施を妨げる要因となる。若年性アル
ツハイマー型認知症の一症例の通所リハビリテーション（以下 DC）を通じて、BPSD に対するアプローチを
経験したので報告する。
【症例】
50 代後半の女性。専門医より若年性アルツハイマー型認知症の診断後も、在宅生活を継続。不良姿勢・運動
機能低下・ADL 低下が著明となり DC 利用となった。開始時、簡単な指示には従命可能。BI80 点 MMSE2 点
左上下肢に MMT ３レベルの筋力低下が認められた。独歩可能だが、時に小刻み歩行出現。DBDS49 点で、
徘徊が認められた。DC では、応用行動分析学的アプローチにより、運動機能、生活動作の向上を目的とした。
【経過】
DC 開始後３か月程度で、姿勢改善、運動量増加、走る・縄跳びなどの継続的運動が可能となった。生活動作
では、手を洗う、洗顔、化粧するなどが獲得された。一方で尿失禁などが進行、介護の手が多くなるにつれて
介護拒否や暴言・暴力が出現。ご家族、ケアマネージャー、各事業所間での綿密な情報交換と主治医への情報
提供を行い、服薬コントロールを実施しながら在宅生活を継続していた。DBDS66 点の時点で BPSD 治療の
ため精神科入院となった。３か月の入院後、住宅型有料老人ホームに入居、DBDS32 点となったが、BI20 点
ADL 全介助。DC 利用再開となり現在に至っている。
【考察】
われわれは、BPSD を「本人と環境の相互作用」から分析し、療法士や介護スタッフも含めたご本人を取り巻
く環境要因を調整しながら、BPSD を軽減させ、かつ、BPSD に隠されたご本人の能力を引き出すアプローチ
を試みている。精神科退院後の身体機能低下に対しても、運動、行動両面から評価しながらターゲット行動を
作成し、各事業所間で共有することで生活動作を向上させることが可能であった。療法士は BPSD を行動の
側面から分析し、介護スタッフと共有してアプローチすることが必要と考える。
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認知症

BPSD

BPSD を繰り返す患者の対応策を振り返って
1 国分中央病院 看護部，2 国分中央病院

理事長

えなみ ひとみ

○榎並 ひとみ（看護師）1，南園 和代 1，鞠子 恵美 1，井手上 すみ子 1，天川 香織 1，川畑 政代 1，藤﨑 剛斎 2
≪はじめに≫
BPSD は徘徊・妄想・せん妄・身体的な不調、不適切なケア・環境の不備、薬剤の副作用によって引き起こる。
頻回に肺炎を発症し点滴加療中や夜間帯に BPSD が出現し転倒を繰り返す患者がいる。転倒を予防するため
に BPSD 発生時の状況を具体的にアセスメントし、多職種での対応を検討し行ったケアを報告する。
≪対象≫
対象者：80 歳代 男性期間：平成 29 年 4 月 20 日～現在主病名：肺アスペルギルス症 レビー小体型認知症
日常生活自立度：Ａ２ HDS-R：13 点 認知症高齢者自立度判定基準：Ｍ
≪取り組み≫
① BPSD 発生状況を表にまとめ、アセスメント・多職種でカンファレンス
②誤認妄想・徘徊時、患者本人の言動に合わせた対応
③環境調整
≪結果≫
アセスメントの結果点滴加療する事で BPSD が発生する事が分かり、主治医へ点滴の中止・内服の変更を相
談し、BPSD 症状の出現頻度が減少した。
表情や言動に注意した観察をする事で BPSD 症状の出現を早期に発見できた。症状は出現することもあったが、
患者本人の言動に合わせた対応ができ転倒の回数は減少した。
多職種でケア・対応策の検討を重ね、患者本人と一緒にポータブルトイレの位置や認知のレベルに応じた環境
調整を行い、危険認知を得られ転倒を未然に防ぐことができた。
≪考察≫
医師へ症状出現時早期に相談し、治療方針を検討した事が BPSD 軽減に効果的だったと考える。
多職種連携を図り、患者の状態変化を十分理解・共有し混乱を招かない統一したケアが必要である。
本人と一緒に環境調整を行い生活リズムを整えたことが、より症状にあった対策が出来、転倒の回数減少に繋
がったと考える。
≪まとめ≫
認知症の人が求めることや言動には意味があり、ケアに関わるスタッフの影響が大きいことが分かった。それ
ぞれの苦痛の緩和・環境調整を早めに行ない予防ケアをする事が大切である。これからも安全で穏やかに入院
生活が過ごせるようなケアに努めたい。
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認知症治療病棟における収集行為の実態
1 橋本病院 認知症治療病棟，2 橋本病院

回復期リハビリテーション病棟，3 橋本病院

ながの あや

○長野 綾（看護師）1，喜井 隆太郎 1，森藤 拓也 2，宮本 郁子 1，木下 和代 1，宮本 美恵子 3，窪内 瑞樹 1，
韓 憲男 1，橋本 康子 3
【目的】
認知症の周辺症状の一つに収集行為がある。この行為は他の患者とのトラブルの原因になり、療養環境の清潔
を保つ上でも問題となる。
収集行為への対応や援助方法を検討し、備品管理や適切な療養環境の提供につなげるために収集行為について
の調査を行った。
【方法と対象者】
対象者は、認知症治療病棟入院中の患者 67 名と回復期リハビリテーション病棟入院中の患者
89 名とし収集行為の有無について調査を実施した。
ミニメンタルステート検査（以下 MMSE）
・Functional Assessment Staging（以下 FAST）を用いて、認知
障害の程度を測定した。
Neuropsychiatric Inventory（以下 NPI）を用いて BPSD の頻度と重症度、介護負担度を測定し、認知症の重
症度との関連について検討した。
また、病名・性別・年齢・罹患期間・患者背景による差がないかを調査した。
【結果と考察】
認知症治療病棟に入院中の患者の 30％に収集行為が確認された。収集行為がない方は 24％で身体合併症など
により収集行為が行えない方が 46％であった。
男女別でみると、収集行為が確認された男性患者が 29％。女性では収集行為が確認された方が 31％で性別に
よる差はなかった。
収集行為が確認された方の MMSE 平均は 16.3 点、収集行為のない方の平均は 17.8 点であった。収集行為が確
認された方の FAST の平均は 5.3、症状ステージの評価は中等度となり、収集行為のない方の平均は 4.8、ステー
ジ評価は軽度であった。収集行為が確認された方の NPI 得点の平均は 21.7、負担度得点は 10.2 であった。
収集行為のない方の NPI 得点の平均は 17.4、負担度得点は 8.5 であった。
以上より、収集行為を有する患者の方が BPSD の重症度が高く、介護負担度も大きいことが明らかとなった。
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認知症患者の BPSD の緩和に向けた取り組み
北九州若杉病院
おおの さちえ

○大野 幸恵（看護師）
，早渕 陽子

【はじめに】
ユマニチュードとは「人とは何か」「ケアする人とは何か」を問う哲学のもと、150 以上の実践技術がある認
知症ケアの一つである。当病棟の認知症患者は、入院患者の約 40％を占め、スタッフの多くは患者の BPSD
の対応に負担を感じていた。そこで患者への対応を統一化し、患者の BPSD の緩和とスタッフの業務負担感
の減少を目標とし、ユマニチュードを導入した。その結果、スタッフと患者の双方に変化が見られた為、その
成果をここに報告する。
【方法】
1. スタッフに導入前のアンケート調査、2. ユマニチュード技法の勉強会、3. 導入中の患者の反応記録、4. 期間
終了後のスタッフへのアンケート調査、今回ユマニチュードの技法は「ノック」
「見る」
「触れる」の基本四柱
のみを導入した。
【結果】
アンケートから「認知症患者の対応時の負担感」は「ある」と答えた人が 80% を占めていたが、導入後は
60% 台に減少した。患者の表情が穏やかになり、笑顔が増えた。認知症患者と関わる事に負担を感じなくなっ
た等の回答があった。対象患者の変化として、昼夜問わず大声、全裸で徘徊等する T 氏がいた。導入後、表
情が穏やかになり、向精神薬が減量した。夜間徘徊、不穏にて転倒、骨折した M 氏は、夜間覚醒しても声か
けで再入眠し、不穏も消失した。
【考察】
ユマニチュード導入により、スタッフのコミュニケーション技術や意識が向上し、患者もスタッフは敵ではな
く、優しくケアしてくれる人だと理解できたのだと思われる。その結果、BPSD が緩和され、スタッフの負担
感が減少したと考えられる。
【まとめ】
ユマニチュードとは、コミュニケーション技術の基本であり、優しさを伝える技法である。今後も患者としっ
かり向き合い、ユマニチュードの技法を、認知症高齢者との関わりに活かしていきたい。
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入浴場面で意欲的・積極的に残存機能を活かすケアを考える～生活の中で立位時間を延長してい
く～
1 介護老人福祉施設ヴィラ泉 リハビリテーション課，2 介護老人福祉施設ヴィラ泉

介護課

つちや あすか

○土屋 明日香（作業療法士）1，長澤 久美子 1，浅原 夏奈子 1，伊藤 衣里奈 1，工藤 奈々子 2，八重柏 尊 2
【目的】
介護場面において依存心が強い・コミュニケーションが上手くとれない・抵抗があるなど、残存機能を持ち合
わせていながら、活動に繋げられないことがある。入浴ケア場面でユマニチュードの考え方を用いて入浴ケア
に介入し、残存機能の使用の変化と利用者様の反応の変化について検討・考察した。
【方法】
対象；M 様 年齢 86 歳／ＨＤＳ - Ｒ 22 点
1）事前調査（入浴時間と活動・利用者様の反応）
2）ユマニチュードの考え方を用いた入浴ケアを実施
3）介入による変化（入浴時間と活動・利用者様と職員の反応）
【結果】
M 氏（介入前／介入後）
・ 介入前は 1 分で臀部が下がり始める程度の立位機能
・ 入浴時間：34 分／ 25 分
・ 脱衣～着衣の立位時間：1 分 43 秒／ 9 分 8 秒（主に洗体時の立位時間の延長）
・ 発言と反応：
（介入前）「〇〇さんは洗ってくれるのに。」職員によって少しずつ違うケアの仕方に戸惑う表情が見られる。
危険予知が不十分で、手すりから手を離してしまう。
（介入後）
「とても気持ち良くて、
昔温泉に行ったことを思い出したよ。
」笑顔で昔話をして下さる。職員から「時
間は変わらず、横で見ている自分も優しい気持ちになった。ケアに取り入れていきたい。
」と伺うことができた。
【考察】
残存機能を使用していくために覚醒と指示理解、そして「意欲」は重要である。指示するケアではなく、利用
者様が安心感を持って、意欲的に機能を活動に移していけるケアを提供したい。ユマニチュードの考え方を用
いたケアは単に優しさを提供するに止まらず、意欲的に活動に取り組める点で生活全体の活動量と生活の質の
向上に寄与すると考える。
利用者様にとって介助者は最も重要な環境の一部である。利用者様・介助者双方の精神的・身体的負担に目
を向け、意欲的・積極的に残存機能を使用した生活を提供できるよう、リハビリテーション課として今後もケ
アを介護職員とともに考えていきたい。
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認知症対象者に対する集団作業療法の実践
～『歌の会』１２年の歩み～
小平中央リハビリテーション病院 リハビリテーション科
かつまた さほこ

○勝俣 紗穂子（作業療法士）
１．はじめに
回復期、療養病棟の機能を持つ当院の入院患者様の中には、認知症を併せ持つ方も多く、
病院生活の中ではとりわけその周辺症状が生活上の問題となることを経験する。
当院作業療法部門では、認知症患者に対する集団作業療法「歌の会」を実施している。
入院生活の中で極端に低下しやすい余暇や社会生活の充実という主目的に加え、周辺症状
に隠れて見えづらくなっているその人らしい姿や本来の身体的、精神的な能力を介入の配
慮によって引き出すという目的のもと、作業療法士一丸となり、取り組みを継続してきた。
今回、その取り組みについてまとめ、認知症対象者に対する集団作業療法の有用性につい
て考察を踏まえ報告する。
２．「歌の会」概要
認知症を呈し、何らかの周辺症状が入院生活で問題となっている入院患者様を対象とし
ている。終１回、４０分（同曜日、同時間帯）で開催。形式はクローズドの集団であり、
参加人数は患者様約１５名、作業療法士約１５名の合計３０名前後で構成される。
３．運営の工夫
①フェイスシートの導入
②独自の評価表の作成
③情報共有と運営の見直し
④新人オリエンテーション
４．結果・考察
上記の運営の工夫を繰り返し検討しながら続けてきた「歌の会」は今年１２年目を迎え
る。会を通して得られた患者様の変化はＡＤＬの遂行を助けたり、リハビリの展開のしや
すさにつながっていることを実感している。患者様の主体的な反応が運営の一番の原動力
であり、集団的介入でのみ発見できる側面は大きい。当日は臨床にて日々実感する認知症
対象者に対する集団作業療法の有用性について
①その場にいることから始められる
②系列活動
③他者の動きは自分の動きに
④自己を肯定される感情の加重、以上の４つの視点から考察する。
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当院ものわすれ外来における臨床心理士の家族支援について
富家病院 臨床心理室
やまもと めぐみ

○山本 恵（臨床心理士）
，根生 一治，野村 琢巳
【目的】
「認知症施策推進総合戦略（新オレンジプラン）
」では、家族等の介護者への支援を重要な施策として位置づけ
ている。当院の「ものわすれ外来」でも、患者本人への支援 ( 診断・治療 ) だけでなく、介護者の支援に重点
を置き、臨床心理士 ( 以下 CP) が診察に関わり、本人の認知機能検査等に加えて、家族に対し診察前のヒアリ
ングやフォローアップを行っている。
当院ものわすれ外来での CP の役割について事例を通して振り返り、CP がものわすれ外来に関わる意義につ
いて考察する。
【事例紹介】
90 歳男性 道に迷う、家事能力の低下を主訴に当院外来受診。
軽度認知症で生活の問題は少ないが、心配した息子夫婦の訪問頻度が増加したことで、訪問拒否や暴言などの
BPSD が見られた。診察前面談では嫁が「本人の日記に私の悪口が書いてあって自己嫌悪。先が不安」と涙し、
心理的負担もうかがえた。
CP は夫婦の努力を労い、
「完璧な介護」から「ほどほど」を目指し、患者と家族それぞれの時間を大切にする
かかわりを提案した。家族は患者の生活環境を整え、訪問頻度を減らしたところ、生活に大きな問題はなく、
BPSD が減少した。嫁からも「CP と話し理想の介護像に囚われすぎていたことに気付いた。この先もやって
いけそう」と話が聞かれた。
【考察】
認知症患者の介護者は認知症や介護そのものに関する困りごと以外にも、介護による家族構造の変化や家族内
の意識のズレ、自己嫌悪や不全感といった介護者側の葛藤など重積した問題を抱えている。その問題の解消は
すぐには困難な場合が多く、また、外来診察の限られた時間でそれらの問題を把握することは難しい。
当院外来での心理士の介入は、時間をとって家族の話を聴き、家族の努力を支持した上で、抱える問題を医療
者・家族双方で共有する枠組みであり、定期的な通院により家族に「支えられる」実感が生まれ、問題を「抱
えながら」介護に臨むことを支える側面があると考えられた。
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病院での認知症カフェ開催の意義と今後の課題
桜ヶ丘病院
こじま たけひろ

○児嶋 剛弘（看護師）

【はじめに】
和歌山県有田市は人口 3 万人弱であり 65 歳以上の割合が 31.6％（2015 年）と全国平均に比べ高く、年々認知
症患者は増加している。そのため、当院では認知症ケアチームを 2 年前より発足し、平成 29 年 10 月よりこの
地域では初めてとなる病院での認知症カフェを毎月第 4 土曜日に開催している。そこで病院での認知症カフェ
を開催する意義をさぐり、今後どうしていくべきかを検討したため報告する。
【方法】
1. 開催状況の把握
2. アンケート調査を実施
3. 1、2 より分析し、今後の課題を考える
【結果】
第 1 回目から第 7 回目までの開催で参加人数は 300 名であった。希望する内容については毎回行っている認知
症予防体操が多く、続いて医師を含め専門職による病気の講座の希望となった。逆に医療・介護相談について
は 1 割程度の希望と最も少ない結果となった。参加者のうち認知症と診断されている方は 13％で施設からの
参加者がほとんどであった。
【考察・まとめ】
内容の希望に関して認知症予防体操が多かったのは健康でありたいという気持ちが強いことからと推察され
る。また病院での認知症カフェ開催で医師を含め専門職がいることで直接話を聞けることが参加者の希望に
沿っていると考える。今後の課題として参加者は現在健康の方がほとんどで認知症の方やその家族にも参加し
てもらうようにしていかなければならない。認知症に対する理解を深めるためにどのようなことを取り入れる
のか、また相談できるシステムの構築をどうするのかを考えていく必要がある。
今回、病院で開催するという試みは健康な人でも気軽に病院に来院できるという傾向を認めた。今後はさらに
地域住民に浸透させ、認知症の早期発見、早期治療に繋げることで地域に密着した病院としての役割を果たす
ことができると思われる。
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認知症

環境

地域が求める「オレンジカフェ」の在り方とは
上條記念病院
さとう まゆみ

○佐藤 眞弓美（介護支援専門員）
，松本 理恵，丸山 祐貴，上條 裕朗，上條 節子
【はじめに】
H26 年に上條記念病院において、認知症サポーター研修を 250 名の職員全員が受講し、有料老人ホーム内にて
H27 年にオープンしたオレンジカフェ。月一回の開催を休まず継続し今年三年目を迎え、地域に根付いてきた
と思われるが、今後もっと地域の方たちとの交流の場となり、認知症問題の相談の場となるにはどのような活
動内容にすれば良いのか、現在の活動内容の成果とともに考察する。
【取り組み】
オレンジカフェを開催するにあたって、病院地域のもつ特性の勉強や様々な集まりの見学を重ね二つの決まり
ごとをつくる。対象参加者は誰でも自由であることと毎月一回の開催は休まないこと。この二つは今も守られ
ている。

現在の参加人数は延べ４０名、月平均１５名（平均年齢 75 歳・内認知症と診断されている方４名）。

オープン当初は民生委員が多く、役目の一環としての参加も見受けられたが、現在はおのおの自分たちの介護
予防教室的な利用をされている。内容は、90 分の開催時間の中で約 30 分間の専門職による講義、60 分間の作
品作りと体操を基本に行い、季節に応じた外出行事も行っている。作品作りは、季節感を取り入れ認知症予防
にもつながる内容としている。
【考察】
当地域は、2115 世帯 4905 人の人口。高齢化率 20.53％。松本市の高齢化率 27.7％に対し低くいが、空家は確
実に増加しており町会は 488 あり、松本市でも断トツの大きさをほこる。そのため、それぞれの住民がもつ問
題の中で高齢者問題がみえてこないと言われている。
松本市の「健康寿命延伸都市」を掲げている中、当地域においても「福祉・医療・教育の町」をスローガンと
しており、民生委員の動きも活発である。今後もオレンジカフェを通じて地域に密着し認知症になっても地域
で暮らせるネット作りを構築していきたい。
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認知症

環境

病院及び施設における離院患者防止対策
～患者様の安全と職員の安心のために～
湯田内科病院 医療情報部
なかの よしゆき

○中野 好幸（事務職）
《はじめに》
2015 年 3 月パーキンソン病の進行に伴う投薬調整目的にて入院された患者が、入院後間もなく幻覚 ( 幻聴・幻
視 ) による被害妄想及びアルツハイマー型認知症の進行により、落ち着かない状態となり帰宅願望が強くなっ
た。それから数日後、夜勤帯に入り職員の目が届きにくくなった勤務帯のほんの数分の間に、病院を抜け出し
所在が分からなくなったことが判明。院内設置の監視カメラで服装を確認し近隣を探したがなかなか見つから
ず、タクシー会社に確認したところ 30㎞程離れた自宅にタクシーを利用し帰っていたことが判明した。
《目的》
これまで、同様の患者の入院は珍しいことではなく、夜勤帯だけではなく日勤帯でも病院から出て行こうとさ
れた例は確認された。当院から 50 ｍ程先には国道 3 号線が通っており、交通量も多いため事故に巻き込まれ
る可能性も有り、離院防止対策を早急に検討する必要があった。また、職員も全ての患者に随時目を配ること
は困難で有り、今回の件で大きな不安を感じていた。
《方法》
物理的に、階段の踊り場から出ないように扉を設置したが、面会のご家族の対応も含めエレベータを止めるこ
とが出来ないことと、ある程度の症状の方であれば解錠できる可能性も有り、完璧な対策にはならなかった。
当院では、電子カルテを 10 年以上前から導入し医療情報システムの開発にも携わってきた。今回、
別件でリコー
ジャパンとシステム開発を検討していた際に、離院対策について最小限のコストでシステム的に対応する手段
がないか検討することになった。
《結果》
RFID( 無線 IC タグ ) や Beacon 等を利用し検証を行い、病院・施設にてある一定の結論を出すことができた。
今回は、その検証結果について報告する。
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排泄ケア（1）

A 病院における排尿自立ケアの取り組み
－ 活動 3 年目の新たな挑戦－
1 協立温泉病院 看護部，2 協立温泉病院

医局，3 協立温泉病院

理学療法科，4 協立温泉病院

医事課

おおくら まさみつ

○大倉 正光（看護師）1，石田 千賀子 1，内山 知枝 1，米森 智香子 3，中村 圭介 4，池田 輝美 1，藤岡 秀樹 2
【背景】
A 病院は 465 床の療養型病院である。平成 28 年の診療報酬改定で新設された「排尿自立指導料」を看護師
の研修修了を待って同年 6 月より申請、チーム活動を開始した。しかし、病院機能の変更や主要メンバーの退
職など活動が低迷した時期があった。今回、取り組み 3 年目にあたり「安楽で安全な排尿状況を支援する」の
初心に戻り、メンバーの補充を整え、患者情報の収集手段の改良、職員への啓蒙活動などスムーズな支援活動
への新体制構築に取り組んだ。
【現状と結果】
初年度介入対象 A 群と、2 年目介入対象 B 群のデータを性別、年齢、脳血管障害の有無、留置期間等様々
な視点で比較した。結果、抜去率は A 群 65％、B 群 62％と大差なかった。男女別では、A・B 群共に男性の
再留置が高く、反面、B 群では女性の再留置は無かった。年齢別では、A 群は 70 歳以上 80 歳未満の再留置率
が最も高かったが、B 郡では 10 歳向上した。疾患差は顕著ではなかった。留置期間別では、
1 ヶ月未満より 3 ヶ
月以上 6 ヶ月未満に再留置率が低かった。入院時にバルン留置患者の総数は増加傾向であるが、留置理由や時
期不詳が多い事、また、整形外科術前留置の継続や局所治療後の未抜去も散見した。
【考察】
介入件数の減少要因はメンバーの減少だが、介入効果は大きい事を再確認した。体制強化の為看護師の受
講をチャンスと捉え 3 名に増員した。院内研修では、カテーテル管理の知識向上を医師より行い、介入依頼の
重要性が発信出来たことは、依頼件数の増加に影響したと考える。情報シートの見直しは、バルン抜去の可能
性の是非予測が早期に判断できるものと確信している。情報入力に関わる職員負担にも配慮しつつ試行を開始
している。
【課題】
A 病院の患者の終日おむつ使用者 63％の中で、バルン抜去が「真の排尿自立支援」に影響できていないの
ではとのジレンマがある。また、おむつ交換に伴うコスト、介助量増に対し削減対策は急務と捉えている。
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排泄ケア（1）

排便コントロールに足裏マッサージを試みて
緑水会病院 看護部
しまだ ちよこ

○島田 千代子（看護師）
Ⅰ．はじめに
当病棟の患者は 70 ～ 90 歳代でほぼ寝たきりであり便秘の患者が多い。毎日少量の大腸刺激性下剤を服用し
ているが、それでも 3 日間排便がない場合は大腸刺激性下剤の追加や浣腸、坐薬を使用し排便を促している。
下剤の服用や浣腸、坐薬の使用は直腸蠕動運動の亢進による腹痛や複数回の排便によるオムツ交換回数の増加
があり患者の負担になっていると思われる。そこで足裏にある大腸の反射区をマッサージすることにより排便
を促すことが出来たので報告する。
Ⅱ．研究方法
1．対象者 6 名
2．研究期間 平成 29 年 10 月１日～ 12 月 3 １日
3．研究方法
⑴足裏マッサージを毎日行う。
⑵足裏マッサージ実施前と実施中の各 3 カ月間の排便日数を比較し考察する。
Ⅲ．結果
薬剤を用いた排便回数は足裏マッサージ実施前 51.9％、実施後 39.6％に減少した。薬剤の内、下剤の使用は
実施前 46.2％、実施後 22% に減少した。浣腸、坐薬の使用は実施前 22.6％、実施後 33.6％に増加した。
Ⅳ．考察
下剤使用回数の減少は足裏にある大腸の反射区をマッサージすることにより血液やリンパの流れが活性化さ
れて大腸の蠕動運動が活発になり便が直腸まで送られてくることを補ったと考えられる。しかし、長期臥床の
高齢者は直腸の感受性低下や筋力の衰えがあり腹圧がかけられず、下剤や足裏マッサージの刺激によって便が
直腸まで送られても押し出されにくい為、浣腸や坐薬の使用が必要となり増加したと考えられる。
Ⅴ．おわりに
便秘の改善策には食事療法、腹部マッサージ、腰背部の温罨法があるが、オムツ使用中の患者には腹部マッサー
ジや罨法は身体的負担がある。その点足裏マッサージはタオルで保温もしやすく実施に要する時間も短い為、
毎日実施することも可能である。また足裏マッサージを行うことにより足底の血流が活性化され足の冷えが改
善されると共にスキンシップによるリラクゼーション効果もあった。
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排泄ケア（1）

介護職員の自己効力感向上に影響できる教育企画
ーおむつ装着のスペシャリストを目指した研修からの考察ー
協立温泉病院
ふじもと たくひと

○藤本 拓人（介護福祉士）
，宮川 豊子，今村 由美，池田 輝美
【はじめに】
超高齢社会が進行する日本において、介護職の活躍が大いに期待される時代になった。意欲的に学び、積極
的に実践することが望まれる。しかし、ケア提供では経験や資格を問わず個人差は大きく、その改善に難渋し
ている。A 病院は 465 床の療養型病院で、病棟介護職員は常時 100 名前後である。医療の質向上のための職員
教育では、講義から実技まで様々なプログラムを企画してきたが、参加は自主的でなく業務上の振り分けが主
で、実践での活用も不十分といわざるを得ない。今回、学びの発揮が明確な「おむつの当て方スペシャリスト
養成」として、おむつアドバイザー（外部講師）を招き、修了証を発行する形式を企画、実践した。修了証は
個人の自信と責任感の芽生えとなり、意欲的に取り組むと共に、他者への手技伝承への意識が高まるなど、患
者、職員にとって効果的な研修となった。
【倫理的配慮】
院内倫理委員会の承認を経て実施。
【研究方法】
期間、平成 28 年 5 月～平成 29 年 3 月。対象は研修を受けた介護職 17 名（1 期生 9 名、2 期生 8 名）。
研修を受けてから所属する病棟での行動、自身のモチベーションの変化を調査した。
【結果・考察】
修了生は所属の病棟で伝達講習会を設け、知識、技術の伝承を役割としたが、業務に追われ進んでいない。
しかし、聞き取り調査では「研修を受けてよかった」
「実際にオムツを作っている製紙会社に専門的な研修を
してもらえたことで自分自身のスキルアップになったと思う」などのコメントがあり、本企画、特に修了証の
発行は責任感や自己効力感の向上に効果があったと考える。また、臨床実践には修了生自身と共に所属長の支
持が必須である。
【おわりに】
今後は、修了生の指導で新修了生が誕生する事を目標に本企画は継続したい。正確に意欲的に楽しく仕事が
できるような教育企画、提案が介護職から発信される事を期待する。
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排泄ケア（1）

慢性期病院における排泄能力・排泄形態向上に向けた取り組みと効果
聖ヶ丘病院 リハビリテーションセンター
ささ たかのり

○佐々 昂典（作業療法士）
，中原 義人
【はじめに】
排泄ケアは QOL の維持や尊厳保持の側面からも重要とされている。今回、作業療法士 ( 以下 OT) が積極的に
排泄ケアに介入することで、患者の排泄能力に変化が見られたため報告する。
【対象】
平成 29 年 4 月～平成 30 年 5 月の間に当院に 3 ヶ月以上入院した患者 322 名を対象とした。離床困難患者や急
な状態悪化をみた患者、また入院時より排泄動作が完全自立している患者は除外した。
【取り組み】
作業療法科にて毎月排泄に関する文献抄読会と、動作分析シートを用いた症例検討会を実施した。また各 OT
は担当患者の排泄能力と排泄形態の変化を毎月 PC 上で管理した。
【方法】
①機能的自立度評価表 ( 以下 FIM) のトイレ移乗、排泄動作、排尿管理、排便管理項目の点数
②排泄形態の改善件数
③排泄にかかる時間 ( 開始前の車椅子移乗から終了後の車椅子移乗まで )
以上 3 項目について、入院時から 3 ヶ月後の変化を Wilcoxon の符号順位検定を用いて比較検討した。
【結果】
入院から 3 ヵ月後の FIM の平均点数は、移乗 0.97 点、排泄動作 0.97 点、排尿管理 0.68 点、排便管理 0.72 点
向上がみられた。排泄形態については 3 ヵ月後に 78 名 24.1％で改善があり、オムツを 65 名で外す事が出来た。
平均排泄時間は入院時平均 7 分 47 秒から 3 ヵ月後には 5 分 35 秒に短縮した。
【考察】
排泄行為の自立度は患者の尊厳保持や在宅復帰に大きく影響するとされている。高齢者の排泄自立を支援する
上で、個々の患者の残存能力に応じた介入を行う事が重要であり、そうした関わりが患者の尊厳保持にも大き
く影響すると考えられる。OT には患者の正確な状態把握と、専門的な介入を通じて排泄能力や排泄形態の向
上を図る事が求められていると考える。今後も高齢患者の排泄形態の向上を図り、オムツ着用患者を一人でも
多くなくし自立を促していきたい。
【結語】
慢性期病院における入院患者の排泄能力向上には、OT による排泄ケアへの専門的な介入が重要であると思わ
れる。
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排泄ケア（1）

おからパウダーを活用して下剤ゼロも目指す
長島中央病院
かとう あやの

○加藤 亜弥乃（看護師）
，石川 理恵
[ はじめに ] 排便は、人間が生きる為に必要な生理的欲求の１つであるが、高齢者になると ADL の低下や薬
剤の使用などによって排便障害が起こり、排便コントロールが必要となる。当院は、経口摂取される患者も食
事の時間以外は臥床して過ごす時間の方が長い為、半数の患者が便秘を引き起こし、下剤を日常的に内服して
いる状況。当病院グループの他施設では、おからパウダーを日常的に摂取し、良好な結果が得られたという報
告を受けた為、当院でも検証してみた。
[ 目的 ] 下剤の使用量を減らして慢性便秘が改善されるよう努める。
[ 方法 ] おからパウダー小さじ 1 杯を毎食、食事に混ぜ摂取して頂く。効果がない人には一ヵ月ごとにおから
パウダーを小さじ 1 杯ずつ増量。
水分を多めに摂取して頂くように声をかける。
毎日の排便の有無・回数・形状を記録する。
当院独自の評価表を作成し、月 1 回評価を行う。
[ 対象者 ] 定期で下剤を内服しており、臨時で頻回に下剤を使用する 8 名
[ 結果 ]8 名中 6 名は 1 ～ 2 ヵ月目で排便量・回数の増加、軟便から普通便が多く出るようになり、下剤の使用
量も減った。また 2 名は定期で内服していた下剤を減量・中止することが出来た。しかし、
3 ヵ月目に入ると徐々
に便が硬くなり、それに伴い下剤の使用量も 1・2 ヵ月目を上回る結果となる。
[ 考察・まとめ ] おからパウダーには不溶性食物繊維が多く含まれており水分を吸収する為、便のカサが増し、
腸の蠕動運動を促進出来た結果 6 名に順調な排便が認められ下剤の使用量が減ったと考えられる。しかし、3 ヵ
月目に入り皆徐々に便が硬くなってしまった。不溶性食物繊維は水分を吸収する為、患者の水分摂取量が不足
していた為に便の中の水分まで奪われてしまった事が挙げられる。高齢者における排便コントロールは大事な
日常ケア、個々に適した看護介入が望ましいと考える。今後の課題として、患者個人に合うおからパウダー量
と水分量を提供し、下剤ゼロを目指していきたい。
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排泄ケア（1）

排尿自立支援チームにおける薬剤師の役割
1 愛全病院薬剤科，2 愛全病院リハビリテーション部，3 愛全病院事務部，4 愛全病院看護部，5 愛全病院診療部
うえさか ひろき

○上坂 博樹（薬剤師）1，佐伯 昌城 2，野口 英朗 3，森 公恵 4，菊池 奈津美 4，押野 郁治 4，岡田 昌生 5
＜目的＞
当院では排尿障害により自立した排尿ができない高齢の患者様が多く、従来から排尿ケアを行っていたが、本
格的にチームとして始動するため、平成 28 年度診療報酬改定に「排尿自立指導料」が新設されたことを契機
として、平成 28 年 12 月から「排尿自立支援チーム」が立ち上がった。高齢者は薬剤を多剤併用している場合
が多く、薬剤師の専門性が必要と考え、当院のチームは構成員の施設基準要件には入っていない薬剤師をメン
バーに加えており、今回チームの活動状況と薬剤師の役割を検証したので報告する。
＜方法＞
平成 28 年 12 月から平成 30 年 4 月までに介入を検討した 46 件についてまとめ、薬剤師の関わりが有効であっ
たと考えられた症例について検証した。
＜結果＞
介入を検討した 46 件の中、実際にチームが介入した件数は 21 件であった。介入により、下部尿路機能の回復
につながった件数は 16 件、そのうち薬剤の介入を行った件数は 7 件であった。この 7 件中、薬剤師の関わり
が特に有効であったと思われる症例は、
「薬剤選択の支援を行った症例」
、
「排尿障害を起こしうる薬剤の減量
につながった症例」、
「排尿カテーテルとα 1 遮断薬の使用調査により薬剤を中止できた症例」の 3 件であった。
＜考察と結語＞
多職種チームとして介入したことにより、様々な視点から関わることができ、下部尿路機能の回復につなげる
ことができた。回復した半数には薬剤の介入を行なっており、チームの中で薬剤師が薬剤選択の支援、効果の
有無の確認、排尿機能に影響を及ぼす薬剤の有無の確認、必要のなくなった薬剤の中止の提案などに関わるこ
とで、効果的な薬物療法の選択の支援とポリファーマシーの解消に寄与できたと考えられる。このことから、
薬剤師は排尿自立支援チームが行なう包括的排尿ケアの質を高める役割を担っていると考えられる。
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排泄ケア（1）

排便コントロールに向けたケアワーカーからのアプローチ
～独自スケールの作成と事例検討～
南部厚生病院 看護部
あおき くにこ

○青木 邦子（看護師）
，白川 朋美，宇田川 恵，石川 育子，寺嶋 敦子，青木 邦子
【はじめに】自然排便が難しい患者にマニュアル化した下剤投与をし、水様便や下痢便が多くリネン汚染や寝
衣汚染がある。毎日の排便表も便の性状や量の認識が統一されていない。統一した基準で評価し個別性を大切
にした排便コントロールが必要と考えた。
【目的】排便コントロールに向けたスケールの作成と実際に活用し
た事例検討をする。【方法】1. 研究期間 平成 29 年 3 月から 2. 方法 1) 排便コントロールへの知識を得る 2) 排便
スケール表の作成と排便表の改良 3) 排便表の理解度のアンケート 4) 事例検討 ① A 氏：79 歳女性 パーキンソ
ン病。ペースト食 1/2 量 昼全量、朝夕ムラあり 酸化マグネシウム 3 回 / 日・センノシド 1 回 / 日 便 2 ～ 3
回 / 日、泥状か水様便中等量から多量② B 氏：69 歳男性、糖尿病。糖尿食きざみ 1200kal。全量摂取。酸化マ
グネシウム 3 回 / 日 便 4 回 / 日、泥状から水様便中等量から多量【結果】排便の院外研修をフィードバック
し統一した知識をもった。便の性状は ｢ブリストルスケール｣ を使用し、独自に作成した ｢ひまわりスケール
｣ は便の量を表し親しみやすい様果物で表記した。2 つのスケールから排便表に記入する事に慣れるまでオム
ツカートにスケール表を置いた。2 週間後の確認アンケートから不十分なところを個別説明した。排便後のオ
ムツ確認をスタッフ間でした。主治医に 1 ヶ月間の排便データ報告をしたことから看護師と医師で下剤コント
ロールをすることになった。A 氏は毎日の下剤を中止し 6 日目にブリストルスケール 5 の便、B 氏も下剤を中
止し 5 日目にブリストルスケール 5 の便になった。便汚染による更衣やリネン交換は無くなりオムツコストの
削減にもつながった。
【考察】排便表は数回改良し記入も簡潔になり排便状況が分りやすくなった。下剤投与
しないと排便が難しいと思っていたが下剤に頼らず自然排便を待つ事の大切さも知った。年単位で行う排便コ
ントロールを 6 ヶ月程度で行うことは難しいが今後も続けていきたい
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排泄ケア（2）

安全安楽な介護・看護の提供を目指して
～マニュアル変更による２人介助を実施してみて～
セントラル病院 看護科
よしむら さおり

○吉村 沙織（看護師）
，濱脇 新，佐藤 麻紀，鮎澤 友里恵
Ⅰ．はじめに
安楽とは安全と共に人間の基本的欲求であり苦痛や心配がないこと ･ 健康 ･ 安寧 ･ 満足 ･ 充実の感覚や状態で
ある。しかし患者は病気や入院に伴う苦痛で度々安楽が阻害される。当病棟は要介護４～５、四肢の麻痺拘縮
が強い患者が多い。そこで排泄ケアに着目し患者の安楽の保持実現のためマニュアル改訂を行った。その試み
の結果をここに報告する。
Ⅱ．研究方法
H29.4/8 ～ 7/30 における日中の排泄ケア時。28 名の患者に対し通常 4 名の介助者で排泄ケアを行う中、1 患
者 1 人対応から 2 人対応へ変更し実施。試験実施の前後に介護者対象のアンケート調査を行った。
Ⅲ．実施・結果
事前調査で 1 人介助に不安なしの意見がある一方で負傷の不安があるとの声もあったが 2 人介助実施にて無理
せず安全にケアができ、ケアの忘れも少なくなった等の意見が挙がった。しかし時間がかかる (20 ～ 30 分増 )、
羞恥心へ配慮が必要、私語が多い等の問題が挙がった。そこで患者を限定し①自力体交不可②強い拘縮、麻痺
③体格が大きい④医療行為が必要な者と、対象を絞り 2 人介助を再度実施した。結果、羞恥心の配慮ができ時
間が短縮された。私語については個々で意識し互いに注意を心掛けた。事後アンケートでは 2 人介助を継続し
たいとの意見が多数挙がった。
Ⅳ．考察とまとめ
2 人介助はケアに時間を要し作業の大幅な遅れが目立つ反面、汚染物交換時、患者の不快を早く取り除く事で
安全安楽なケアの提供を今までより迅速に行えるようになったと考えられる。2 人介助のメリットとして、お
互いに手技の確認ができ技術が向上する。また荷重の軽減によりスタッフの腰痛改善にも繋がった。さらに、
離床センサーの入れ忘れなども注意し合えるため事故防止にも繋がった。2 人介助は患者へ安全安楽なケアを
提供でき、スタッフの介護技術の向上や体調管理にも役立つ事が分かった。
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排泄ケア（2）

新しい排泄ケア（洗浄方法）を試みて
永生病院 看護部
にいくら まさゆき

○新倉 将之（介護福祉士）
【はじめに】
当精神科病棟では抗精神薬の内服によって便秘傾向になる患者が多く、排便を促すため下剤を内服することで
ブリストルスケール６～７の排便となり、皮膚トラブルが発生しやすい状況にある。これまで、弱酸性石鹸に
よる洗浄をおこなっていたが、泡立てと洗い流しに時間を要していたため、患者への負担軽減と業務改善を図
る目的で陰部洗浄方法を検討することとなった。
今回、当病棟が洗浄方法の検証対象となり、皮膚トラブルとケアの作業効率が改善したため報告する。
【目的】
陰部洗浄時に用いる洗浄剤を洗い流し不要のタイプに変更し、排泄ケアについて患者と職員への影響を検証
した。
【方法】
1. 研究対象：オムツ装着患者

67 名、職員 47 名

2. 研究方法：
(1) 新洗浄剤の使用前後の殿部の状態把握 ( 評価は 5 段階とし、数値が大きくなると状態が悪いとした )
(2) 角質水分量の計測
(3) 職員を対象としたアンケート調査の実施
【結果】
新洗浄剤導入において、殿部の状態並びに角質水分量は、前後の比較から共に平均値が改善した。又、職員へ
のアンケート調査結果から、新洗浄液の使用感について「良かった」という回答が９割以上得られた。泡立て、
洗い流しが不要となった洗浄剤で作業効率が向上し、１回あたりのオムツ交換の総時間を３０分程短縮できた。
【考察】
殿部の皮膚状態と角質水分量の改善は、新洗浄液に保湿剤が含まれていたためであり、皮膚トラブルの予防に
大きく関与したと考える。洗剤の洗い残しが不要となり、患者への負担が軽減するだけでなく、排泄ケアの時
間短縮は、その他の日常生活援助や見守りなどの時間の確保につながった。
【総括】
排泄ケアの見直しは、患者への負担軽減、皮膚の状態の改善、時間の有効活用等ができることが検証された。
今後も患者にとってより良い方法を模索し、質の高い介護の提供を目指していきたい。
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排泄ケア（2）

ブリストルスケールに基づいたＴＥＮＡ排泄ケア
上曽根病院 看護科
こご としえ

○古後 稔枝（看護師）
，井上 愛，光武 優，重見 高子
【はじめに】当院では寝たきり患者も多く、排便処置として定期的に坐薬等を用いてきたが水様便等患者に負
担のかかることも多かった。そこで平成 27 年 11 月より患者の負担軽減およびスタッフの業務改善をめざして
ブリストルスケールとＴＥＮＡ製オムツ（ユニ・チャームメンリッケ社）を導入した。排泄ケア検討会を立ち
上げ、ブリストルスケールに基づき患者個人の排便状態を考慮しながらＴＥＮＡ製品の知識を深め正しいオム
ツの当て方、問題解決方法を習得した。今回適切な排便コントロールとオムツ使用により、皮膚トラブルが改
善、さらに業務時間も短縮した。代表例について報告を行う。
【対象】83 歳 男性 多発性脳梗塞 左片麻痺 下剤は定期処方され、日々ブリストルスケール 5 ～ 6 の頻便で肛
門周囲に発赤とびらんを繰り返し、軟膏が処方されていた。
【方法】排泄日誌に記録し、排泄状況、便性状の
把握。下剤使用状況の把握。内服薬と排便に関連する薬の副作用のアセスメント。食事内容、摂取状況の把握。
オムツ交換の時間とアイテム検討。
【結果と考察】ＴＥＮＡ製オムツは排泄物の吸収率が高い材質で作られており、中央に示される交換ラインの
色調の変化で容易に交換の目安が判定できる事から適切なオムツ交換が可能になった。その結果オムツ交換回
数が減り患者の睡眠にも障害を来たさなくなった、排泄状況、下剤、食事等をブリストルスケールとともにア
セスメントする事で、不必要な下剤投与による下痢による漏れも無くなり患者は夜間安眠できるようになった。
オムツ交換に要する全体の時間の短縮に繋がりスタッフの業務にもゆとりができた。排出するゴミの量も導入
前の 25 ～ 40％を削減できた。ＴＥＮＡ排泄ケアは患者の皮膚トラブルの発生を減らし、スタッフの排泄ケア
に対する意識と質が向上にもつながり有用である。
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排泄ケア（2）

オムツでの排泄における「皮膚トラブルへの対応・衛生管理性・快適性」の向上・追求
栗林病院
みやざき ゆうすけ

○宮崎 祐輔（介護福祉士）

【はじめに】患者に使用しているオムツのパットは、陰部に A パット（吸水量 450cc）を当て、その下敷きに
フラットタイプのパットを敷いていた。しかし、尿量・水様便が多い傾向の患者は、A パットの吸水できる許
容量をオーバーし、フラットとオムツカバーへの汚染が発生し易い状態であった。皮膚トラブル・衛生面のリ
スクだけではなく、コスト面でも負担が発生していた。そこで A パットよりもワンサイズ吸水量が大きい B パッ
ト吸水量 600cc、更にワンサイズ大きい C パット吸水量 750cc の導入・比較。問題点が軽減できるか研究に取
り組んだ。
【方法】
対象者：終日オムツの使用者（排尿・排便が多くオムツの使用枚数が多い方）
対象者へのパットの導入２種類 B パット（中パット）
・C パット（大パット）
皮膚トラブル等の状態観察・衛生面の管理状態の比較・導入前後のコスト面での比較
【結果】尿汚染が多くオムツの使用枚数が多い患者様に対して、
「A パット＋フラット」から「B・C パット」
のみに変更することで、
「A パット＋フラット」の使用時よりもフラット・カバーへの汚染が減り、使用する
オムツの枚数が減った。コスト面の軽減もみられた。また、皮膚にかかる尿からの湿潤状態が A パットと比
較すると少ない為、陰部の発赤の軽減が見られるケースもあった。汚染の頻度が減ったことで、衛生管理面が
向上。しかし、排便の回数が比較的多い患者様は、パットからの横漏れがあり、カバーへの汚染が見られた。
その患者に対しては A パット＋フラットの方が排便への対応が行いやす。漏れをフラットで防ぐことができ、
コストを抑えることができた。
【考察・まとめ】汚染での更衣、排泄介助が減り、スタッフの負担・患者の金銭面の負担も軽減。患者に合わ
せた「排泄ケアとオムツ選び」をすることは、私達にとっても患者にとっても「安心・安楽・快適」をもたら
してくれると考えられる。今後もこのことを踏まえ、取り組みを続けたい
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排泄ケア（2）

パッドのコスト削減
～ 尿取りパッドの有効活用により、患者様の安眠と介護者の負担を軽減する ～
湯田内科病院 看護部介護課
はらだ さとみ

○原田 里美（介護職）
【はじめに】
当病棟は、医療療養病棟６０床で医療を提供している。パッドのコスト削減に取り組んだ理由として、①パッ
ドの消費量が多くなっている ②患者側にもパッド代が増加して負担になっている ③パッドを見直す事で、業
務改善にも繋がるのではないか、などの理由であった。
【分析】
パッドの使用量を減らす為の分析を行った結果、①オムツの交換方法 ②尿量の把握 ③パッドの種類について、
対策が必要と考えた。
また、病棟スタッフにオムツ交換についてのアンケートを行い、問題点について話し合った。
【方法】
①オムツの交換方法については、失禁や尿漏れを無くす為にも、病棟スタッフで、パッドの特性や正しい当て
方について勉強会を行った。また、パッド交換については、床頭台の内扉を利用し明示して、交換作業がスタッ
フ間で統一出来るよう工夫した。②尿量の把握については、特に尿量の多い患者４名を選び、３か月間尿測を
行った。その結果、患者其々の尿量の多い時間帯が判った。③パッドの種類については、患者の安眠と介護者
の負担を軽減する為、吸収量が多く通気性の良いパッドを検討し導入することにした。

【結果】
パッドの使用量を、これまで使用していたものと、今回、新たに導入した２か月後を比較してみた結果、患者
４名の使用実績ではあるが、金額にして１割程の削減がみられた。
また、吸収量が多く、通気性の良いパッドを効果的に使用する事により、オムツ交換が減り患者の安眠や清潔
を保つことが出来た。特に、夜勤時間帯では、これまでオムツ交換に掛かっていた時間を、余裕をもって巡視
やコール対応出来るようになった。
【まとめ】
課題として、拘縮のある患者へのパッドの当て方とポジションの工夫。入浴後の失禁が多く、オムツの当て方
や使用方法について考えてみる必要がある。
今後も、患者に対して快適性と経済性を考えたより良いパッドやオムツを提供出来るよう努めていく。
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排泄ケア（2）

排泄ケアによる質の向上を目指して
山本記念病院 看護部
こくぶん りさ

○國分 梨沙（介護福祉士）
，本間 友紀，川島 真貴子
[ はじめに ]
当院は医療療養病棟を含む、１３１床のケアミックス病院です。オムツの使用患者は全体の８５％を占めて
います。これまでスタッフの多くは研修を受けたことがなく、知識不足や尿漏れに対する不安感から誤った手
法を用い、患者のオムツは重ねあてや個人の主観による統一性のない排泄ケアが行われていた。5 年前よりオ
ムツの知識、技術についての質の向上に取り組んできた。今回、その活動を報告する。
［目的］
オムツの機能性を学びオムツ・パットの正しい使用方法を習得することにより、患者の不快感の軽減、ケア
の質の向上、スタッフのスキルアップにつなげる。
［期間］
平成２５年４月～平成３０年３月
［方法］
①

各病棟にＮ appy( オムツ係 ) の配置

②

ネピアカウンセラーと連携しＮ appy メンバーの知識、技術の向上

③

Ｎ appy によるラウンドの実施

④

Ｎ appy による全スタッフへの勉強会の実施

⑤

患者個々の問題点の抽出、解決策の検討

⑥

適正なオムツ・パットの選定、実施、評価

［結果］
Ｎ appy メンバーを中心としオムツ・パットの正しい使用方法を習得する事により、スタッフ全員、関心を持っ
て排泄ケアに取り組むことが出来た。個人の主観ではなく統一した手法を用いることで、尿量に合ったパット、
体格に合ったオムツの選定、使用が出来るようになり、患者の不快感や負担が軽減された。( 大型パット
３５％減 ) ※比較年 平成２５年とする
［おわりに］
患者の立場になり排泄ケアの重要性を理解する必要性はあると考える。多忙な業務の中での取り組みではあっ
たが、患者の心情を理解出来るよう心がけ、より良いケアを提供していく為、更なる質の向上を目指して今後
も継続しケアの改善に取り組んでいきたい。
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排泄ケア（3）

自然排便を目指した取り組み～ C-2 レベルの患者に対する腰部温罨法の効果について～
秋津鴻池病院 看護部
てつかわ ゆい

○鉄川 由惟（看護師）
，園山 和香，中野 初美
＜はじめに＞
A 病棟では後期高齢者が多く、日常生活動作が全介助であり自然排便が困難な方が殆どであるため、下剤に
よる排便コントロールを行っている。看護師は、便秘に対して下剤を安易に使用しており、便秘に対する看護
援助が実践できていない現状である。今回の研究の目的は、下剤以外の排便コントロールの方法として腰部温
罨法を実施する事で、腸蠕動運動が促進され、自然排便を促す事ができるか検証を行った。
＜研究方法＞
【検証 1】A 病棟看護師 12 名に腰部温罨法を実施し安全性について確認した。
【検証 2】対象は障害高齢者の日常生活自立度（公益財団法人長寿科学振興財団）C-2 レベルであり、下剤での
排便コントロールに難渋している患者 4 名（平均年齢 80 歳）
。腰部温罨法は、フェイスタオルを 5 枚、60 度
のお湯で温めた後、ビニール袋に入れフェイスタオルで包み、ヤコピー線を中心に腰部に 10 分間密着させた。
施行前後に腰部皮膚温、1 分間の腸蠕動音の回数、発赤の有無、自然排便の有無を確認し、比較検証を行った。
＜結果＞
検証 1 の結果、A 病棟看護師は皮膚温が 2 度以上上がらなくとも 12 名全てに腸蠕動は亢進した。検証 2 の
結果では、患者は皮膚の温度が 2 度以上上昇した時、4 名全てに腸蠕動の亢進が見られた。しかし、自然排便
までには至らなかった。
＜考察＞
今回の研究では、腰部温罨法により腸蠕動運動の亢進を認めたが自然排便には至らなかった。先行文献によ
り一患者につき 1 回の実施で貼用時間を 10 分としたが、実施回数や貼用時間の長さを今後検討していく必要
がある。
日常生活自立度の低い後期高齢者の便秘の原因として、運動不足による腸蠕動運動の低下や、排便姿勢をと
れない事で起こる直腸性便秘、また水分の摂取不足や食事内容が挙げられる。自然排便を促すためには、腰部
温罨法以外にも多様な介入が必要であると考えた。
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排泄ケア（3）

要支援者の尿失禁と運動機能の関係
東浦平成病院
やました そうへい

○山下 惣平（作業療法士）
，藤岡 直樹，正徳 憲樹，粟飯原 啓司，藤崎 遼也，山本 彩加，松井 勝也，
北河 宏之
【目的】
臨床現場では、運動機能低下と共に尿失禁を呈し、自立した生活が困難となる方に多く出会う。また排泄機
能は日常生活自立度の評価項目の一つであり、要介護認定にも大きく影響することから排泄機能の維持・向上
は高齢者の介護度を維持するためにも重要である。しかし、先行研究では尿失禁の有無と運動機能の低下につ
いては統一した見解がない。そこで今回、要支援者の尿失禁と運動機能の関連を検証した。
【方法】
対象は、既往に脳血管疾患が無く、要支援認定を受けている女性 31 名（平均年齢 85.35 ± 7.61 歳）
。当院で
使用している排泄チェックシートを用い、尿失禁ありと尿失禁なしの 2 群に分類した。 運動機能の評価とし
て股関節内転筋力、片脚立位、10m 歩行、握力、Timed up and go test、Functional reach test、座位体前屈
を実施した。筋力はハンドヘルドダイナモメーター（Power Track2）を用い、利き足の筋力を 2 回測定、平
均値からトルク体重比（Nm/Kg）を算出した。統計処理は Welch の t 検定を用い、統計的有意水準は 5％未
満とした。尚、本研究は当院倫理委員会の承認を得て実施している。
【結果】
尿失禁ありと尿失禁なしの 2 群間で、片脚立位のみ有意な差を認めた（P ＜ 0.05）
。その他運動機能において
は有意な差は認めなかった。
【考察】
今回、尿失禁と片脚立位について関連性が示唆された。骨盤底筋と運動機能について木矢ら（2017）は、骨
盤底筋の強化は股関節内転筋力やバランス能力として片脚立位を改善させると述べている。また、
生方ら（2014）
は、非尿失禁者に比べ尿失禁者ではインナーユニット全体の筋活動が低下していると述べている。以上のこと
から、尿失禁を呈している高齢者は、バランス機能の低下を来たしている可能性があり、トイレ動作などの
ADL 全般に影響を与えている可能性が示唆された。
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排泄ケア（3）

適切な排便コントロールを目指すための取り組み
宮地病院 2 階病棟
ふるおか けい

○古岡 桂（看護師）
，山口 キヨ子
目的
当病棟では脳梗塞、誤嚥を含む肺炎で寝たきりでの生活が中心となっている患者が多く、下剤投与が日常的に
行われているが、下剤による排便コントロールが上手くいっていない患者が多く見られる。そこで、下剤の使
用について調べることで適切な排便コントロールができるのではないかと考え検討する事とした。
方法
特に排便コントロールが困難な患者 15 名を対象とし、下剤使用量の数を調査した。結果ピコスルファート Na
の頓服使用がほとんどを占めていることがわかった。次に排便コントロールができていない原因について病棟
スタッフにアンケートを実施した。結果から「患者に合わせた排便コントロールの方法の検討が十分にされて
いない」「他の選択肢について医師・スタッフ間で話し合いができていない」
「下剤カンファレンスで十分な話
し合いが行われていない」ことがあげられ対策立案し、下剤カンファレンスに医師・薬剤師・栄養士・リハビ
リスタッフ・介護士の他職種に参加してもらい、定期内服薬の調整、オリゴ糖や食物繊維などの栄養補助食品
の活用、残便量を見ながら下剤投与日の調整を行うなどの専門性の高い話し合いを行った。
結果
対策実施後、ピコスルファート Na の頓服使用が大幅に減少したことで全ての下剤・浣腸・摘便の使用量・使
用回数の平均合計減少率は 11％となった。さらに、下剤による水様便が減少したことで便漏れによる更衣回
数が約 70％減少した。
結論
これまで何気なく排便がなければ頓服で下剤を投与し、浣腸や摘便を安易に実施してきたが、今回他部署と下
剤カンファレンスを実施することで患者の個別性を踏まえた対応を行う事ができた。ただ便が出ればいいので
はなく、患者にとってより良い排便コントロールをしていこうというスタッフの意識向上がみられた。一人一
人の患者についてカンファレンスを行う時間をどう確保していくかが今後の課題である。
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排泄ケア（3）

排尿自立指導料導入に向けて当院での取り組み
栗林病院
わたなべ かつとし

○渡邊 勝壽（看護師）
，石山 望
＜はじめに＞
当病院は地域包括ケア病床、医療療養病床からなる慢性期病院である。当院では今まで排尿ケアチームはなく
膀胱留置カテーテルを挿入した患者の多くが長期間挿入されたままとなっていた。また、長期間の留置により
尿路感染症のリスクが高まることを理解できていなかった。平成 28 年度の診療報酬改定で排尿自立指導料が
新設された。当院においても患者の排尿自立の推進、QOL の向上を目的に活動する事になった。今回、加算
算定前から算定開始に行ってきた活動内容を評価し報告する。
＜内容＞
①

排尿ケアチームの設立と活動

②

マニュアル作成

③

排尿日誌の作成、排尿ケアに関する各種書類の整備・使用

④

サーベイランス表を作成して、対象患者の抽出と調査

⑤

排尿自立指導料加算、膀胱留置カテーテル抜去の意義に対する院内研修の実施

⑥

院内研修後に排尿自立指導料に関する理解度アンケートの実施

＜結果＞
該当研修を受講し排尿ケアチームを設立。排尿自立指導料の施設基準であるマニュアル及び各種書類の作成。
排尿ケアを実施する意義に対し院内研修と排尿日誌の作成・各種書類のデモンストレーションを実施した。院
内研修を実施した事による排尿ケアに対する理解度を調査するためアンケートを実施した。
＜考察＞
今回の一連の活動により、膀胱留置カテーテルを長期留置による尿路感染症のリスクや排尿自立指導料導入の
重要性を病院全体で周知する事ができた。院内サーベイランス表を作成した事で対象の明確化を図ることがで
きた。
院内研修後アンケート実施し、排尿自立指導料について理解できていない部分がある事が判った。今後も定期
的に院内研修を実施する事で病院全体の職員の意識向上と理解を深め、排尿自立を促進し患者の QOL の向上
を図っていきたい。

第 26 回日本慢性期医療学会 in 鹿児島

5-3-5

排泄ケア（3）

これでいいの？下剤使用による便秘と下痢をくり返す患者
～排便コントロールの取り組み～
大浜第二病院 看護部
たかえす あけみ

○髙江洲 明美（准看護師）
，玉城 江利子
【はじめに】
当病棟は、重度意識障害、パーキンソン病などの神経難病の患者が入院する特殊疾患病棟である。便秘で下剤
を服用している患者がほとんどで、ルーチン化した排便コントロールをおこなっている。今回、患者に気持ち
の良い排泄ケアをおこなうため、排便コントロールについて病棟看護職員の意識を調査した。
【目的】
本研究では、ケアの質の向上を目的とした排便コントロールに対する意識へのアプローチをおこない、取り組
み前後の変化を明らかにすることである。
【研究方法】
1.
研究対象：病棟看護職員 21 名 患者 4 名
2.
研究期間：平成 29 年 7 月 1 日 ~9 月 22 日
3.
方法
① アンケート調査（取り組み前後で比較）
② 勉強会
③ 患者選定
④ チームカンファレンスで排便コントロールについて検討・評価
【結果】
l アンケート調査
ケアの見直しが必要：取り組み前 62％
取り組み後 88％
薬以外でのケアをおこなっている：
取り組み前 38％
取り組み後 35％
自由記載では、
「業務に追われ個々にあった排便コントロールに対する時間と余裕がない」便秘に対して「2
日目から処置をおこなう」という人もいれば「4 日目からでも大丈夫」という回答が得られた。
l 患者 4 名に個別的なケアをおこない下剤の減量と便の性状が改善した。
【考察】
佐々木ら 1）は「排便の看護に対する看護師の認識やアセスメント能力が便秘の看護に影響している」と述べ
ていることから、勉強会は正しい知識を身につけ、アセスメント能力の向上につながったと考えられる。そし
て、チームカンファレンスにより病棟看護職員の意識に変化がおこり、ケアを統一することができたことから、
患者の排便の状態が改善したと考えられる。
【おわりに】
今回の研究は、排泄ケアに対する問題提起となり病棟看護職員の意識の変化につながった。今後も排泄に対す
るアセスメントをおこない患者個々に合ったケアを提供していきたい。
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排泄ケア（3）

長期尿道留置カテーテル留置中の閉塞改善、感染予防に対するクランベリーの効果
刈谷豊田総合病院高浜分院 看護介護部
いとう ゆきじ

○伊藤 雪路（看護師）
，杉浦 陽子，天野 加絵，村山 由貴子，泉 ゆかり
【目的】感染結石による尿道留置カテーテル（以下、尿道カテーテルとする）閉塞を起こしている患者に対し
クランベリーを投与することで尿道カテーテルの閉塞を改善、感染予防に有効であるかを検証する。
【対象】
リン酸アンモニウムマグネシウム結石により尿道カテーテルの閉塞を繰り返している患者 3 名（A・B・C 氏
とする）。
【方法】クランベリージュース UR100 80ml、
又はクランベリー UR ゼリー 1 個を 1 回 / 日 4 週間投与。
クランベリー投与前後で以下のデータを収集し、変化を比較分析した。尿臭・尿砂・尿バック色・尿の浮遊物・
尿混濁・尿色・腹部症状・尿漏れ・発熱の有無・程度。尿量・膀胱洗浄回数。検尿 (pH・蛋白・潜血・白血球・
細菌・亜硝酸塩 )。尿道カテーテル閉塞回数。【結果】尿砂は A・B 氏が 1 週目に消失。尿バック色は B 氏で
紫色から透明となった。尿混濁は B 氏で混濁からやや混濁となった。尿 pH は A 氏 8.5 → 8.3、B 氏 7.0 → 6.7、
C 氏 8.0 → 7.3 となった。尿細菌は A・B 氏が (2+) → (1+)、C 氏は (1+) → (3+)、亜硝酸塩は A 氏が (-) → (-)、B
氏 (+) → (+)、C 氏 (-) → (+) であった。尿道留置カテーテル閉塞回数は A 氏 2 回→ 3 回、B 氏 3 回→ 1 回、C
氏 3 回→ 2 回。3 名とも発熱は見られなかった。
【考察】クランベリーに含まれるプロアントシアニジンが尿
路上皮細胞への細菌の付着を防止し、キナ酸がアルカリ尿を正常な pH に近づけ、細菌繁殖の抑制と感染結石
の生成を阻害する効果があると言われている。今回の取り組みで 3 名とも尿 pH が酸性側に変化したこと、A・
B 氏で尿細菌が減少したこと、A 氏の尿砂が消失したこと、B 氏の尿バック色が透明になり尿混濁が軽減され
たことはクランベリーの効果ではないかと考える。3 名中 2 名で尿道カテーテル閉塞回数が減少し、3 名とも
発熱もみられなかったため一定の効果があったと考える。
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排泄ケア（3）

当院医療療養病棟における便秘の実態と対策 ～排便体操の有効性の検討～
鳴門山上病院

リハビリテーション部

えんどう まなみ

○遠藤 愛美（作業療法士）
，直江 貢
【はじめに】
便秘とは、日本内科学会の定義で「3 日以上便が出ていない状態」とされている。今回、当院医療療養病棟に
おける便秘の実態調査を行い、便秘対策として排便体操を実施し、その有効性について検討を加えたので報告
する。
【対象と方法】
対象は平成 30 年 2 月 24 日～ 3 月 25 日の期間に入院加療していた患者 38 名のうち、ADL の重症度別に協力
が得られた 3 名（以下対象 A、対象 B、対象 C）とした。方法は小澤が提唱する①腹部マッサージ、②両下肢
屈曲運動、③体幹回旋運動を通常の治療プログラムと併用し、医師の指示のもと週 2 回の頻度で、主として病
室にて実施した。効果判定の指標として日本語版便秘評価尺度 LT 版（以下 CAS-LT 版）を用いた。
【結果】
CAS-LT 版で介入前後の点数を比較すると、対象 A は 11 点→ 5 点、対象 B は 11 点→ 5 点、対象 C は 12 点
→ 6 点へと改善を認めた。平均して 8 項目中 6 項目に改善を認め、３者に共通する改善項目は「排便時の肛門
の痛み」「便の量」「便の排泄状態」
「下痢様または水様便」であった。これに伴い、頓用下剤内服回数や浣腸
施行回数の減少等を確認した。
【考察】
今回、排便体操を実施した 3 者に改善を認めたことから、便秘に対する排便体操の有効性が示唆された。その
中でも、橋立は腹部マッサージは腸管の伸展受容器を活性化させ直腸の収縮を誘発させるとともに、副交感神
経系を刺激することから腹筋群の緊張減少、腸管筋の運動増加、消化分泌液の増加を引き起こすことで便秘が
改善されると述べている。また排泄は対象者のプライベートな領域であり、信頼関係の構築と意思を尊重する
配慮が必要とされている。今後は排便評価として標準化されているブリストル便形状スケールの採用等で情報
共有化を進め、看護・介護職員をはじめとする多職種との連携と共働を促進することで患者の QOL 改善に向
けた包括的なチームアプローチを展開する事が課題である。
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排泄ケア（4）

終日リハビリパンツへの取り組み
～やっぱぃオムツは嫌やっどなぁ～
中江病院 介護福祉士
みやもと くみ

○宮元 久未（介護福祉士）
，鶴田 千恵美，山元 美保，新屋 明咲
はじめに
今回の取り組みでは、従来夜間帯における失禁量が多い方々へはテープ式オムツと、パッドを併用し、定時の
交換が主なケア内容であったが、患者様によっては多尿や尿漏れが頻回にみられ、本人、スタッフ共に負担が
伴った。そこで、個々に合ったケア方法、使用方法を見直す事と、排泄ケアにおける現状の問題解決を図る為、
介護スタッフの排泄ケアに対する意識がどのように作用しているのかを試みたので報告する。
目的
夜間、テープ式オムツを使用中の患者様を対象に終日リハビリパンツへ移行する事で、快適かつ、尿漏れの少
ない排泄習慣を確保する。
快適さ : 褥瘡リスク、重ね履きによるスキントラブルの軽減
尿漏れの減少 : 汚染を予防し、清潔保持をする。
安心感の確保 : 患者様の自尊心を尊重しながら自立意欲を高める。
方法
従来のリハパン使用時の、定時交換時の失禁量、尿漏れ時の様子をその都度記録し、声かけを行った。またパッ
トの当て方、尿量を調べた。
結果及び考察
終日リハビリパンツへ移行する事で、テープ止めとの重ね履きが解消され、快適かつ、尿漏れの少ない排泄習
慣を確保する事が出来た。介助者側も漏れを予防しようという動機付けから、技術向上に繋がった。毎晩記録
を取る事で、どの時間帯が漏れやすい時間なのかを把握し、漏れやすい時間帯にパッドの組み合わせを工夫す
る事で、尿漏れが減ったと考えられる。また、トイレへ行かなければならないという意識付けにより、尿意を
訴えるようになっていった。個別に取り組んだ事で、退院前には終日リハビリパンツで快適に過ごす事に成功
した。
まとめ
終日リハパンへの取り組みを１か月間行った事により、尿漏れを減少させる事が出来た。オムツは嫌だという
患者様の思いに寄り添った結果、スタッフの意識の変化が見られ、汚染防止へと繋がった事が実感出来る。今
後も、この取り組みを継続し、患者様、ご家族に快適に過ごして頂ける病院作りを行っていきたい。
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排泄ケア（4）

排尿自立支援に向けて排尿ケアチームの取り組み
1 北条病院 看護部，2 北条病院

リハビリテーション科，3 北条病院

泌尿器科

のりまつ みえこ

○乗松 美恵子（看護師）1，松下 一美 1，浅田 真由美 1，岡﨑 雅代 2，前田 明信 3
〔はじめに〕
当院は一般病床 32 床、地域包括ケア病床 28 床の在宅療養支援病院である。高齢者介護において排泄に多大な
介助を要することは在宅復帰に大きな弊害となり、逆に、排泄の自立は高齢者の QOL の向上のみならず、日
常生活における自立へと拡大していく。当院は平成 28 年 7 月に排尿ケアチームを立ち上げた。平成 29 年度は
前年度の問題点を抽出し、新たな課題として取り組んだ。その内容と結果を報告する。
〔方法〕
１）平成 28 年度の活動内容と問題点の抽出
２）平成 29 年 4 月から平成 30 年 2 月までに尿道カテーテル（以下カテー
テル）留置患者 111 人（入院時にすでに留置患者を含む）に対しての取
り組んだ内容の検討
〔結果〕
平成 28 年度の課題としてあがったケア介入の時期及び多職種との協働について行った。平成 29 年度は、入院
時およびカテーテル挿入時からチームでのケア介入を行った。留置前の ADL や排泄自立度を評価し、リハビ
リテーションスタッフとも連携を強化して行った。結果、カテーテル留置のうち介入患者は、平成 28 年度 87
人中 9 人 (10.3%) が平成 29 年度 111 人中 32 人 (29%) となり、約 3 倍の患者へ介入できた。また、尿量測定目
的のみのカテーテル留置患者は平成 28 年度 47 人（54％）が平成 29 年度 19 人（17.1％）に減った。
〔まとめ〕
排尿困難や尿量の把握の為にカテーテルを留置することは安易である。しかし、留置するに至った理由を明確
にした上で、患者の全身状態の把握、適時の抜去、排尿の自立に向けた環境整備とトイレ動作の獲得、これら
を実施するには多職種でチームとして介入することが必要であることを実感した。今後の課題として①尿道カ
テーテル抜去基準の作成②在宅復帰に向けた排泄自立支援の流れと取り決めの徹底③多職種との連携のさらな
る推進があがった。今年度も課題に対し具体的に活動している。
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排泄ケア（4）

下剤の減量に対する取り組み
～オリゴ糖による排便コントロール～
1 介護老人福祉施設
3 介護老人福祉施設

ヴィラ町田 看護科，2 介護老人福祉施設
ヴィラ町田 リハビリ科

ヴィラ町田

介護科，

おがさわら たかひと

○小笠原 隆人（看護師）1，白井 あかね 2，根本 千恵 1，木下 裕基 3
【背景】
当施設は定員 200 名の介護老人福祉施設で入所者の約 1 割が胃瘻を造設されている。栄養注入時に何らかの下
剤を使用しているが便秘が改善されずラキソベロンなどの滴剤型緩下剤を追加していることがほとんどであ
る。しかし、下剤の滴下数が増加傾向にあり、水様便が続くことも多く入所者の苦痛や負担が大きくなってい
る。下剤の量を増加せず排便を促すには、先行研究でも成果を示しているオリゴ糖投与で改善を図る取り組み
を行ったのでここに報告する。
【目的】
大腸内のエネルギー源となる有機酸の生産量を意図的に増やし、腸内環境の改善を目指すことで、排便による
苦痛・不快感を軽減することを目的とした。
【対象】
胃瘻造設者で全ての食事を経管栄養注入にて栄養管理している方 19 名。
【方法】
1 日 3 回の栄養注入前の補水時にオリゴ糖 45 ｇ / 日（1 回 15 ｇ）と白湯を注入する。
【結果】
オリゴ糖投与を開始してから、10 日目より 7 名の方に変化がみられた。1 日の排便回数が増加した方 2 名、軟
便から普通便へ性状変化した方 3 名、下剤投与なしで排便があった方 2 名という結果に繋がったが 12 名の方
には変化がなかった。
【考察・結論】
松生は高齢者の便秘について「ただやみくもに結腸刺激の下剤を投与するだけでは便秘の根本的改善には至ら
ない」と述べているように、下剤の投与のみの排便コントロールだけではなく、高齢者個人の特徴と負担にな
らないような方法を考えた排便コントロールが必要である。今回、7 名に変化がみられたことから、オリゴ糖
によって腸内環境が改善されたと考えられる。しかし、変化が見られなかった 12 名にはオリゴ糖投与に加え
何らかのアプローチが必要と判断した。その結果、他職種によるカンファレンスでアセスメントや検討を重ね、
個別に対応できる組織づくりを強化すると共に排便コントロールの継続を図る。
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排泄ケア（4）

段階的な膀胱直腸訓練を行うことにより排泄が自立した一症例
1 東浦平成病院，2 平成リハビリテーション専門学校
たかぎ りょう

○髙木 遼（理学療法士）1，細川 雄平 2，奥 ひとみ 1，牟禮 亨 1，北河 宏之 1
【はじめに】
FIM の運動項目の中で運動機能面の改善は大幅にあるが、排泄コントロールの項目の改善は乏しい印象を受
ける。しかし、排泄の自立はその他の ADL に与える影響は大きいとされている。今回、段階的な膀胱直腸訓
練により排泄能力が向上し布パンツへ移行した症例を報告する。
【症例紹介】
80 歳代男性。現病歴は自宅にて転落し A 病院を救急受診、急性硬膜下血腫と診断され保存的加療にて入院と
なる。排尿はなく、留置カテーテル ( 以下、バルン ) を挿入。受傷後 14 日目にリハビリテーション目的にて当
院回復期リハビリテーション病棟へ入院。病前 ADL は概ね自立していた。
【経過】
当院入院 15 日目に一時的にバルン抜去。尿意は曖昧でありトイレ誘導を行うが排尿は 10ml 程度であった。
25 日目にバルン完全抜去。オムツからリハビリパンツへ変更し、膀胱直腸訓練を積極的に行った。また、排
泄ケア指導士による段階的な運動療法の指導を受け、第 1 段階は身体機能面へのアプローチ、第 2 段階は環境
設定、第 3 段階は ADL 動作へのアプローチを実施した。服薬はエブランチルからユリーフに変更。入院 59
日目に P トイレを設置し、修正自立にて可能。入院 78 日目に布パンツへ変更。
【結果】
筋力体幹 MMT2 → 3、両下肢 MMT2 → 4、基本動作中等度介助→自立、移乗動作最小介助→自立、尿便意
は曖昧→あり、下衣形態はオムツ→布パンツ、入院時運動 FIM 16 点→退院時運動 FIM75 点
【考察】
排尿ケア指導士の指導のもと、段階的な運動療法により体幹筋力が向上し、腹圧が上昇した結果、排尿・排
便が可能となったのではないかと考える。段階的な指導をもとに、身体機能に応じた適切な運動療法を提供し、
布パンツへの移行が可能となったと考える。さらに、環境設定と姿勢や動作指導が、トイレ動作獲得や排泄誘
発に繋がったのではないかと考える。
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排泄ケア（4）

コンチネンスケアに関する排泄支援動作表の作成と運用
出水郡医師会立第二病院 看護部
おてき よしみ

○樗木 良美（介護福祉士）
，池林 理恵，竹平 優介
Ⅰ はじめに
療養型病棟では在宅復帰や他施設への退院支援が重要である。その際に患者本人や家族からの要望では、ト
イレでの自立が多く挙げられる。そこで患者個々の残存能力に応じた排泄に関する一連の動作を把握し、排泄
の自立に向け取り組んだので報告する。
Ⅱ 研究方法
期間：平成 29 年度 5 月～ 12 月
対象：医療療養病棟
入院患者 30 名
（障害自立度 J1 1 名、A1 2 名、A2 2 名、B1 9 名、B2 3 名、C1 1 名、C2 12 名）
（認知自立度 Ⅰ 10 名、Ⅱ a 2 名、Ⅱ b 2 名、Ⅲ a 2 名、Ⅲ b 3 名、Ⅳ 11 名）
方法：1）排泄支援動作表の作成・運用
2）排泄支援動作表作成前後の排泄動作関連の遂行の比較
Ⅲ 結果
1）排泄支援動作表は、トイレへの一連の動作と自立度を段階的に分け排泄動作状況を把握でき、患者個々に
応じた排泄環境をサポートできるように作成した。
2）トイレでの排泄は 6 名から 14 名が可能となった。トイレへの連続した動作の中で、立ち上がる、トイレ
への移動、下衣の着脱、トイレへの移乗、便座に座るなど、患者 1 人ではできない動作に繰り返し介入し、新
たに 8 名の患者がトイレでの自立排泄ができるようになった。
Ⅳ 考察・課題
トイレへの移乗・移動動作を評価し患者個々の立位や座位のバランス機能、上下肢の操作能力、移乗動作
など自立度を評価し、どの過程に課題があるのかが可視化された事で、排泄動作機能・介助方法の伝達が統一
され病棟内での情報共有が図れるようになった。しかしながら、トイレでの排泄が可能となった患者は、認知
症高齢者自立度ⅠからⅡ b の比較的認知度の軽い患者が主であった。Ⅲ a からⅣの患者への意思疎通が難しく、
認知症が進んだ高齢者の排泄動作の自立は困難であった。障害の重い高齢者では、今回作成した排泄支援動作
表は実用に至らない場合がある。
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排泄ケア（4）

当院におけるトイレ動作に関してのアンケート調査
～自立に向けての取り組み～
いわき湯本病院 理学療法科
やまもと せいや

○山本 聖也（理学療法士）
，齊藤 真太郎，荻津 明
【はじめに】
当院において、排泄動作訓練を進めていく過程で見守りから自立へ移行する時の判断に苦慮する場面がある。
そこで、当院在勤中のスタッフに対して自由記載形式でアンケートを行ったが、リハビリスタッフ以外でも見
守り中に、軽微な介助を要する場面があると回答が多かった。最初に、リハビリ職員のみを対象とした排泄動
作の自立度に関する判断基準についてアンケート調査を実施した。
【方法】
当院に勤務している職員（リハビリ）18 名に対して、質問紙法を用いてアンケート調査を行った。質問内容
に関しては、トイレ動作の自立度を決定する択一問題を選択した。なお、統計処理は統計ソフト R2.8.1 を用い
て反復測定 ANOVA を用いて算出した。
（p ＜ 0.05）
【結果】
「トイレ動作を実施するに当たり、成功率がどの程度で自立と判断しますか」への選択問題では、100％：5 名、
90％：8 名、80％：3 名、70％：1 名、それ以外：0 名となった。いずれの群においても p ＝ 0.055 と有意差が
認められなかった。
【考察】
トイレ動作の自立度において当院リハビリ職員内では、いずれの群においても差が認められなかったが、見か
け上は 90％で多い結果となった。差が認められなかった原因として、職員間における自立度の考え方に差異
があることが考えられる。
【まとめ】
見守りから自立にかけての考え方では、事前アンケートの結果から苦慮している現状が分かった。どの範囲内
での介助を見守りと判断するのか、100％成功しなければ自立と判断しないのかと困る場面がある。本研究に
おいても同様に成功率にばらつきがあることが示唆された。先行研究において、成功率に関しての報告は少な
いが、判断指標として身体機能の評価が必要であることが考えられる。併せて、他職種間での差異を埋めるた
めの情報交換は必須であり自立度の判断が共通認識としてさらに深めていくことが今後の課題である。
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排泄ケア（4）

オリゴ糖シロップによる排便を試みて
光ケ丘病院 看護部
ほりぐち たつし

○堀口 達志（看護師）
，前田 聡
≪目的≫オリゴ糖シロップを使用して排便を改善し、苦痛を伴う座薬・浣腸などの排便処置を減らす。
≪研究方法≫①対象者 ： 経管栄養で、頻回に排便処置を施行している患者から 5 名を選出
②期間 : 平成 29 年 8 月 21 日～ 11 月 20 日
③方法 ： 内服中の下剤は中止とせず、夕食の内服注入時に白湯で薄めたオリゴ糖を注入する
（オリゴ糖は日本オリゴ（株）のフラクトオリゴ糖を使用）
1 期：8/21 ～ 9/30 まで オリゴ糖 5 ｇ＋白湯 50ml
2 期：10/1 ～ 11/20 まで オリゴ糖 10 ｇ＋白湯 50ml
≪結果≫期間中に 1 名退院されたため評価対象を 4 名とした。オリゴ糖を使用する前後での便の性状をブリス
トルスケールで評価し、排便 ･ 処置回数をグラフ化した。
A 氏は、コロコロ便がなくなり、普通便以上の排便回数が増加し、処置回数が減った。
B 氏は、柔らかい便、泥状便が増加し便の性状の変化が見られたが、排便、処置回数の変化は見られなかった。
C 氏は、排便の性状が泥状便に傾いたものの排便回数が増え、処置回数が減った。
D 氏は、普通便が増えたと共に排便回数が増え、処置回数が減った。
≪考察≫今回少人数での事例検討であったが、オリゴ糖により排便状況は改善し、排便回数が増え、処置回数
が減少したと考える。ただ、対象者によっては、普通便が泥状便に傾いてしまった。このことから、個別性の
配慮も必要であると考える。
≪おわりに≫平成 30 年 5 月 7 日より健常者も含め、対象者を増やすことでオリゴ糖の更なる有効性や、個々
に合った適量の調整による排泄状況の改善が図れるよう検討を続けている。
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離床による患者様への効果と職員の意識の変化
～ほのぼのタイムを導入して～
富家千葉病院 看護部
えざわ みなこ

○江澤 美奈子（准看護師）
，村里 蓮，木田 智花，圓谷 真理
【背景・目的】
以前よりも重篤な患者様も多くなり、目の前の看護、処置に追われてしまう現状がある。それにより離床する
ことに特に問題のない患者様についてもベッド上での生活が主となっており、生活不活発な状況による身体的・
精神的機能低下が起こっていると思われる。
廃用症候群を引き起こすことによる患者様の不利益や更なる問題が生じることで、必要なケアが増える悪循環
が危惧される。その現状を打破するためにも、まず離床というきっかけを意識的につくりだそうと考えた。
【対象者】
離床が看護計画に上がっているが、実施できていない方
鼻腔チューブの自己抜去やケア時に拒否行動（叩く・つねる等）が見られる方
【期間・方法】
５／１７～毎週月曜・木曜の１４時～１５時をほのぼのタイムとし、対象者の離床を行う。
主に食堂にてコミュニケーションや整容・リラクゼーションを通した関わりをもつ。
【結果】
患者様だけでの場の成立は困難ではあるが集合時には会釈を交わす、話しかける等の様子が見られた。臥床時
頭痛の訴えが多く聞かれる A 氏は特に周囲の方の様子に関心を示し不調の訴えが減少していた。B 氏は座位
姿勢になると咳き込み排痰が促され、また、日ごとに移乗時の協力動作が増す等の変化が見られた。
職員もほのぼのタイム以外にも離床を行うなど、
意識の向上が感じられた。客観的なデータとしては鼻腔チュー
ブの自己抜去の回数が減少した。
【まとめ】
短期間の少ない回数からの取り組みではあるが、その中でも普段と違う一面を知り、本来持っている力や可
能性を活かせる場や時間の大切さを実感することができた。
今回は対象者を限定しての実施であったが、そのひとらしく療養生活を送れるよう患者様 1 人 1 人に目を向
け、されたい看護」を実践していきたい。
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療養病棟における離床促進への取り組み
1 中洲八木病院 看護部，2 中洲八木病院 リハビリテーション部，3 中洲八木病院 医局
おおいそ さち

○大磯 紗智（看護師）1，阿部 さつき 1，鍵山 キヌ子 1，山田 恵子 1，川村 典子 1，松本 佳久 2，吉田 浩章 2，
倉田 浩充 3，日浅 匡彦 3
【はじめに】
療養病棟では入院が長期化することが多く、廃用の予防や生活リズムの構築など離床を促すことが重要である。
当院においても離床の取り組みを行っているが、上田らの高齢者の廃用を予防するための 1 日に必要な座位時
間である 4 時間に至っていないのが現状である。そこで､ 離床促進を目的として、他職種と離床に関する話し
合いを実施し、意識の変化について調査を行ったので報告する。
【方法】
当病棟の看護師 21 名を対象にアンケート調査を実施した。その後他職種と離床の必要性､ 目的および対象者
のリストアップに関する話し合いを実施し､ １ヶ月後に再度同様のアンケート用紙を用いて意識の変化を評価
した。アンケート内容は､ どこからが離床と考えているか､ 離床への興味の程度､ 業務の中で離床を必要と思
うか､ 1 日に必要な離床頻度､ 時間および離床の阻害因子についてとした。
【結果】
離床の定義は､ ほとんどが端座位または車椅子座位、離床への興味は平均 7.7/10、離床の必要性は平均 8.6/10
と初回および再アンケートで変わらなかった。1 日の離床時間は、初回に 3 時間以上必要と回答したものが 0
名であったのに対し、再アンケートでは 5 名に増加した。離床の阻害因子は、いずれの時期においても業務の
多忙が最も多かった。
【考察】
離床の意識に関しては、1 日に必要な離床時間に大きな変化が認められ、先行研究において報告されている高
齢者の廃用を予防するための 1 日に必要な座位時間に近い結果となった。この要因として、話し合いを実施す
る中で離床に関する知識共有ができたと考えられる。今回の離床を進める取り組みで、スタッフの意識は大変
重要であると感じており、意識に変化を及ぼしたことは臨床的に意義があると考える。一方で、いずれのアン
ケート時期においても離床を阻害させる因子として業務の多忙が最も多く業務形態に関しても見直していく必
要性を感じた。
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療養病床の患者の離床アプローチ方法とは
～患者の意向に沿った離床の実現を目指して～
新富士病院
おちあい きよか

○落合 清佳（介護福祉士）
，木島 金夫，川上 正人，中島 一彦
【はじめに】
当院の介護科では、ＡＤＬの低下や生活不活発病予防の為『寝かせきりにしない介護の実践』を目標に日々
取り組んでいる。前年度の研究では、目標の成果を離床率という数値で可視化する事で、介護計画を見直す機
会が増え、介護職の意欲向上に繋がった。しかし、ベッドから離れる所から始めた離床内容であった前年度の
取り組みは、患者の満足度や、ＡＤＬの変化までの調査が出来なかった。そこで、離床率の可視化の継続と、
離床満足度評価として「フェイススケール表」を活用しながら、患者の離床中の表情・行動を観察し、個々に
合った離床内容を充実する事で、療養生活にどのような変化が見られたか検証した。
【方法】
①離床率の調査（期間：平成 29 年 6 月～平成 30 年 3 月 )
入院療養中２０６名の内、医師の離床許可があり、介護計画で離床を目標にしている患者を対象に、離床を
数値化する。『離床率＝実施した人数÷離床で立案されている人数× 100』で算出した。
②離床満足度調査 ( 期間：平成 29 年 12 月～平成 30 年 3 月 )
離床対象患者の中で、本人または、家族の協力が得られる患者 6 名を対象に、離床時間・内容・離床中の言動・
表情・行動を記録し、離床満足度評価を出した。
①②の結果を毎月会議で報告・評価・分析した。
【結果】
①離床率
患者の状態変化等はあったものの、平均 96％と前年度を上回った。
②満足度調査
A 氏は当初、医療管理が必要な為、身体拘束を余儀なくされ、状態を確認しながら離床を進めた。結果、生
活領域が拡大し、ＱＯＬが改善「出来る事が増え嬉しい」と発言があった。
B 氏は当初、何に対しても依存的であった。又、調査中に転倒・骨折にて離床を一時中止する事もあったが、
離床環境を整える事で、生活意欲が向上し、3 月末に軽快退院した。退院時、動ける様になったと喜んでいた。
それ以外の対象者は、離床中の表情・行動に大きな変化がなく、満足度・機能的成果は上げられなかった。
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『特養における離床に向けたチームアプローチ』
1 介護老人福祉施設

ヴィラ都筑 リハビリ科，2 共同研究者，3 看護科，4 介護科，5 相談科

あきはら けんと

○秋原 健利（作業療法士）1，武久 洋三 2，永田 美和子 3，前田 和俊 4，佐藤 陽子 5
【はじめに】
当施設における経管栄養で、ADL が全介助の入居者は、入浴以外で離床する機会が少ない。要因を聴取する
と「人員不足」、
「起こすのが大変」
、
「ベッド上ではだめなのか」などの意見が聞かれていた。当該入居者に対
し、多職種で協働する事で離床時間の拡大が図れたので報告する。
【目的】
多職種に離床の重要性を意識付けし、施設入居者の離床時間延長を図る。
【対象】
経管栄養で ADL 全介助、入浴以外離床する機会が少ない入居者 5 名。
【方法】
① 対象者の車椅子座位の評価、ポジショニング。
② 各職種の業務を把握し、離床可能となる時間帯を捻出。
③ 週間離床表を作成し、離床開始。
継続方法として定期的な離床委員会の開催、カンファレンスにて離床時間の見直しを行う。
介入前後のデータ（離床時間、バイタルサイン、その他の身体の変化）を比較。
【結果】
チームでの目標共有や専門性に基づいた役割分担が行え、
「何のため」に行うのか、そして「誰のため」に行
うのかを多職種と共に考えることが出来た。その結果、週 2 回の離床機会を捻出する事が出来、1 週間の離床
時間が平均 2 時間から 10 時間に増加した。また、離床による効果として意識障害の改善、嘔吐数の減少、バ
イタルサインの安定が得られた。
【考察】
多職種が協働する事で、業務スケジュールの把握及び調整を行い、業務内に離床の機会を設ける事が出来た。
また、入居者の覚醒が向上し、アイコンタクトや声掛けに対しての反応が見られた事で、離床の効果を介護者
が認識し、取り組みへの意識付けに繋がった。そして、定期的に委員会活動やカンファレンスを行う事で、離
床への意識を持ち続けられた事が継続出来た要因であると考える。最終的な目標として、入所者の離床が日常
的になり、『活動』と『参加』に繋がる離床を目指していきたい。
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チーム医療により精神面の安定を図ることが出来た一症例
協立温泉病院
やはら しゅうすけ

○矢原 秀介（理学療法士）
，住田 厚子，林 知子
【はじめに】
入院当初、自殺企図がみられていた。機能回復に応じ、精神面の安定を図る事が可能となった症例をここに
報告する。
【症例紹介】
70 歳代男性。左膝化膿性膝関節炎術後。既往歴は脳梗塞、誤嚥性肺炎、間質性肺炎。性格は、自立心が高く、
穏やかで会話好き。自宅では、杖歩行・ADL 自立。病棟内 ADL は重度～中等度介助レベル。
【経過】
当院入院時、妄想発言・昼夜逆転傾向であった。また、経口摂取困難なことから精神面が不安定となり自殺
企図がみられていた。加えて、全身状態も不安定なことから積極的な離床が行えなかった。そのため、まずは
経口摂取を目指し、ST が介入した。病棟や PT・OT では、全身状態を考慮し離床を図った。約 2 ヶ月後、ゼ
リー食が 3 食経口摂取可能、全身状態も改善傾向となり、リクライニング車椅子乗車時間も増加した。約 3 か
月後、全粥 5 分菜に変更、標準型車椅子に安定して乗車することが可能となった。結果、全身状態の改善に伴
い、精神面も安定し前向きな発言が聞かれるようになった。
【考察】
精神面が安定した要因は、離床時間の延長を図ることが可能になったためと考える。離床時間の延長を図る
ことが可能になったのは①栄養状態の改善、②定期的な離床による精神面の安定化、③ ADL の介助量軽減に
よる QOL の向上が関与したためだと考える。また、入院当初から離床意欲が高く、自立心もみられていた。
そのため、病棟スタッフと協業し、リハビリ時間外にも車椅子乗車を行った。離床する際は、身辺動作時の介
助量が過介助にならないようにした。また、離床時の会話では、回想法や傾聴を行い、ご本人の趣味・嗜好を
中心にコミュニケーションを図った。これらのことから、精神面の安定化を図ることができ、前向きな発言が
聞かれるようになったと考える。
【おわりに】
今回の症例を通しチーム医療の重要性を学んだ。
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身体抑制廃止（1）

BPSD のある患者の入院前後の NPI-Q の比較
―身体拘束ゼロの大誠会スタイルケアのエビデンス―
1 内田病院，2 認知症介護研究・研修東京センター
こいけ きょうこ

○小池 京子（看護師）1，尾中 航介 1，安原 千亜希 1，田中 志子 1，山口 晴保 2
【はじめに】当院では、身体拘束を全く行わず、認知症の人の状態をよくするケアを 2002 年より構築してきた。
今回、当院に入院した BPSD を呈する患者に対して、環境調整や本人に合った薬剤調整、統一したケアを受
けることで、BPSD が軽減されるかを検討したので報告する。
【方法】認知症の診断があり他の重度の身体疾患はなく、レスパイトやリハビリを主な入院目的とする、BPSD
を呈している患者（入院前の NPI-Q の重症度・負担度いずれの得点も 4 点以上）を対象に入院前と入院 1 週
間後の 2 時点で NPI-Q を実施し、Wilcoxon 符号順位和検定により比較した。
介入方法は、その人の嫌がることをしないケアの提供、本人の動きたいタイミングに合わせたリハビリ、頻繁
に薬剤の見直しなどをし、その間身体拘束は全く行わなかった。
【倫理的配慮】施設の倫理審査委員会の審査を受け、データ収集は患者・家族から書面で承諾を得た。
【結果】2018 年 6 月 11 日現在、25 名（平均年齢：80.7 ± 6.3 歳、HDS-R：6.8 ± 5.7 点、MMSE：6.5 ± 8.9 歳）
に実施した。その NPI-Q の結果は、入院前の重症度の平均得点は 14.5 ± 6.6 点、入院 1 週間後の平均得点は 8.5
± 5.7 点、入院前の負担度の平均得点は 17.5 ± 9.2 点、入院 1 週間後の平均得点は 10.6 ± 9.2 点であった。2
時点のこれらの得点を比較した結果、重症度・負担度いずれも有意な差が示された（ｐ <0.05）
。
【考察】本研究結果において当院のケアが BPSD 軽減に有効であることが示されており、このことは身体拘束
を全くすることなく認知症の人に対して治療やケアを行うことは可能であり、かつ BPSD を低減できるとい
うことを示している。よって、今後も症例数を増やしデータの詳細な分析を行っていくと同時に当院で行って
いるケアの内容を分析・体系化し、身体拘束ゼロのケアマニュアルとして広く普及させていくことを考えてい
る。
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身体抑制廃止（1）

身体拘束解除に向けての取り組み
筑紫南ヶ丘病院
しらいし みちこ

○白石 理子（看護師）
，阿波 明美，古田 修一，谷 万由美，吉本 智里，井手 清美，橘鷹 美佐子，三好 富士子
【はじめに】
当院は地域包括ケア病棟６０床、在宅復帰強化型医療病棟７０床、医療療養病棟１２０床の地域で慢性期医
療を担う後方療養支援病院である。当院入院患者の退院先は約３２％が介護施設である。身体拘束は人権擁護
の観点から問題があると指摘されている。特に経鼻胃内チューブ留置の身体拘束患者は施設入所が困難なこと
が多く、患者・家族の不安も大きい。
今回、施設受け入れが困難となることが少なくない拘束患者の身体拘束解除の解除手技の統一、ご家族へのア
プローチの統一等の取り組みについて紹介する。
【事例紹介】
患者氏名： T・S 氏 91 歳 女性
病名： #1 陳旧性脳梗塞 嚥下障害 両側尖足あり
#2 認知症（分類不明）
意識状態： 指示動作可能 その場の会話は可能 独語あり
短期記憶障害あり、理解・判断も困難
ADL： 四肢麻痺や拘縮なし 両足尖足あり 移動は車椅子
経鼻胃内チューブ留置中 自己抜去歴あり
拘束状態：

24 時間両手不動手袋と抑制帯を使用

【方法】
① 退院先の身体拘束状況
② 家族の身体拘束に対する考え方及び思い
③ 生活歴、趣味等の情報収集
④ テープ固定の工夫
⑤ 身体拘束廃止委員会で状況を把握し工夫案のカンファレンスを行う
【結果及び考察】
今回の事例は、家族が協力的であった為工夫を試みやすかった。その環境を作るのは看護師の役目であると
考える。しかし、身体拘束が必要とはいえ開始時に説明することはスタッフにとってストレスである。説明統
一を図れたことでスタッフのストレス軽減となり、家族へ身体拘束の必要性を理解して頂き、解除に向けても
同じ方向性で携わる家族参加型の看護・介護ができることを期待する。早期に退院先と連携し、退院時期や身
体拘束解除の目標を共有することで、患者・家族の不安軽減となる退院支援を目指し、取り組みを続けていき
たい。
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身体抑制廃止（1）

抑制ミトン廃止への取り組み

～アイデア手袋を考案して～

江藤病院
いぬい けいご

○乾 圭吾（介護職）
，富永 安栄，山下 知子，大和 孝子，由宇 教浩，武久 洋三
【背景】
当グループの絶対に見捨てないプロジェクトの一つに身体抑制の廃止がある。しかし、栄養中のミトンが大き
な鍵となりなかなか全面解除に至らなかった。そこで、Ｈ 29 年よりミトン廃止への取り組みを強化した。
【目的】
抑制解除の中間手法として「アイデア手袋」を考案し、その使用効果を検証する。
【対象】
Ｈ 28 年とＨ 29 年の全入院患者
【方法】
①一次解除を目的とするアイデア手袋の作製・改良
②身体抑制廃止の勉強会実施
③アイデア手袋使用者の胃チューブ自己抜去件数と解除までの経過
④ミトン使用者・解除者数、解除率をＨ 28 年とＨ 29 年で比較検討
⑤ミトン解除の理由別分類
【結果】
アイデア手袋を 2 種類作製し使用したが、手袋が安易に脱げ胃チューブ自己抜去が続き、アームカバーと合わ
せた手袋に改良した。
アイデア手袋使用者は 8 名で、4 名が胃チューブ自己抜去なく解除となり、他 4 名はアイデア手袋使用後も胃
チューブ自己抜去があり、勉強会実施後に職員の見守りでの経管栄養実施に変更し最終的に解除となった。
Ｈ 28 年はミトン使用者 16 名、解除者 8 名で解除率 50％、Ｈ 29 年はミトン使用者 21 名、解除者 20 名で解除
率 95.2％と前年より上昇した。
ミトン解除の理由別分類では対処方法の工夫が 1 名から 7 名に増加し、アイデア手袋使用後に完全解除に至っ
たのが 5 名で、全体の 25％だった。
【考察】
医療者本位の考えを改め、
患者様の立場を理解する為に身体抑制の体験型勉強会を実施した。この勉強会はチー
ムで考える機会となり、職員の意識改革に繋がったと思う。アイデア手袋を使用する過程で、職員の抑制解除
への意識は明らかに向上し、患者様への観察・分析力が養われミトン解除率は上昇した。身体の抑制のみなら
ず心の抑制も取り除き、患者様の人間としてのプライドや尊厳を尊重する為に、今後も身体抑制ゼロを目標に
取り組んでいく。
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身体抑制廃止（1）

身体抑制 0 に向けて～身体抑制禁止推進委員会活動報告～
1 南淡路病院 看護部，2 南淡路病院 介護部，3 南淡路病院 リハビリテーション科，4 南淡路病院 診療部
くりはら ゆかこ

○栗原 由華子（看護師）1，阿賀谷 芳子 1，吉本 勝 1，清水 英典 1，村上 裕香 2，板坂 有里 2，長岡 朋 3，
伊井 邦雄 4，武久 洋三 4
[ 背景 ]
当院は内科 85 床精神科 85 床、計 170 床の慢性期療養型病院である。認知力が低下している患者様が多く、
H25 年度は抑制人数 50 名 / 月もおり、漫然と抑制が行われていた。H26 年度より抑制解除に向けた取り組み
を開始、H29 年度は 11 名 / 月にまで減らす事ができた。※精神科では身体抑制という言葉は使用しないが、
当院は健康福祉事務所指導の下、ＡＤＬ低下に伴う身体拘束を身体抑制として集計。
[ 目的 ]
身体抑制数減少
[ 対象 ]
H25 年度～ H29 年度における身体抑制患者
[ 方法 ]
H26 年度より各病棟にて抑制評価（1 回 / 週）
、委員会（1 回 / 月）にて抑制解除の検討。H28 年より委員会合
同ラウンド実施。
[ 結果 ]
H25 年度抑制年間総数 603 名（平均 50 名 / 月抑制率 29％）
、H26 年度 434 名（36 名 / 月 21％）
、H27 年度 341
名（28 名 / 月 16％）
、H28 年度 271 名（22 名 / 月 12％）
、H29 年度 134 名（11 名 / 月 6％）
[ 考察・結論 ]
内科は治療を優先としたﾁｭｰﾌﾞ管理の為の抑制が多く、腹帯の使用や経鼻胃管から胃瘻へ移行する事で解除で
きた。H28 年度より内科病棟で認知症ケア加算が導入された事も影響する。精神科は車椅子抑制やつなぎ服抑
制が多く、家族から要望も強い。当院は抑制しない方針であり、それによるリスクを家族に理解して頂き解除
する事ができた。抑制は緊急性のあるものが多く、治療優先に安易に開始する事ができる。しかし一度抑制し
てしまうと長期化しやすい。抑制を開始したとしても、短期間で解除できるよう、状況に合わせた評価をする
事が重要である。H29 年度現在抑制が増加している部署は無い事から、抑制解除に向けた取り組みの中で職員
の意識改革が図れた事が、抑制減少に結びついたと考える。H26 年度から H29 年度にかけての転倒・転落及
び骨折のアクシデント件数は増加せず、抑制解除に関連した骨折は認められなかった。
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身体抑制廃止（1）

スピーチロック防止のための取り組み
志田病院
もりなが くみこ

○森永 久美子（看護師）
，野中 千佳子，武富 梨花，松浦 美香，大石 浩隆，志田 知之
【はじめに】
身体抑制は医療を提供するために止むを得ず実施することがあるが、人としての尊厳を著しく損ねるという、
倫理的問題を抱えている。そのため近年では身体抑制廃止の取組みが、多くの病院で行われている。身体抑制
は大きく分けてフィジカルロック、ドラッグロック、スピーチロックがあるが、当院ではフィジカルロック、
ドラッグロックは廃止できているものの、スピーチロックについては職員間での浸透や認識の違いがあるよう
に思われた。今回職員に対してスピーチロックに関する意識調査及び教育指導を行い、スピーチロックを防止
したことにより、ADL 向上、精神状態安定に繋がった症例を経験したので報告する。
【方法と結果】
スピーチロックに対する意識調査では、年に複数回の講義を受けている職員と、年一回の定期の講義しか受
けていない職員では理解度に大きな差が見られたため、対象職員全員が複数回の講義を受けられるようにし、
職員の知識向上に努めた。次にスピーチロックをしてしまいやすい認知症患者 1 名について、特に職員間で意
識付けを行い、スピーチロックをなくすことに取り組んだ。この患者は入棟時、転倒リスクが高く、歩行の実
用性が低かったが、スピーチロックをなくすことで手引き歩行が可能となった。また、精神状態も改善し、笑
顔が多く見られるようになった。
【考察】
スピーチロックに関して意識調査、
教育指導を行うことにより、
入院患者の ADL 向上、
精神状態安定に繋がっ
たと思われる症例を経験した。
スピーチロック防止に至る過程においては、
職員や家族の知識・理解が必要不可欠である。医療機関では、刻々
と変化する患者の状態を適切にアセスメントし、医療安全上のリスクや対応策について判断する高い能力が求
められている。患者に関わる全ての職種が、リスクを把握しその対応が適切なのかについての知識を習得する
ことで、医療安全と尊厳の保持を両立する必要がある。
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身体抑制廃止（1）

ミトン拘束解除への取り組み
～観察チェック表を作成して～
鹿島病院 看護部
あさくら ゆり

○朝倉 友理（准看護師）
，平塚 悠也

【はじめに】
当病棟は 60 床（包括ケア病床・療養病床）である。患者の平均年齢は 84 歳で、半数に認知症状がみられる。
理解力・認知機能の低下からチューブ類の自己抜去のリスク対策として、身体拘束マニュアルに沿って、ミト
ン拘束を開始しているが、安全を優先し、安易にミトン拘束を行っていた。又、解除に向けての基準がなく、
看護者の拘束解除に対しての意識が低くなり、ミトン拘束を解除できない現状だった。今回、統一した観察
チェック表を作成し、ケアを実施していく中で看護者の意識の変化がみられ、拘束解除ができたので報告する。
【方法】
①

チェック表作成前のアンケート実施

②

観察項目チェック表作成

③

チェック表導入後のアンケート実施

【結果・考察】
アンケート結果から、１回の身体損傷・自己抜去があれば拘束開始している傾向が多くみられた。観察内容も
看護者によって違い、精神面への観察も怠りがちとなっていた。統一した観察をするために、観察チェック表
を作成した。チェック表の活用と毎日のケアをすることで、看護者が同じ視点でみることができた。患者に起
こっている身体的・精神的状態を観察することができ、アセスメントがしやすくなり、拘束時間や他の方法を
考えることができた。2 年間取り組みを継続したことで、安易なミトン拘束をしないという意識の変化がみら
れ、数名の患者に拘束解除ができた。
【おわりに】
今後も安全確保を目的にミトン拘束をする状況はあるが、拘束解除に向けた取り組みを継続していくことで、
患者の尊厳を考慮していけるのではないか。患者の全体像を把握し、個別的ケアの充実を図り、患者の思いに
寄り添っていきたい。
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身体抑制廃止（2）

当院における身体拘束解除に向けての取り組み
花の丘病院 看護部
つじ さつき

○辻 さつき（看護師）
，小出 菜津美，玉田 陽子
１．

はじめに

当院は回復期リハビリテーション病棟 45 床、医療療養病棟 51 床合計 96 床の病院です。H28 年 11 月に身体
拘束解除を目指す検討会が発足し、身体拘束解除０に向けての取り組みが始まった。認知症・高次脳機能障害
により、転倒・転落のハイリスク患者が多く、やむをえず身体拘束を行っている現状であるが、身体拘束解除
に取り組んだ活動内容を報告する。
２. 対象と方法
対象：H29.4 ～ H29.12 入院患者
方法：入院患者 HDS-R の推移把握
ヒヤリハット・インシデント分析
身体拘束解除の取り組みについて
１）24 時間チェックシートの利用
２）個々の患者に応じた安全な環境設定が提供できるよう情報ボードを作成。週 1 回病室ラウンドを実施し環
境設定を点検した。
３）週 1 回ショートカンファレンスを実施しケア内容を検討した。
４）昼食時間帯の拘束解除に向けたマニュアルを作成し実施した。
５）病棟レクリエーションの実施
３．結果
身体拘束完全解除は困難であったが、拘束解除時間の延長を図ることが出来た。
４．考察
回復期リハビリ病棟では入院当初患者個々の把握が十分でなく、転倒リスクを懸念し拘束解除を行なう自信
がなかった。24 時間チェックシートを用いて患者の行動パターンを把握し、カンファレンスで情報共有し安
心したことで拘束解除の取り組みを拡大できた。医療療養病棟では前院で拘束されていた場合も拘束解除し経
過を見た。やむなく拘束を必要と考えた時に 24H チェックシートを使用し、再度拘束解除に向けたカンファ
レンスを実施し適応を判断した。
５．まとめ
身体拘束解除０に向けて安全なベッドサイド環境設定を図ることが定着した。
また 24H チェックシートの活用は患者の行動パターンを把握するのに役立ち、
カンファレンスの中心となった。
今後の課題は患者に寄り添いパーソン・センタード・ケアへの取り組みと考える。
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身体抑制廃止（2）

当院での身体拘束廃止の取り組み
玉島病院 看護部
たんの さつき

○淡野 さつき（看護師）
，垣田 美知枝
【はじめに】
当院は、急性期病院より患者を受け入れ、特別養護老人ホームや有料老人ホーム等への入居を待つ、中間施設
としての役割を担っている。
当院の入院にあたり、前病院で実施されていた抑制解除が条件となることが多々ある。入院時より当たり前の
ように拘束をしないという意識改革が出来た経緯をここに報告する。
【経過】
介護保険制度スタートより「人間の尊厳」を軸に上長から、繰り返し抑制をしてはいけない理由や何が抑制に
あたるかの具体例が示された。抑制には認知症の理解が必要なので、認知症ケアの資格をもつスタッフが勉強
会を行った。抑制の３原則を学ぶうちに、ミトンに関して考え方を変え、その都度レビンカテーテルを挿入し、
見守りの下で経管栄養を行っている。スピーチロックに関しては接遇委員も交え注意喚起している。また、転
倒転落の危険性がある患者様は状況により共に行動・カーブミラーで死角を無くした。
外部より、離床しスタッフの目が離れた場合の危険性より臥床して抑制したほうがいいと指摘されたこともあ
るが、離床のタイミングを情報共有することで成しえている。当院では抑制なしが当たり前なのに、入院前訪
問先では当たり前のように抑制されている患者様の姿に違和感を覚えるほど、意識が変わった。
【考察】
以前は人間の尊厳を理解しても、意識が向かず行動も伴っていなかった。病院全体で勉強会を行い、病棟でも
症例を挙げ、どのように対応するかを繰り返し検討することで、徐々に代替え案のバリエーションを増やすこ
とができた。入院時に抑制解除してもやってみるしかないと思うようになった。意識改革につながった結果、
個別性のあるケアをスタッフ全員が統一して行うことができている。患者様の在宅復帰の選択肢が広がった。
【終わりに】
認知症の患者に対する行動制限や抑制の難しさ、抑制することへの問題点をスタッフが理解できるかどうかが
課題だと思う。
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身体抑制廃止（2）

抑制のない生活で取り戻せたこと
～穏やかな入院生活を送れるための抑制解除を試みて～
1 国分中央病院 看護部，2 国分中央病院

リハビリテーション室，3 国分中央病院

理事長

はしもと みすず

○橋本 美鈴（看護師）1，榊 みちる 1，森 久美子 1，曽山 福太郎 2，藤﨑 剛斎 3
【はじめに】
身体抑制は、機能回復・自立支援とは相反する行為である。しかし、切迫性によって一時的に抑制を行うこと
がある。今回、看護援助に対して拒否・暴力のある患者に身体抑制の解除に向けた取り組みを行い抑制解除す
ることにより笑顔で、穏やかな入院生活を送ることが出来るようになったため報告する。
【症例】
70 歳代男性、喉頭癌 ( ステージⅣ、余命 3 ヶ月 )。気管切開にて気管カニューレ使用。経鼻経管チューブ ( 以
下 MT) より注入食。ジェスチャー、筆談にて意思疎通可。端坐位可。
期間：平成 28 年 1 月 28 日～平成 28 年 4 月 27 日 (69 日間 )
【抑制解除への取り組み】
前院では気管カニューレ・MT の自己抜去があり看護援助に対して拒否・暴力もあったと報告あり、そのため
両上肢を固定抑制されていた。
当院に転院当初は上肢抑制が必要な状態であった。しかし余命 3 ヶ月と診断あり、抑制なく穏やかに過ごせる
ために多職種でのカンファレンスを週 1 回行い、身体抑制廃止委員会でも検討を行った。まずは気管カニュー
レの固定をマジックテープから紐タイプに変更し固結びにした。また MT に違和感が強く自己抜去が毎回あっ
たため患者の同意の元、毎食時に MT 挿入に変更することで違和感の軽減につながり、抑制を終日解除した
状態で過ごせるようになった。
【結果】
注入方法、気管カニューレの固定バンドを変更し、抑制解除することができた。抑制をしない時間が延長さ
れたことで表情も穏やかになり、拒否・暴力もみられなくなり、笑顔を見せ、手を振ってくれるようになった。
【考察】
対象は余命 3 ヶ月と言われていたが、笑顔を見せ余命以上の年月を穏やかに過ごされた。患者にとって抑制さ
せることは恐怖・不安であったと考えられる。そのため、職員に対し不信感が強かったが、抑制解除にて不信
感が徐々に減少し、信頼関係が構築され穏やかに入院生活を送れたと考える。
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身体抑制廃止（2）

視点を変えることで見えてきたもの～人工呼吸器装着患者の気持ちになってみて～
1 国分中央病院 看護部，2 国分中央病院

理事長

ますもり ともこ

○増森 智子（看護師）1，松崎 奈緒実 1，森 久美子 1，藤﨑 剛斎 2
【はじめに】
人工呼吸器管理の患者が気管カニューレのカフを常時触る事によりカフトラブルをきたしカニューレ交換を
繰り返していた。この患者に対して病室の天井から季節に応じた飾り付けを設置し患者の意識を飾りに向ける
事で気管カニューレのカフトラブルが皆無となった事例を報告する。
【対象】
年齢：90 歳代
性別：女性
疾患名：脳性麻痺・慢性閉塞性肺疾患
ADL：全介助
【取り組みのきっかけ】
認知症研修である病院での取り組み内容に衝撃を受けた。マーゲンチューブや点滴の自己抜 去予防の一つと
して天井から布を下げたりチューブを持たせたりする事で自己抜去が回避でき、患者と同じ体位・条件になっ
て見ることで患者の気持ちがわかるという内容だった。それを聞いた瞬間、これは患者にも生かせるのではと
思い取り組むことにした。
【取り組み】
講演内容の伝達を病棟スタッフに行い、まず人工呼吸器を付けている患者と同じ体位・条件になることから
始めた。そこから見える景色は、天井の継目と呼吸器の蛇腹が視野に入り手の届く物は気管カニューレ・病衣・
オムツ・布団である。カフを触る気持ちが理解出来た。次に、天井からキラキラしたモールと音の鳴る玩具を
さげ、季節に応じた飾りつけをした。
【結果・考察】
この患者は天井からの飾り設置直後より興味・関心を示した。気管カニューレのカフから意識をそらす事が
出来、カフトラブルによる頻回なカニューレ交換はなくなった。また、患者自らが飾りに手を伸ばし遊んでい
る姿が見られ日中の覚醒時間も増え、飾りの触れ方においても患者の感情表出が見られ、それをスタッフが汲
み取ることで患者の感情や思いに対するアセスメントにも繋がっている。入院生活が長期になると変化のない
日常や景色が習慣となってくる。その人の視点に置き換える事でその人らしい援助、その人に応じた環境調整
が可能になると考える。
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身体抑制廃止（2）

作って簡単 付けて安心
～手作りセンサーで目指す行動制限の最小化～
新所沢清和病院 看護部
ねぎし ゆうた

○根岸 勇太（介護福祉士）
，間中 裕司，岩崎 史子
【はじめに】
当院は内科病棟２２０床、認知症病棟２４０床の慢性期療養型の病院である。
内科病棟では近年、患者様の認知機能やＡＤＬの低下により、転倒や転落といったインシデントが増えている。
その為、身体拘束を余儀なくされる患者様が多くなっている。身体拘束による患者様の身体的・精神的な苦痛
を軽減する取り組みについての事例報告を行う。
【研究期間】
平成２９年６月～１０月
【方法】
対象患者様にセンサーを使用し、センサー対応時の状態をチェックシートにて把握する。問題行動や訴えなど
行動パターンの分析をする。
【事例 1】
８９歳男性。ベッド柵を外し転落されている為、
4 点柵に柵ベルトも使用していた。柵を外した際にナースコー
ルが鳴るように、センサーを作成する。患者様の活動される時間帯の把握と観察を続け段階的に柵の本数を減
らすことが出来た。
【事例 2】
８９歳女性。不穏症状がある際にベッド柵を外し転落されている為、4 点柵と柵ベルトを使用していた。「事
例 1」と同様のセンサーを使用して、不穏の時間帯の特定ができた。その後の観察により柵の本数を減らすこ
とが出来た。
【事例 3】
９０歳女性。ベッドサイドでの転倒が見られるようになってきた為、大切にされていた自身の生活スタイルの
変更を余儀なくされていた。センサーマットを作成し見守り対応を行う。患者様は介助者の視線や圧迫感といっ
た不快感を感じる事なく、ご自身のペースで生活を続けられている。
【考察】
適切なセンサーを選び、使用する事で、行動制限が減り患者様の心身の苦痛の軽減に繋がったと考える。患者
様によってはセンサー対応後、用件が済むと満足気で穏やかな表情が見られた事から、安全面だけでなくコミュ
ニケーションツールとしての役割も担え、精神的な安定に繋がったとも考えられる。
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身体抑制廃止（2）

身体拘束ゼロでの BPSD の重症度・負担度軽減に向けて
～大誠会スタイルにおけるケアの工夫～
1 内田病院，2 認知症介護研究・研修東京センター
やすはら ちあき

○安原 千亜希（理学療法士）1，小池 京子 1，尾中 航介 1，内田 智久 1，山口 晴保 2，田中 志子 1
【はじめに】H28 年度の診療報酬改定で新設された「認知症ケア加算」の算定要件において、身体的抑制の実
施日は当該加算が減算されるように、認知症を有する入院患者に対しては身体拘束をしないケアの提供が求め
られている。当院は 2002 年より身体拘束を一切することなく認知症を有する患者に対するより良いケア（大
誠会スタイルケア）を実践してきた。
【目的】現在ケアプロセスを体系化することを目的として、実践しているリハビリやケアと、患者状態に関す
る調査研究を行なっている。本研究は大きく二つに分かれており、① BPSD の重症度・負担度の変化を検証
する事と、②ケアの内容について整理し明らかにする事である。
【対象】調査の対象は、BPSD の治療もしくはリハビリを目的として H29.10.1 ～ H30.3.31 に当院に入院した認
知症を有する患者であって、入院時の NPI-Q が 4 点以上の 25 名。
【方法】①入院時と 1 週間後の 2 時点で NPI-Q を実施し、重症度と負担度それぞれに有意差がみられるかを検
証した。②入院から毎日実施したリハビリおよびケアの内容の変化を、ケア内容評価シートとタイムスタディ
シートを作成し調査した。その際にケアの詳細をインタビューしＫＪ法によるまとめを行なった。
【結果】①大誠会スタイルにより BPSD の重症度や負担度は軽減することが示された。②環境調整や付き添い、
コミュニケーション法など共通した具体的手法が抽出された。
【考察】入院から退院までの間、BPSD の重症度や負担度は軽減され、ケアの内容に変化があることが分かった。
パーソンセンタードケアに基づくケアは大事であるが、共通した関わり方が抽出された事は大変意義のある事
だと考えられる。今後は当院のケアマニュアルを作成し、他の医療機関においても、大誠会スタイルケアを実
践することで同様の効果が得られるかその有用性を検証していく。また症例数を増やし症状別の関わり方のマ
ニュアルも作成していきたいと考えている。
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入浴・清潔

炭酸水を用いた頭皮ケアの効果
緑水会病院 看護部
こばやし きくえ

○小林 きくえ（介護福祉士）
Ⅰ．はじめに
長期療養中の患者は毎日入浴することが難しく、週一回の洗髪では頭皮の汚れが除去できず、
ふけや掻痒感、発赤、痂皮が見られることがある。炭酸水は血流の促進、新陳代謝を高め肌の
ターンオーバーを正常にし皮脂を溶かしてべたつきを抑え、傷の修復作用を促進する効果があると
立証されている。そこで、炭酸水を用いた洗髪でふけ、汚れが改善するかを検証した。
Ⅱ．研究方法
１. 対象者：ふけ、頭皮の汚れがある 2 名
2.

研究期間：平成 29 年 8 月 1 日～ 11 月 30 日

3.

方法：週一回炭酸水で洗髪を行う。
炭酸水作成方法：ペットボトルの容器に、重曹 5g、クエン酸 5g、微温湯 500ml を混和させる。

Ⅲ．結果
A 氏のふけは、洗髪開始から 3 週目でなくなった。B 氏のふけは 5 週目でなくなった。
Ⅳ．考察
ふけの原因はふけ原因菌と呼ばれるカビの一種で健康な頭皮にも存在する常在菌で、頭皮の免
疫力低下や乾燥、皮脂の過剰な分泌によって頭皮の状態が悪くなると増加する。A 氏 B 氏も頭皮の
免疫力低下や乾燥、皮脂の過剰な分泌によって頭皮の状態が悪化しふけが生じたものと考える。
炭酸水は二酸化炭素が水に溶けている状態であり、二酸化炭素は分子が小さいため皮膚から血
管に入りやすく、血管内に入ってきた二酸化炭素を老廃物とみなし排出するために血管が拡張し血
流量が増え、血行が良くなり細胞が酸素にいきわたる。新陳代謝も活発になり 28 日間で細胞が生
まれ変わるターンオーバーによって古い角質が留まることなく排出される。そのことから、A 氏 B 氏
のふけも炭酸水による頭皮マッサージ・洗髪を行うことで過剰な皮脂が除去でき、炭酸水が血流を促
進し新陳代謝を高めターンオーバーが正常化したものと考える。今回週一回の洗髪でもさらさらに
なり、きれいな頭皮が維持できることがわかった。
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入浴・清潔

携帯用人工呼吸器を使用した入浴介助の取り組み
1 弥刀中央病院 看護部，2 弥刀中央病院

院長

さり ろうりな

○サリ ロウリナ（看護師）1，大森 愛子 1，山副 みどり 1，金銅 伸彦 2
【背景】当院は慢性期療養型病院であり、長期に渡って人工呼吸管理を必要とする患者も入院している。今ま
で人工呼吸器を使用している患者が入浴するには、多職種管理のもと、アンビューバッグによる補助下で行わ
なければならず、入浴を行うことは実質困難であった。この為当院における人工呼吸器管理中の患者に対する
スキンケアは、週 3 回の清拭と週 2 回の洗髪・手足浴に留まっていた。しかし入浴を省くスキンケアは、拘縮
の進行のため常時密着している皮膚にスキントラブルが発生したり、褥瘡が発生すると治癒が困難になるなど
の問題が起こりやすい。携帯用人工呼吸器は小型かつ軽量で操作も簡単である為、人工呼吸管理のまま移動し
て安全に入浴介助を行うことが期待でき、このような問題を解決する可能性がある。
【目的】人工呼吸管理中の患者でも携帯用人工呼吸器を使うことで、安全で定期的な入浴介助が可能かどうか
を明らかにする。
【対象】A 氏 86 歳 女性 くも膜下出血術後遷延性意識障害で人工呼吸器管理中。B 氏 65 歳 女性 低酸素性脳症
による遷延性意識障害で人工呼吸器管理中、入院時より仙骨に II 度の褥瘡あり。
【方法】全身状態が安定している人工呼吸器管理中の 2 名の患者に対して、次の要領で携帯用呼吸器である
VR1 を使用して入浴を行う。医師・看護師・ケアワーカーが中心となり、VR1 の使用方法と安全性・危険性
について勉強会を開催する。実際の入浴を想定してシュミレーションを行う。カンファレンスを行い、個々の
当日の体調など多職種間で情報の共有・体制を整える。入浴日は週に 1 回月曜日の午後とする。
【結果】定期的で安全な入浴介助が可能であった。A 氏・B 氏共にスキントラブルが改善した。Ｂ氏の仙骨の
褥瘡Ⅱ度が治癒した。
【考察】定期的で安全な入浴介助が可能であることを確認でき、定期的な入浴がスキントラブルの改善、褥創
改善に繋がったと考えられた。
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入浴・清潔

入浴を嫌がる利用者様への取り組み ～入浴を嫌がる理由を探りケアへ～
1 特別養護老人ホームくやはら 生活支援部，2 特別養護老人ホームくやはら

施設長，3 大誠会・久仁会

理事長

いまいずみ ゆうじ

○今泉 裕二（介護福祉士）1，坂上 希望 1，関 美由紀 1，根岸 拓 1，田辺 祐己 2，田中 志子 3

【はじめに】
認知症の方の中には、入浴を嫌がる利用者もいる。それに対し、本人の反応や職員の対応を観察し、見直すこ
とで心地よく入浴できるようにした取り組みを報告する。
【事例】
A さん、88 歳女性、アルツハイマー型認知症、全盲。内田病院の認知症外来にてフォローしていたが、ADL
の低下や認知症状の進行が顕著となり、当施設へ入所した。入浴を嫌がることが頻繁であり、大声で「うるさ
い」「家で風呂に入れるからいい」といった訴えや、叩く、ひっかく、咬みつくといった行動も見られていた。
【方法】
①入浴案内時、声掛けを行うところから観察を開始し、職員との会話内容、言動、表情を観察し記録②観察記
録から心情を検討③観察結果を他職員に報告し共有④入浴時の声掛け方法を見直し再実施
【結果】
徐々にではあるが入浴する日が多くなってきた。特に、入浴する日は嫌がる様な言動もなく、入浴後には感謝
の言葉が聞かれるようになった。一方、入浴を嫌がる日は職員の声掛けに対し強い口調で反論したり手を振り
払うなどの行動は継続している。
【考察】
記録を検討した結果、嫌がる理由として「自分の事は自分でできる、自分でしたい」という気持ちがあるので
はと考えられた。さらに、認知症状の進行による混乱、目が見えないことへの不安、介護に対する羞恥心も推
測された。他方、本人の状況や本人への接し方を観察することで、職員に対し利用者の気持ちを探ろうとする
意識が強まったと感じられる。これらは目的と方法の両面を兼ね備えたケアの統一につながると思われる。A
さんと同じく入浴を嫌がる事例について、同様の調査、検討を実施しており、当日は複数事例での傾向と取り
組み結果について報告する。
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入浴・清潔

整容動作に目を向けた病棟での取り組み
―洗面ケアから見えてきたこと―
光風園病院 看護部
たかぎ ひかる

○高木 光（介護職）
，升本 洋介
（はじめに）
当院地域包括ケア病棟では、食事、排泄、更衣などについては、自立に向けたケアを
行っているが、整容の洗面については身体機能に関係なく全患者に洗面タオルを提供
し、ベッド上で行っていた。そこで洗面タオル使用基準を作成し、洗面台での洗面ケ
アの推進に取り組んだ。その結果、ケアスタッフの意識が変化し、洗面台での洗面ケ
ア実施率も 90％以上に急上昇した。この変化は、他の整容動作や ADL にも影響を与
えているのではないかと考えた。
（研究の目的）
洗面台での洗面ケアを行うことと他の整容動作や ADL の変化との関連を明らかにする。
（研究期間）
平成 30 年 4 月 1 日 ～ 平成 30 年 7 月 31 日
（研究方法）
①対象は、入院時に FIM の整容項目が 1 点～ 4 点の患者とした。
②データとしては FIM を使用し、口腔ケア、洗顔、手洗い、化粧又は鬚剃りを項目
ごとに週 1 回測定した。また、ADL に関しても FIM を使用し、週 1 回、FIM の運動
項目を測定した。
③ FIM の整容項目の点数について、その変化および FIM の運動項目の点数との相関に
ついて分析した。
（結果）
研究開始１ヶ月間における入院患者 26 名の内、対象患者は 6 名で、入院時 FIM の整
容項目 1 点が 4 名、4 点が 2 名であった。その中でリハビリ実施患者は 5 名おり、FIM
の整容項目の点数が向上した患者は 5 名、変化がみられなかった患者は 1 名であった。
（考察）
入院当初、病状や痛み、耐久性の低下により患者自身洗面意欲が低かったが、毎朝洗
面ケアに介入しアプローチを続けていく事で、動作や手順の理解、爽快感なども得られ
たことにより洗面意欲が高まったのが動作獲得の向上に繋がった可能性が考えられる。
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入浴・清潔

当院における入浴の継続を目指した効果的な生活指導の検討
立神リハビリテーション温泉病院 リハビリテーション科
おおつぼ ことの

○大坪 琴乃（作業療法士）
，徳留 拓哉
【はじめに】
“ 豊かに生きるための生活の実現を支援する時期 ” と述べられている慢性期のリハビリテーションは ,「安定
した日常生活の継続」も求められる . その実現には「如何に残存機能を活かせるか」,「障害を抱えながら環境
に適応する事」などが ,「その人らしい生活」を送るためにも必要不可欠である . 当院でも , その実現に向けた
入浴を行っている .
今回 , 入浴での「残存機能を活かした生活の継続」を「個人浴室を継続して利用」と捉え , 継続のために着目
すべき生活指導項目を検討したので報告する .
【方法】
対象は医療療養病棟入院患者 (2016 年 4 月 -2018 年 3 月 ), 個人浴室を利用した 26 名 (84.4 歳 ).
個人浴室利用開始時に , 残存機能を活かした入浴のため作業療法士が評価した .
解析は , 個人浴室利用日数を目的変数 ,FIM 運動 13 項目を説明変数として重回帰分析 ( 増減法 ) を行った (p ＜
0.05).
【結果】
修正決定係数 :0.18(p=0.04)
有意な選択項目 : 更衣 ( 上半身 )( 偏回帰係数 :68.9, 標準偏回帰係数 :0.62)
有意でない選択項目 : 移乗 ( ベッド )(p=0.11)
【考察】
更衣 ( 上半身 ) が寄与したのは , 入浴と同様に求められる身体機能の類似点が多い事などが作用したと考える .
今回の解析における , 指導により期待される効果は「更衣 ( 上半身 ) の FIM 点数が 1 点増えると個人浴室利用
日数は 69 日延びる」
であった . 普段の更衣場面における指導により , 入浴の継続に繋がるのではないかと考える .
入浴の継続については , 重回帰式の危険率は有意水準を示しており , 更衣 ( 上半身 ) などの項目で個人浴室利
用日数を説明する事は妥当だが , 修正決定係数は低値であり , 個人浴室利用日数の予測精度は無かった . 今後 ,
より効果的な生活指導を追求する必要があり , 入院前の入浴状況など対象者の特性を考慮した解析を行い , 適
合性の良い予測式を検討していきたい .
【結語】
更衣動作能力を引き出し ,「障害があっても日常生活を自分で営める」といった実感を得てもらえるよう支援
していきたい .
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癒し・療養環境（1）

チームアプローチによる退院支援をめざして
～セラピードッグによる効果検証～
1 大久野病院 看護部，2 大久野病院

リハビリテーション部，3 大久野病院

内科

しが やすひろ

○志賀 康弘（看護師）1，菊田 美保子 1，橋本 明子 1，内田 順子 1，山田 祥子 2，岸下 結花 1，森松 靜 1，
進藤 晃 3
【はじめに】
ドッグセラピーは、犬と触れ合うことでストレスの緩和、精神的な落ち着きなどの癒しの効果や活動性の向上
を促すことを目的として行われる。
当院回復期リハビリテーション病棟は、集中的なリハビリテーションにより運動機能の向上による退院支援を
目指している。患者やその家族に安らぎを与える目的でセラピードックによる集団セラピーと訪問セラピーを
実施している。セラピードッグによるふれあいを重ねる中で、ふれあいを持った患者とふれあいを持たない患
者でリハビリテーションや意欲に影響を与える症例がみられたのでここに報告する。
【方法】
・セラピードッグの効果について学習会開催
・セラピードッグ対象患者・非対象患者を選定
・対象患者にセラピードッグとのふれあい時間の設定
・観察表を用いた患者の様子（セラピードッグ実施時の表情・動作・発語の評価）
・多職種合同カンファレンス開催
【考察】
セラピードッグとのふれあいを持った患者には、リハビリテーションの意欲向上変化がみられた。入院に伴い
高齢者は、活動性や意欲が低下し会話や表情の変化が乏しくなることがある。コミュニケーションの機会が減
り、身体的な障害や機能低下なども重なり不安や苛立ち、不快な感情も現れやすくなり精神的に不安定な状態
になることもある。入院生活の中でこのような機会を提供することにより、リハビリ意欲の向上が期待でき退
院支援の足掛かりになるのではないかと思われる。
【おわりに】
セラピードッグとのふれあいを重ねる中で、リハビリテーションの意欲に影響を与える結果を確認すること
ができた。セラピードッグのふれあい機会を開始し、1 年位になるが検証日数が短く症例も少ない。今後もこ
の活動を継続し効果を検証していきたい。

第 26 回日本慢性期医療学会 in 鹿児島

5-9-2

癒し・療養環境（1）

医療療養病床におけるベッド周囲の環境整備
光ケ丘病院 看護部
えるでね おゆんえるでね

○エルデネ オユンエルデネ（看護師）
，谷口 光雄
はじめに
当病棟は、慢性期、終末期の方、さらに在宅復帰を目指す方も入院している。各病床には、その患者に必要な
物品を配置しているが、職員から「使いづらい」などの声が聞かれた。
そこで、当病棟の職員を対象にアンケートを実施した。その結果、ベッドサイドの環境整備について改善の必
要性を感じている職員が多い事が分かった。そのため、医療療養病床におけるベッド周囲の環境整備について
取り組んだので、その結果を報告する。
目的
医療療養病床における、医療・介護依存度の高い患者に対するベッド周囲の環境整備方法について検討し、環
境整備と業務改善を図るものとする。
研究方法
事例研究
先行文献を参考に独自に質問紙を作成した。質問項目は１～１４の項目で構成し４段階評価とした。調査対象
は、Ａ病棟の看護職員、介護職員の合計 32 名。
結果
環境整備改善後、職員から「清掃・作業しやすくなった」との意見が聞かれ、また、新な改善案も聞かれるよ
うになった。患者家族から感謝の言葉が聞かれた。
考察
ロジャーズの理論、ホメオダイナミクスの原理では、環境を独立した存在としてではなく、人間と環境をセッ
トで捉える事で、環境概念を看護実践の中に位置づけていくことが重要だと言われている。
今回の研究でも環境整備を行う事で職員の作業環境改善ができ、患者の安楽な療養環境の提供や患者家族の満
足にも繋がった。また、職員から環境整備改善案の提案がある事で、職員の環境整備に対する意識改善ができ
たと考えられる。
おわり
十分な作業スペースの確保をする事は、患者の安全・安楽に繋がる。
今回の取り組みで生じていた問題については、チェックリストを作成、実施し、周知徹底を図り、継続して整
備された環境を患者に提供できるように取り組んでいきたい。
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癒し・療養環境（1）

接遇の向上に取り組んで
～快適な入院生活を目指して～
水城病院 看護部

介護病棟

なかやま えいこ

○中山 栄子（介護福祉士）
，甲斐 直子

【はじめに】
当院は、本館と新館との連絡通路になっており、職員及び他病棟への面会者や、家族が行き交う病棟です。食
事や、レクレーションに使用するＤルームが、エレベーターの近くにある為、病棟職員の言葉遣い、患者様へ
の接し方、声のトーンなど他者からの病棟の雰囲気を、感じることの出来る場所となっています。
このたび、家族に対する満足度アンケートを実施した中で、匂いに対する指摘がありました。そこで、接遇の
一環として対応していく必要があり、快適な入院生活が送れるように、接遇マナーに取り組んだので報告しま
す。
【目的】
・職員一人一人の接遇マナーの向上
・気持ち良いケアの提供
・患者様の生活の質の向上
【方法】
①接遇チェックリストを用いての自己チェック
②接遇の勉強会
③臭気対策
④クレーム対応の勉強会・ロールプレイング
⑤接遇標語ポスターの唱和
⑥スピーチロックの取り組み（スピーチロック標語の作成・唱和）
⑦家族に向けてのアンケート実施（業務改善委員会実施分）
【結果】
取組後は、職員の換気の意識づけが定着し、以前より匂いの指摘は減り、言葉遣いも相手の気持ちを考えて、
対応する事を意識し、スタッフ間での接遇に対しての意識が取組前と取組後では全体で 41.1％改善が見られま
した。
【まとめ】
今回の取り組みで、昨年度の家族アンケートの結果以上に家族から好意的な意見を頂き、相手の気持ちに寄り
添えるような言葉や思いやりの気持ちを再認識でき、職員一人一人の接遇マナーの向上に繋がりました。
今後も職員間での意識を忘れずに患者様の生活の質を高めて行くため、この取り組みを継続していきます。
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癒し・療養環境（1）

私たちにできること
～介護福祉士の視点から～
藤民病院 3 階病棟
はしづめ ようこ

○橋爪 容子（介護福祉士）
，井筒 愛
【はじめに】
私たちは、日常生活の介護を通し、患者様と多くの時間を接している。1 日のルーティンワークを行うなかで、
業務だけでなく何かできることはないかと考えるようになった。患者様との関わりを深める中で、専門職とし
ての自覚の芽生えに至った経緯を報告する。
【活動】
入院している患者様にとって病院は、生活の場でもある。その中で私たちは、患者様の「その人らしさを大切
にすること」に重点を置いて行動している。今、どうしたいのだろう。今、何を思っているのだろう。という
視点で患者様の行動を見守り、何度も声を掛けコミュニケーションを図っていくと、患者様の行動パターンが
見えてくる。それまでの私たちは、目が離せない患者様の行動は面倒で困ったものだと感じていた。しかし、
私たちが困ったものだと思い込んでいた患者様の行動の一つ一つには意味があることに気付いた。危ないから
してはいけない、と患者様ができることを奪うのではなく、できることは見守り寄り添う方法で、表情が乏し
かった患者様から笑顔が多く見られるようになった。御家族からも『笑っている顔、久しぶりに見た』と表情
の変化に驚きの声を頂いており、私たちの提供するケアは患者様と御家族が求めていることに近づいたのだと
実感し、やりがいへと繋がった。さらに、私たちが中心となり行っているレクリエーションの時間は、病室に
居る時とは違う表情や言葉を聴くことができ、患者様と私たちを繋ぐ大切な時間となっている。常に私たちに
できることは何かと追い求めることで、患者様の「その人らしさ」に近づけた。
【おわりに】
私たち介護福祉士は、患者様の心身に触れ常に患者様と関わりを持っている。だからこそ、患者様の可能性を
ひき出し、いち早く気付き対応することができる。これからも介護福祉士の自覚を持ち「その人らしさ」を大
切に捉えながら、患者様に寄り添い、支えとなる存在であり続けていきたい。
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癒し・療養環境（1）

看護・介護職がケアを通して心が通ったと感じる瞬間
－インタビューによる語りから－
定山渓病院 看護部・３Ｂ病棟
かとう けいこ

○加藤 景子（介護福祉士）
，鈴谷 三奈，渡辺 いずみ，木村 睦美
Ⅰ . はじめに
心の通ったケアの提供は、当院理念の一つである。心の通った瞬間は誰しも経験していると思われる。それ
はどのようなケア場面なのかは明らかにされておらず、今回インタビュー調査を実施した。
Ⅱ . 目的
看護・介護職は、どのようなケア場面で心が通ったと感じているかを明らかにする。
Ⅲ . 研究方法（2017.4 月～ 2018.3 月）
１. 研究デザイン
半構造化面接法を用いた質的記述的研究。
２. 研究対象者
当院勤務年数５年以上で、院内複数部署経験を持つ看護・介護職３名。
３. データ収集方法（2017.8 月）
面接：一人１回 30 分程。インタビュー内容①属性②看護・介護ケアで心が通じ合った瞬間の場面。
４. データ分析方法
録音データより逐語録を作成、ストーリーラインを作成し分析。
５. 倫理的配慮
院内倫理審査会（第４号）の承認を得た。
Ⅳ . 結果
１. 心が通った瞬間の場面
１）言語的コミュニケーションが困難な患者との関わり
瞬きパソコンで綴られた感謝の手紙に、心が震えるほどの喜びを感じた。心が通い合ったか問うと、「そう信
じたい」と笑顔で語った。
２）患者家族との信頼関係を築けた場面
口腔ケアを、家族に喜んでもらえたことから、信頼関係を深めていった。感謝の言葉を伝えられ、
「心が通じ合っ
たと感じた」と語った。
３）多職種協働により成し遂げられた終末期患者への関わり
多職種で患者が今できることを大切にした関わりができたことが嬉しいと語った。知りたいと思う事と、コミュ
ニケーションが大事だと再認識していた。
Ⅴ . 考察
心の通った瞬間には共通して、喜びや感動を得ていた。野口は、
「相手を信頼し、信頼されている事が重要で、
ケアとは『行為』ではなく『関係』である」と述べている。看護・介護職が、心が通ったと感じる瞬間には、
患者・ご家族、他職種と同じ思いがあり、
「喜びの共有」があったと示唆された。
Ⅵ . 結論
心の通ったケアには、信頼関係から生まれる感動と、
「喜びの共有」があった。
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癒し・療養環境（1）

ユマニチュードの技法を通して私たちが学んだこと
阿蘇温泉病院
そうま まり

○相馬 マリ（介護福祉士）
，福本 祥子，犬飼 美奈子，今村 佳代
【はじめに】
当院は熊本県の県北に位置する 260 床のケアミックス型の病院であり、当病棟は 38 床中 8 割以上を認知症患
者が占める療養病棟である。
認知症の症状を有する患者への対応を見直す目的で、ユマニチュードケアに注目しその一部を取り入れること
でスタッフの気付きと意識の変化が認められ、患者に笑顔や信頼感を感じられるようになった。その経緯をこ
こに報告する。
【方法】
＜１年目＞
ユマニチュードの技法より 3 つを選び、１つずつ期間を設けて方法を掲示、実施後に達成度と感想をアンケー
ト形式で把握し結果を評価。
＜２年目＞
DVD 視聴による学習後、ユマニチュード的な関与と、そうでない場合の高齢者疑似体験。
＜３年目＞
患者の笑顔を増やすためのレクリエーションへの取り組みとして家族への積極的な働きかけと多職種との連
携。
【結果】
＜１年目＞アンケートにおいて、できた・時々できたと回答したスタッフは合わせてそれぞれ 90％以上であ
り気付きや変化を認める回答が得られた。一方で、
業務の多忙により対応が左右される場合もあることがわかっ
た。
＜２年目＞ユマニチュード的関与により安心感や信頼感を体験できた。無言、無表情、無視のケアでは、不安、
不愉快、恐怖感などを体験した。これにより、相手の存在を大切にしていることを声かけや態度を通して伝え
ることが信頼関係にも影響することがわかった。
＜３年目＞家族の参加が増え、患者の今までにない笑顔を見ることができた。参加した家族の喜ぶ姿がみられ
た。患者のケアにおいては家族との信頼関係が不可欠であることがわかった。
３年間を通して対応の方法、体験、実践の工夫を行うことで、認知症の患者という認識が一人の人間という意
識へ変化していった。患者家族との関係がより深まった。
今後も笑顔で過ごしていただけるような環境の工夫を行い、スタッフのケアへの自信や満足にもつながるよう
つとめたい。
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癒し・療養環境（2）

タッチングがスタッフの意識に与える影響～心から患者に寄り添ったケアの継続を目指して～
日の出ヶ丘病院 看護部
はらしま れいこ

○原島 玲子（看護師）
，大竹 亜紀子
はじめに
当院では、患者様のベッドサイドに出向きスキンシップや声掛けを行う「寄り添いケア」に取り組んでいる。
当病棟では「寄り添いケア」の充実を目指し 4 年前に看護研究を行った。その結果、プライマリーの意識が高
まったなどの効果が明らかとなり、取り組みを継続している。しかし現在では、業務的な関わりになっている
ことが多い。そこで、有効性が明白になっているタッチングを取り入れることで、スタッフの気持ちが変化し、
心から患者様に寄り添うことができるのではないだろうかと考えた。
方法
研究対象：看護師８人・ケアワーカー９人
研究方法：① 現在の「寄り添いケア」についてアンケートを実施
② 寄り添うこと・タッチングについて、実践を交えて勉強会を実施
③ タッチングを用いた「寄り添いケア」の時間を 5 分間設け３分間以上寄り添う
その後、患者様や自身の言動・想いを寄り添いノートに記録する
④ タッチングを用いた「寄り添いケア」実践後のアンケートを実施しデータを実施
前後で比較する
結果・考察
｢患者のもとに 1 日どれくらい寄り添いケアに行っていますか？｣ の質問では、１分以内が６８％であったが、
タッチングを取り入れた後のアンケートでは５％となり３～５分以内が６８％となった。また「患者に寄り添
えていると感じている」の質問では、｢そうだ｣ ｢まあそうだ｣ が４２％だったのに対しのタッチングを取り入
れた後のアンケートでは６３％に上昇している。患者に寄り添い、タッチングをするにつれ、患者の反応が
フィードバックされ、
スタッフに「嬉しい」
「もっとやってあげたい」などの気持ちの変化が生じ、
モチベーショ
ンが上がったのではないだろうかと考えられる。今後も、寄り添いケアやタッチングの有効性について勉強会
を定期的に実施するなど、初心を忘れず心から患者に寄り添ったケアの提供に努めていきたい
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癒し・療養環境（2）

フットマッサージ・温罨法におけるリラクゼーション効果
～夜間覚醒患者の睡眠促進を目指して～
嶺井リハビリ病院
おおしろ まゆみ

○大城 麻由美（看護師）
，和宇慶 久美子，宮里 綾子
Ⅰ はじめに
Ｆ病棟は療養型病棟であり、約 9 割が介護度 5 の寝たきり患者で占めている。週一回の離床以外は刺激が殆ど
なく、昼夜逆転患者も多い。その中で一部の患者の夜間覚醒時の大声を発する・ケア時の攻撃的になる行為に、
職員はケアの困難さを感じていた。そこで、フットマッサージを継続的に施行する事で、リラクゼーション効
果による睡眠の促進に繋がるのではないかと考えた。
Ⅱ 目的
夜間覚醒の患者 3 名を対象に、日勤帯で温罨法とフットマッサージを施行する事で、リラクゼーション効果に
より、夜間の睡眠促進に繋がるかを検証する。
Ⅲ 方法
１ ケア前中後各 2 週間ずつ、24 時間の睡眠チェックを行い、データを比較する。
２ ケア中は毎日 14 時～ 16 時の間に温罨法後、フットマッサージケアを施行する。
Ⅳ 結果及び考察
3 名の対象患者の夜間睡眠時間を分析すると、ケア実施期間中の方がケア前より若干伸びていた。施行者から
も、
「体動が激しい人も、
ケアをうけている時は大人しかった」などの意見が聞かれた。温罨法とフットマッサー
ジケアによる皮膚温の上昇と血行促進、副交感神経の優位におけるリラクゼーション効果が夜間覚醒患者 3 名
の睡眠促進に繋がったと考える。しかし平均睡眠時間は増えているが、夜間の睡眠促進と考えた時、継続的な
睡眠時間の増加や睡眠パターンの確立にはもう少し長期的な観察やケアが必要であると考えた。だが本研究に
おいて、3 名の患者共に少なからず睡眠時間が延長したことは事実であり、継続的にケアを続ける事で、今後
の更なる睡眠の促進に可能性を見出すことが出来た。
Ⅴ おわりに
温罨法とフットマッサージの持つ効果といつもより長めの触れ合いが、患者のリラクゼーションに繋がり、睡
眠の促進へよい影響をもたらすことができた。今後は職員のみならず、患者家族を交えた看護計画も視野にい
れ、統一したケアで継続的な介入に取り組み、個々の患者に寄り添ったケアに努めていきたい。
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癒し・療養環境（2）

高齢者の睡眠障害に対するアロマテラピーの導入を試みて
1 加治木温泉病院 看護科，2 加治木温泉病院

医師

しもただ みわ

○下忠 美輪（看護師）1，大囿 祐輝 1，牧 佳奈美 1，松尾 由弥 1，堂森 めぐみ 1，新本 紀子 1，髙田 昌実 2
【はじめに】
高齢者にとって睡眠障害が生じると、日中の活動意欲の低下、QOL を大きく損なってしまう。これを回避す
るため、睡眠剤などを用いる。しかし、高齢者の場合日中まで薬剤の効果が遅延し、日中の活動が制限される
場合がある。そこで内服薬とは異なり体に穏やかに作用するアロマテラピーを用いることで良質な睡眠が促さ
れ、睡眠障害に対しアロマテラピーが有効であるか検証を行った。
【研究方法】
1、 研究期間 平成 29 年 7 月 1 日～平成 29 年 9 月 30 日
2、 研究対象 睡眠障害のある 60 歳代～ 90 歳代 患者 6 名
3、 研究方法
1）就寝時に枕の下にアロマオイルを浸したガーゼを挿入する。
アロマオイルは 3 滴で統一する。
2）睡眠薬を使用している患者は 20 時に投与する。
3）アロマ使用前・後の各 2 週間、0 時、3 時の閉眼、開眼の確認を行いデータを取る。
4）就寝前：20 時、就寝中：0 時、3 時、起床時 6 時、体温、脈拍を測定し記録する。
5）対話・質疑応答可能な患者（D 氏）ピッツバーグ睡眠質問票（PSQI）を実施する。
【結果】
アロマテラピー使用前後の就寝中の閉眼状況をみると、対象者全員がアロマオイル使用前より使用後の閉眼
回数が増加している事がわった。また、1 名アロマテラピー開始前は不眠時に頓服用の精神安定剤を服用して
いたが、アロマテラピー開始後は、服用を必要としなくなり、基礎疾患の悪化も認めなかった。
質問票の中でアロマオイルの使用後「息苦しさ、心身ともにリラックスできた。
」と言う意見が得られた。
【考察】
基礎疾患の悪化もなく、閉眼時間の回数も増え、精神安定剤を服用せずに入眠することができた。このこと
からアロマテラピーはリラクゼーション効果が得られ、良質な睡眠が得られたと考える。
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癒し・療養環境（2）

リハビリテーション部門が認知症予防カフェに求められた業務の有用性について
1 三条東病院（リハビリ科）
，2 三条東病院（医局）
よこやま なおや

○横山 直矢（理学療法士）1，金子 奈生 1，大石 亜梨 1，柳川 志津佳 1，新保 広 1，小林 昌之 2
【はじめに】当院は医療・介護療養病床計 180 床を有した介護療養型医療施設である。当院は軽度認知症患者
及び家族のサポート、早期発見・予防などの活動を実施することを目的とした「認知症予防カフェ」の運営を
開始した。プログラムとして輪唱、軽作業、医師による認知症の講義等を行っている。
【目的】リハビリテーション部門では認知症予防に効果があるとされているコグニサイズを実施。また、日常
生活で膝などに痛みを訴える利用者もいたため、ストレッチを始めとしたホームエクササイズ等を行っている。
今回、リハビリテーション部門の認知症予防カフェでの業務の有用性についてまとめた。
【方法】認知症予防カフェ時にコグニサイズの満足度や実施方法等についてアンケートを集計した。その結果
を受けてストレッチを始めとしたホームエクササイズ等を行った後に再度アンケートを実施した。
【結果】二回に渡りアンケートを実施した結果、コグニサイズ・ホームエクササイズが楽しい、説明の仕方が
分かりやすいと回答があった。運動時、痛みを感じるかとの質問に対して「はい」と答えた中には腰、膝、大
腿の部位が多く挙がった。
【考察】参加される高齢者は比較的日頃から体力と認知力にかかわることに興味があり元気な生活を維持する
努力をされているが、足腰に痛みを抱える方もいることが今回分かった。
リハビリテーション部門では痛みを緩和することが QOL の維持に繋がり活動性を保つことが認知症予防にな
ると考える。このことからリハビリテーション部門の業務として認知症予防訓練のみでなく身体機能面での予
防的リハビリテーションを提供する事も重要であり今後とも取り組んでいく必要性が示唆された。
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癒し・療養環境（2）

音楽を用いた言語聴覚療法リハビリの効果
養和病院 回復期病棟
すやま はなえ

○須山 華衣（言語聴覚士）
Ⅰ．はじめに
数年前とある新聞に 100 歳近い母親の嚥下障害を「歌の力、声の力」で克服させたという記事が掲載され、音
楽が持つリハビリの効果を改めて認識した。歌唱時に自由会話時よりも明瞭な発声発語や声量増大を認めるこ
とがあったからだ。その経験に基づき音楽がもたらす効果を発表する。
Ⅱ．患者紹介
A 氏は脳梗塞後遺症による構音障害とうつ病がある 80 歳代女性。主訴は「声が出にくい、飲み込みにくい」。
Ⅲ．研究の内容
【初期評価】明るい時や落ち込んでいる時での発話量や声量に差があり、食事時は飲み込みにくさの訴えある
がムセは認めなかった。そのため本人が訴える発声・嚥下困難感は精神的・心理的要因が影響していると判断
し、精神安定を目的に本人が好きな歌唱を中心に介入した。また集団体操や歌の会への参加を促した。
Ⅳ．結果
介入の結果、歌唱前後で表情や声量に変化を認めた。また集団への参加が増え、家族との外出に前向きになる
など社会参加にも繋がった。10 か月後には少し騒がしい場所でも十分に聴取できる発話になった。
Ⅴ．考察
A 氏にとっての発声・嚥下困難感はうつ病が引き金となっていた。そこで好きな歌を取り入れ、歌ってみる
と声が出たことで本人の自信に繋がった。更に集団に参加することで居場所や交流ができ、安心感が生まれた。
精神的・心理的要因が軽減したため A 氏の発声・嚥下困難感を改善できたと考える。
Ⅵ．終わりに
音楽がもたらす大きな特徴には、取り組みやすいこと、気持ちを安らげることがあると考える。これらがリ
ハビリへの意欲向上に繋がり、そこから機能向上に繋がる場合があると考えられる。踊る、奏でるなど音楽は
多種多様に活用できる。今後は音楽の様々な活用法を検討し、更にリハビリの効果を検証していきたい。
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癒し・療養環境（2）

サービス付き高齢者向け住宅の入居者支援
～ 1 杯のコーヒーを求めて！Ｃａｆｅ運営から見えてくるもの～
メディカルホームふじみ野 介護部
あらき たくや

○荒木 拓也（介護福祉士）
，山田 涼香
【はじめに】
メディカルホームふじみ野は透析を必要とする入居者様、ＡＬＳなどの特定疾患や末期癌な方などを積極的に
受け入れている 365 日 24 時間看護師配置のサービス付き高齢者向けの住宅です。
【目的】
Ｈ 28 年 1 月に当時、45 歳の重度短期記憶障害を患っているＫ様がご入居され、Ｋ様支援の一環で、Ｋ様の名
前を店名にしたＣａｆｅを多目的室に金曜日限定で作りました。Ｋ様には店長として働いて頂き来客した入居
者様にコーヒーを配り、入居者様は冨家グループ共通の通貨、ナラティブ通貨を支払い、コーヒーをサービス
する場を作りました。このＫＣａｆｅがＫ様にとってどのように感じているのか、来客する入居者様にとって
「交流の場」として機能しているかを検討しました。
【方法】
①Ｋ様にＣａｆｅの店長として働いて頂いた感想、不満を聞き取る。
②入居者様にアンケートを取りＣａｆｅ運営の成果、課題を見つけ出す。
③ＫＣａｆｅ開催後、様子に変化があった在宅透析の入居者様から話を伺う。
【結果】
①Ｋ様はＣａｆｅにＫ様の名前を使用している事が不満だった。改善として店名を変えた。
②味も好評で、ナラティブ通貨も好評だった。常連客が占拠していると不満があった。
③普段は口数が少ない入居者様から多くの意見を頂けた。
【考察】
Ｋ様は色々と不満があるものの、１杯のコーヒーを飲めることで満足し、店長は続けて頂いているが、日中の
痙攣が増えてきているので月の開催を１回減らすことにした。
ナラティブ通貨を用いることで入居者様が本当にお店に来ているように感じになり、
「私がご馳走するから飲
みなさい」と紙幣を出し、入居者様や職員を誘う光景が見られるようになったことが分った。今後も入居者様
の声に傾けながら皆が笑顔になれる憩いの場を提供していきたい。
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看取り（1）

介護保険病棟における看取りケア～看護・介護職の連携・協働を目指して～
大宮共立病院 看護部
いしだ しょうこ

○石田 翔子（看護師）
，梁瀬 敏生，阿部 幸子，長内 孝晃
【はじめに】
A 病棟では平成 27 年から看取りに焦点を当てた取り組みを行っている。昨年度は看取りケアに於ける看護
･ 介護の連携 ･ 協働について課題が見えた為、今年はそのことについて取り組みを行ったので報告する。
【研究目的】
看護 ･ 介護間で情報共有を行い、連携 ･ 協働したケアを提供することで個別性のある看取りケアに繋げること
が出来る。
【研究方法】
病棟職員 28 名と研究期間中の看取り患者 7 名を対象とした。連携 ･ 協働の実践として、共有シートの作成
と活用。ターミナルケアプランの実施，評価，修正を行った。また、連携 ･ 協働の実践についてと、実践前後
に①患者 ･ 家族への支援②安楽安寧への支援③日常生活の質への支援が行えているかの 3 項目の聞き取りを
行った。
【結果】
連携 ･ 協働の実践では、共有シートの使用によって「家族の要望に耳を傾けようと職員の意識が高まってい
る」「患者家族のタイムリーな情報がわかる」「全員で患者について考える機会が持て統一したケアに繋がる」
などの意見が出た。実践後① , ② , ③全ての支援において、あまり出来ていないという回答が減少し、まあま
できている，ほぼできているという回答が増加した。
【考察】
介護保険病棟は患者にとって生活の場であり、その延長上に死がある。しかし研究前は、看取り患者に対し
介護職は病態への不安や恐怖感を持ち、看護職は視点が病態に向き生活に対する視点が弱い状況にあった為互
いにケアを分けて行っていた。今回の取り組みにより看護職と介護職が会話する時間が増え、患者や家族の関
わりに対して職員の意識が高まった。医療面に重きを置く看護と生活の質を大切にする介護、互いの業務や職
種を理解し協力ができたと考える。また、① , ② , ③ , の聞き取りでも「やりたいケアができているケアに変化
した」という意見も聞かれた。今後は、より個別性のある看取りケアを行う為にも看取り後の家族の思いを取
り入れていきたい。
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看取り（1）

家で死にたい、家に帰りたいという終末期の患者への在宅看取りの支援
聖ヶ塔病院 看護部
まつかわ ともみ

○松川 智美（准看護師）
，佃 江利子，後藤 寿美子，仲西 壽美
【目的】終末期患者の在宅療養が提唱されているが、患者と家族の思いが異なることがあり、看取り場所の選
択は、患者と周辺の人々の重要な課題である。今回、家族の希望する看取りの場所が、病院から自宅へ変化し
た要因を明らかにすることを目的に事例を振り返る。
【倫理的配慮】所属施設の倫理委員会の承認を得、対象者の家族に目的と研究参加は自由意志であることを説
明し同意を得た。得られたデータは個人が特定されないよう配慮した。
【事例紹介】90 歳代 女性 長男家族と同居。横行結腸癌、多発肝転移にて保存療法となり、看取りまでの対応
を目的に入院。
【在宅看取り支援と結果】入院時は、食事以外の ADL は軽介助～見守りを要し、コミュニケーションは可能
であった。入院 2 ヶ月後、食思低下と疼痛による全身状態の低下があり、疼痛コントロールを受けた。その頃
より「家に早く帰りたい」
「家で死にたい」と頻繁に訴え、主治医は、終末期の患者の状況を考慮し、患者が
希望する自宅への外出を勧めた。しかし、家族は自宅の環境が２階という理由で難色を示した。2 階までの移
動を職員で対応することを繰り返し説明したところ同意が得られ療法士 2 名、看護師 1 名が同行し自宅へ外出
した。外出した日、患者は自宅のベッドに休み、部屋を見渡しながら家族からの「家に帰ってきたよ」の声掛
けにうなずいていた。患者と家族からはそのまま退院したいとの希望があり退院となった。急遽手配した在宅
サービスを受け、自宅で過ごし、退院から２泊目の深夜に自宅で家族が見守るなか永眠した。
【考察】自宅への外出に難色をしめす理由が住環境にあったが、患者の「家に帰りたい」
「家で死にたい」とい
う思いを叶えたいと多職種がゆるぎない思いを持ち、説明したことと外出へ同伴するという行動力が、外出へ
の同意に繋がったと考える。また、外出時のサポートが、躊躇する家族の気持ちを前向きし、在宅での見取り
ができたと考える。
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看取り（1）

血液透析を延命拒否により中断した例の検討
富家千葉病院 看護部
たておか ひろこ

○舘岡 寛子（看護師）
，木下 花恵，長谷川 眞美，志村 愛美
【はじめに】
日本における血液透析中止の実態は、2016 年死亡原因の分類で「自殺・拒否」は、0.6% である。
当院では血液透析患者は約 100 名で、今回のように患者自らの意志表示、いわゆる尊厳死を望む形での透析中
止例は初めてであった。
今回透析を自己中断した患者の経過・気持ちの変化、多職種の関わりの必要性について振り返るきっかけとなっ
た事例を報告する。
【研究方法】
アンケート調査の作成・実施・集計・評価を行い、看護師・介護士・臨床心理士と患者の関わりを振り返る。
【患者紹介】
患者：Ｙ氏、70 歳代、女性
家族歴：夫他界、子供なし、キーパーソン兄
既往歴：心原性脳血栓症・高血圧症・乳癌・右大腿部頸部骨折
現病歴：2004 年 腎硬化症のため血液透析導入
【経過】
2018 年 4 月グラフトに関するトラブルのため手術が必要となり、本人に説明すると「もう手術はしたくない、
透析もしない」と突然拒否言動が聞かれた。主治医・看護師・臨床心理士が介入し手術の必要性を何度も説明
するが、「生きる目的がない・自分のことは自分で決定したい・生きることに執着はない・透析はあと５回だ
けやります。」と訴えた。手術をしなくても他の方法があることも伝えたが、透析に関しての治療はすべて拒
否した。兄は「透析だけはしてもらいたい」という気持ちだったので再度説得をしたが、本人の透析中止の意
志は変わらず、4/18 透析後離脱となった。透析中止の考えを尊重することで、患者の表情や態度に驚きの変
化があった。しかし治療再開の意思は最期までなかった。
【まとめ】
今回私達は、患者自ら意思表示し、尊厳死を望む形での透析中止例を経験した。透析中止の希望があった場合、
患者や家族との話し合いを十分に行うことが前提だが、病院側でも主治医一人の判断ではなく、チームとして
の判断や倫理委員会の承認も不可欠である。
患者が決めた「自分らしい最期」に対応する周囲の対応・反省に関して発表する。
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看取り（1）

意思表示できない患者の家族に対する意識調査
栗林病院
いのうえ まさき

○井上 雅規（看護師）
はじめに
エンドオブライフケアは “ その人が最期まで最善の生を生きることを支えるケア（長江，2014）” とされており、
その実現のためには患者本人の意思が必要不可欠である。そこで、平成 30 年 3 月に厚生労働省が発表した「人
生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」では “ 本人が自らの意思を伝えられ
ない状態になる可能性があることから、家族等の信頼できる者も含めて、本人との話し合いが繰り返し行われ
ることが重要である ” と発表したが、そういったアドバンスケアプランニングの認知度は未だ低いと言わざる
を得ない（厚生労働省 , 平成 29 年度）。エンドオブライフケア実現のためには家族の思いにも焦点を当てる必
要があると考え、家族の思いを明らかにしようと考えた。
対象と調査方法 平成 30 年 6 月 1 日から 2 か月の間に無作為抽出した 20 名程度の意思表示できない入院患者
の家族を対象に、回答者の性別、年齢、入院患者との関係、介護支援専門員の役割理解に関する質問、家族の
介護感に関する質問、患者が最期まで最善の生を生きることを支えるケア（以下エンドオブライフケア）への
理解度や患者本人をはじめとした周囲の専門職とのケアの方針の相談に関する質問等をアンケート形式で聴
取、その傾向を調査する。
結果 当院入院患者の家族におけるアドバンスケアプランニングの認知度は全国調査の結果同様に低く、エン
ドオブライフケア実現のための事前の話し合いについても十分に行えていないと考えている。この予測通りの
結果であれば、患者本人が話し合いをすることができる間に何らかの介入が必要である。しかし、病院職員が
在宅で生活されている方にエンドオブライフケアの提言をすることは現実的に難しい。従って、現在松山市が
作成中である医療と介護連携ツールにおいてエンドオブライフケアに関する項目追加について言及していく必
要あると考える。
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看取り（1）

看取り患者の家族への病状受容に寄り添う看護
～夫を思う妻の気持ちに寄り添って～
安来第一病院
みたに ゆうな

○三谷 佑奈（看護師）
，前田 保志
【目的】
看取りへの受容が充分でない患者家族の看取りへの受容、気持ちの変化をとらえることで、必要なケアを明
らかにする。今後看取りへ向かう、患者、家族の個別性に合わせ、どのような関わり、援助が必要であるのか、
今後の看護ケアへ役立てていく。
【方法】
患者家族と職員間での関わり、家族の言葉、表情等で評価していく。研究の目的・匿名性の保持等の倫理的
配慮を説明し、対象家族には発表についての同意を得た。
【実際】
状態が悪化し、再度医師から DNAR の確認をされた。しかし、看取りが近い事を理解できたと言いつつも、
妻の表情や言動から、まだ大丈夫なのではないかという期待を持っている様子もあった。そのため状態の変化
を徐々に受け入れてもらえるように、病状の変化を電話や面会の際に伝えるようにした。また、二人きりで日々
を穏やかに過ごしたいという妻の気持ちを尊重した。
【考察】
病状の安定と悪化を繰り返していたために、妻には再び夫の状態が安定するのではないかという期待があっ
た。家族が穏やかに患者の病状変化を受け入れ、看取りを迎えられるためには、揺れ動く家族の気持ちを理解
し、共感、受容、傾聴し、心の支えとなる援助、また看取り援助への介入時期を見極め、早期に援助すること
が必要と考える。
【結論】
妻が日頃夫にどのように過ごしてほしいと感じているのか、夫が亡くなった後をどのように考えているの
か、病状をどのように受け止めているのかを理解し、看取り援助介入の時期を見極める。妻の気持ちを尊重し
ながら、共感、受容、傾聴を行っていくことが重要である。
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看取り（2）

介護療養型病棟での看取りにおける大切にしていることの要因
安岡病院 看護部
わだ めぐみ

○和田 女久美（看護師）
，河野 利恵
＜目的＞ A 病棟では患者・家族は、延命治療による苦痛を避け、自然な死を望まれることも多く、経管栄養
を望まず、絶食で、点滴施行を余儀なくされる患者も少なくない。その中で、看取りを余儀なくされた患者・
家族に対して、本当に満足のいく終焉を迎えることができたのか疑問に思うことがある。看取りにおけるスタッ
フの意識を明らかにすることで、より良い看取りを提供するための示唆を得ることができるのではないかと考
えた。
＜方法＞平成 29 年 7 月～ 11 月まで、看護職 12 名・介護福祉士 12 名に「看取りに関わる上で大切にしている
こと」( 自身の家族が入院しどのような看取りを望むかを考えてみてください。) について自由記述での質問調
査を実施し、集計、分析した。
＜結果・考察＞看取りに関わる上で大切にしている事について、26 のサブカテゴリ－と 3 つのカテゴリ－が
抽出できた。カテゴリ－の中で、
【患者・家族とのコミュニケ－ション】が 24 件、
【安全・安楽】が 12 件、【尊
厳】が 11 件、【その他】が 3 件だった。
【患者・家族とのコミュニケ－ション】については、終末期において、重要なケアであると認識した上で、看
護職・介護職とも積極的に実践していることが推察される。看護職・介護職が、患者・家族の気持ちや思いを
聴き、互いに話をすり合わせる中で、患者の希望に沿った看護・介護につなげていくことが重要である。【安全・
安楽】については、看護職は、苦痛を判断し、緩和する対処を適時に行う技術を習得し、状態の変化があれば、
介護職が理解できるように伝えることが必要であると考える。
【尊厳】については、意思表示ができない患者
が多いことから、身だしなみや清潔についての記述が多かった。特に看取りの段階に入ると入浴できないとき
も多く、その人の状態に応じた清潔の援助の選択や工夫を看護職・介護職で協同しながら行っていくことが必
要であると示唆された。
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看取り（2）

在宅での初めての看取り
～多職種が抱えるジレンマに触れて～
加藤病院 看護部
ふじた まいこ

○藤田 麻衣子（准看護師）
，寺内 久美子，森川 敦子，黒岩 明美
≪はじめに≫
私達はいままで、在宅医と居宅を訪問し、診療の補助業務として主にバイタルチェック等を行っていた。今回、
看取り対象者が在宅に退院するにあたり、入院中のカンファレンス等から参画し、深く患者・家族と関わる経
験ができた。その結果、ケアに関わる多職種の様々な苦悩、不安、ジレンマが見えてきた。患者家族が満足の
いく最期を迎えさせてあげたいと言う目標は明確で、関わる全ての人が最善を尽くしたいと強く思っている。
しかし、関わった人達は、逝去された後、安堵や満足感と伴に、
「これでよかったのか」という反省と後悔を
感じていた。今回、色々な思いの意味をより深く理解する事により、今後の看取りのあり方を考察したので報
告する。
≪対象者≫
末期膵臓癌患者と宣告され在宅での最期を希望されている 76 歳女性
≪方法≫
① 対象者と看取りに関わった人（家族を含む）の生前と逝去後の思いを聞き取る
② 関係者が独自に取り組んだことを振り返る
③ 良かったこと、反省点、問題点を抽出する
④ 今後の看護介護ケアのあり方を考える
≪結果≫
① 前医から当院の退院まで事前準備が充分出来ていなかった
② 目標は同じなのに看取りケアの提供のあり方が、本人、家族間、多職種間でズレ、温度差があった
③ カンファレンスを繰り返していても情報共有が十分ではないことがあった
④ 患者家族への段階的な症状説明が充分でないことがあった
⑤ 医師に対して、指示の意味、聞き返しや疑問点の確認などで遠慮があった
⑥ 看取りで成長できたことを皆が実感していた。
≪考察≫当院入院前の早い段階からカンファレンスを開催し情報共有を充分にする必要がある。医師の方針や
意見が、必ずしも最善であるとは限らず多職種で十分に話し合い、理解し、家族が納得しているのか確認し、
最善の提供体制を目指し修正していく必要もあると考える。また、患者家族、多職種と本音で語れる人間関係
を構築する事が重要である。
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看取り（2）

在宅看取りへの支援
志田病院
にしむら ゆうた

○西村 優太（看護師）
，大町 恵美子，武富 梨花，松浦 美香，大石 浩隆，志田 知之
【はじめに】
近年、住み慣れた場所、自宅にて最期を迎えたいと考える患者・家族の希望に応えるべく、在宅医療への対
応が求められており、2018 年の診療報酬・介護報酬の改定内容を見ても、在宅医療への対応が重要となって
いる。当院においても、2015 年 1 月より療養病棟の一部を地域包括ケア病床へ転換し、積極的な在宅看取り
の支援を行っている。今回、在宅での看取りが可能となった症例について検証したので報告する。
【方法】
2015 年 1 月～ 2017 年 12 月までの 3 年間に当院地域包括ケア病床に入院後に在宅看取りが可能となった 4
症例を対象とし、患者の病状や最期に関しての希望、家族の背景や思い、当院で行った取り組み等をカルテの
経過記録から収集した。
【取り組み】
在宅看取りの問題点としては、家族が医療行為を自らで行わないといけなくなるという不安や、認知症があ
り介護の負担が大きいこと、死に対する家族の理解が不十分な状態であること等が挙げられた。これらのこと
に対し、入院当日からの関係スタッフとの信頼関係の構築や、パンフレット利用による家族の不安軽減、自宅
へ帰りたいとの思いを考える時間の共有等を行った。
【考察】
最期を自宅で過ごしたいという患者の希望を叶える為には、自宅にて看護・介護を行うことになる家族の不
安の軽減が必須であり、入院中から医師や看護師、ソーシャルワーカー、ケアマネジャーなど多職種で関わり
を持ち、信頼関係を築きあげていく必要がある。
また、これまでの看取りの方針決定は家族の考えが中心になりがちであったが、たとえ意思表示が困難な患
者であっても、これまでの生活状況を家族に思い出してもらい、本人の意思がどうなのかを一緒に考えること
で、在宅での看取りが可能となったと思われる。
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看取り（2）

在宅療養を望む患者・家族への退院支援と看取り
～家族の不安を受け止める援助～
北摂中央病院
しん れいこ

○新 麗子（看護師）
，阿賀 清恵，屋代崎 朱美，中西 多美子
【はじめに】
当院は看取り中心の療養型病院であり、当病棟では今回初めて在宅への退院支援を行った。退院には至らな
かったが、看取りまで患者・家族の思いを受止める援助を行い、多くの学びを得ることができたため報告する。
【事例紹介】
1. 患者：A 氏 ９０歳 男性
2. 疾患名：左肺癌術後
【看護の実際】
A 氏は入院後病状安定し退院可能との判断があり、自宅退院を希望された。そのため退院に向けて、数回の
試験外泊を行い、職員が自宅訪問し自宅改修を行った。その後 A 氏は病状悪化し、今後の方向性は当院での
看取りと変更された。退院支援はここで終了したが、その後も外出・外泊を繰り返し、永眠される前は家族の
夜間付き添いも早くから繰り返し、病状への受容支援を行った。
【考察】
A 氏は病名未告知であり退院後の生活状態を正確にイメージできないという問題があった。また家事や身の回
りの世話を妻に依存することで妻にかける負担には思い至らず、退院支援の必要性を感じていなかった。しか
し、妻だけに聞き取りをすることで退院支援を必要とする部分に気づくことができた。また、時間をかけてそ
れぞれの思いを聞き具体的な援助をすることで、信頼関係をしっかり築き上げることができ、退院中止という
ハプニングもスムーズに受け入れてもらえた。
A 氏や家族には退院できないことを受け入れ、悪化する病状に直面するという課題が残されたが、具体的に
退院への試みをしてきたことで、入院させたままだったという後悔を和らげ受容への１ステップとなったと考
える。今回の経験を活かし、更なる受容支援のスキルアップをすることが今後の課題である。
退院支援に関しては、今回の学びを活かすことができる場面は必ず再びやってくると考え、さらに知識を深め
ていきたい。
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看取り（2）

看取り介護 ( ターミナルケア ) について考える
加治木温泉病院
ながしま やすなり

○長島 康成（介護福祉士）
，安田 圭佑，小園 友和，英 加那子，藤田 千賀子，松元 菜津美，新本 紀子，
高田 昌実
【はじめに】
私たちの病棟は医療療養病棟で医療区分が高く、終末期の患者様が多いため看取りに携わる事の多い病棟で
ある。しかし、「業務をこなすのが精一杯だ」と言うケアスタッフや、患者様の状態の把握不足や気配りが足
りないケアスタッフ等様々であった。施設では「看取り介護」が行われており、利用者の状態に応じてそれぞ
れの段階と対応が設定されている。それを基に病院で働くケアスタッフ用として自ら作成する事で、病院での
「看取り介護」に対してケアスタッフが自信や達成感をもって患者様の状態にあったケアを提供出来るのでは
ないかと考え、今回の取り組みを行うことにした。
【研究方法】
１、研究期間 平成２９年５月１日～平成２９年１０月３１日
２、研究対象 ２階南病棟ケアワーカー １２名
３、研究方法
１）病棟用の看取り期のケアのポイントを作成
２）看取り介護を実施し、研究前後の聞き取り調査を行う
３）段階別介護の見直し、実施前後の聞き取り調査を行う
【結果】
指標をもとにケアスタッフ間で話し合いながら、看取り期にある患者様や状態の悪い患者様に対し、いつも
より丁寧にポジショニングや身体の清潔保持、状態観察の強化を行った。研究前と比較してみると、患者様の
小さな変化に気付くようになり、その対応もスムーズになっていった。患者様や御家族への声掛けも積極的に
なった事がわかる結果となった。
【考察】
指標を作成し使用する事で、経験の浅いスタッフでも状態観察やケアのポイントを知る事が出来た。看取り
の患者様に限らず、どの患者様に対しても普段からの接し方やケア方法を考える事が増えた。今回の研究は、
継続して実施し今後に活かしていこうと考える。
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看取り（3）

医療従事者が自身の家族を自院で看取るということ
北条病院
かいだ ふみこ

○戒田 文子（薬剤師）
，小原 睦美，竹田 喜久恵，髙石 義浩
（はじめに）
医療の現場では死は日常的な出来事であり、それは極めて特殊な環境といえる。そのような現場に従事する
私達は、非医療従事者とは異なる死生観が形成されているのだろう。実母の闘病から看取りに際し経験した非
医療従事者である家族との信頼と心理的な隔たり、医療制度の理不尽さ、公私が交錯する生活について振り返
る。終末期患者の家族である医療従事者が抱える葛藤について考察したので報告する。
（症例）
70 歳代、女性。膵体部癌、多発性肝転移。夫との 2 人暮らし、子供は 3 人。薬剤師の娘以外は非医療従事者
である。基幹病院で確定診断され、化学療法の効果が乏しく、中止後は在宅療養を選択した。在宅医らと看取
りの場を検討し始めた矢先、左大腿骨転子部骨折を受傷し入院となった。
（結果）
1. 医療に対する家族の期待と医療従事者としての判断
化学療法を続ければ延命ができると期待する家族と医師からの説明で中止をすべきだと説得する医療従事者
の心理には乖離があった。
2. 基幹病院からの骨折による入院の受け入れ拒否
基幹病院に入院希望を打診した際、手術適応でないことを理由に地域包括ケア病床があるにもかかわらず受
け入れを拒否された。医療従事者だからこそ感じる理不尽さである。
3. 自院への入院がもたらした生活と家族との関係
娘の勤める病院だから安心だという家族からの信頼は家族として当然理解できた。しかし日常的に公私の区
別がなくなった医療従事者にとって、それは時に重く感じるものであった。一方で治療に主体的に関わること
のできる環境は、家族の一員としての役割を果たせたと実感できた。
（考察）
患者の家族である医療従事者は医療者と家族の間に立ち、常に冷静であろうとする。それは医療知識がある
がゆえの心理的行動であろう。同時にそれは家族内での孤独感をもたらす。自院で家族を看取ることは、医療
従事者が大切な家族心理を共有する 1 つのあり方だと考える。
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看取り（3）

当院介護療養病棟における看取りの現状と課題
加治木温泉病院
ほった きよみ

○堀田 浄美（准看護師）
，松元 奈美子，堤 京美，新本 紀子，髙田 昌実
はじめに
日本国内では年間約 110 万人以上が亡くなっている。そのなかで、家庭で看取られる人は約 10％で、病院な
どの医療機関で死を迎える人はおよそ 80％といわれている１）。
当院介護療養病棟では、平成 27 年 9 月以降、
「患者の重度化した場合における対応に係る指針」に基づき、看
取り介護に関する説明を行い、同意を得ている。しかし、日々変わっていく患者、家族の思いをくみ取れてい
るか、患者家族の意志決定を支援するためのアドバイスや、その選択が適切であるか、倫理的に問題はなかっ
たかなど不安を感じていると言うスタッフの声が聞かれた。看取りに関するアンケートを行うことでスタッフ
の抱えている現状と課題を明確化し、解決に向けての取り組みを行なった。
研究方法
１. 研究期間 平成 29 年 6 月 1 日～平成 29 年 12 月 10 日
２. 研究対象 当院介護療養病棟に勤務する看護師 11 名 ケアスタッフ 11 名
３. 研究方法
１）看取りについての事前アンケート作成。
２）看取りについてのアンケート実施。
結果
家族の意向の変化に対する対応に対する不安、看取りの環境が十分とは言えない。出来る限り、患者様の意向
を取り入れた看護を提供したいとの前向きな声も聞かれた。病院だから処置してくれないのかと批判されない
ために過剰な処置を行ってしまいがちというジレンマを抱えている事がわかった。
考察
様々な、事例に触れる中でやはり大切なのは、慣れた環境で、愛する家族に見守られながら臨終を迎えること
だろう。しかし、病院という環境の中での看取りや終末ケアを行う上でたくさんのジレンマを抱え、看取り介
護を実施している中での現状と課題が分かり、課題が解決出来ることが多くあると考える。これからも、患者・
家族の思い・意向を大切にし、よりよい看取り介護を提供していきたい。
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看取り（3）

神経難病患者の人生の最終段階への対応について
1 脳血管研究所附属美原記念病院 看護部，2 脳血管研究所附属美原記念病院 脳神経内科
おおの まさし

○大野 雅志（看護師）1，杉戸 和子 1，鈴木 三和 1，河端 裕美 1，髙橋 陽子 1，美原 盤 2
[ はじめに ] 当院の障害者病棟は、神経難病患者のレスパイトケアの受け入れを主として運用しており、神経
難病患者の人性の最終段階への対応はケアをする看護師にとっては大きな課題である。今回、長期間に渡って
ケアをしてきた神経難病患者の人生の最終段階にあたり、患者の意志を尊重して看取った 2 例を経験した。こ
れらの症例を振り返り、看護師の意識について調査した。
[ 症例 1] A 氏、80 歳代、女性、パーキンソン病。X 年よりレスパイトケア目的での短期入院を繰り返し、在
宅療養を継続していた。X+2 年 5 月、意識低下し、緊急入院した。トルソー症候群と診断され、ヘパリン持
続点滴が実施された。しかし、点滴に対し疼痛を訴え、点滴ライン、心電図モニターを自分で外してしまった。
これらの行動とそれまでの患者の言葉から、苦痛を伴う治療は望んでいないと判断し、家族との話し合い、点
滴、モニターを中止、麻薬により疼痛緩和を行った。約 2 週間後に死亡した。
[ 症例 2]B 氏、50 歳代、男性、多系統萎縮症。X 年よりレスパイトケア目的での短期入院を繰り返し、在宅療
養を継続していた。レスパイトケア目的での短期入院を繰り返していた。X+2 年、一時的に呼吸状態が悪化
した際、気管支攣縮による突然死のリスクを説明され、気管切開を実施。X+3 年、無呼吸が頻発、家族は人
工呼吸器装着を希望したが、本人は、拒否、しかし、再度呼吸困難な状態となり、再度患者の意思を確認した
ところ「着けたい」と希望され、人工呼吸器の装着に至った。
[ 調査結果 ] 上記 2 症例のケアに関わった看護師は、長期間のかかわってきたことが患者の意志を十分に把握
することにつながったと感じていた。そして、患者の意志を尊重できた人生の最終段階のケアを肯定的にとら
えていた。家族との話し合いにおいては患者の気持ちを忖度した議論がなされ、その結果ケアの方針が明確に
なり、適切なケアができたと感じていた。
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看取り（3）

看取りケアにおける家族支援を考える
花の丘病院 看護部
いのうえ みゆき

○井上 美幸（看護師）
，清水 かおり
はじめに
当院医療療養病棟１の実態は、80 歳以上の高齢患者 72％、要介護度 3 以上 80％、医療区分 2・3 は 88％、死
亡転帰 42％、言語的コミュニケーション障害者 71％である。病状急変時には家族が患者の推定意志を尊重し
延命治療の意志決定をしている。病状の急変時、臨終場面に家族が間に合わず、事情が理解できないことから
看護師に不満を訴える場面に遭遇する。そこで「家族が望む看取り期ケア」について考え、望ましい支援のあ
り方を明確にしたいと取り組んだ。
研究期間と対象
平成 29 年 5 月～平成 30 年 1 月末（9 ヵ月間）
。対象患者 56 名。
方法
病状急変時の家族との連携方法を見直した。①家族の終末期や看取り期の考え方を聞き取る用紙「看取り期に
おける家族の想い」を作成した。②「看取り期における家族の想い」を大切にした看取り期の協働ケアを工夫
した。
③デスカンファレンスを導入した。
結果
①急変時、家族との連携時期を統一したことで、医師と家族が向き合う時間を確保できた。状況を受け入れる
支援を行ない、家族が望む見取り期の過ごし方や家族ができるケアの支援を工夫し改善した。
②デスカンファレンスの開催は職員の看取りケアの考えを統一できた。
考察
「看取り期における家族の想い」の様式活用は、家族の想いを明確化でき、共感した支援に繋がった。具体的
な支援計画は「看取りケアを家族と共に取り組む支援」を可能にして感謝・満足の言葉を聴くことができるケ
アに繋がった。
デスカンファレンスは、具体的な支援方法を深める機会教育の場となり、職員の「看取りケアの質」に影響を
及ぼした。結果、望ましい支援のあり方が明確になり看取り期ケアの質を向上できたと考える。
終わりに
「患者・家族が望む看取りケア」に取り組み、家族の想いを大切にしたケアを実践して感謝の言葉を聴くこと
が可能になった。今後は、個別的な看護計画の立案・経時記録の充実を図りより一層の質向上につなげていき
たい。
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看取り（3）

介護職の看取りに対する意識調査
～看取り教育へ向けた取り組み～
刈谷豊田総合病院高浜分院 看護介護部
すずき めぐみ

○鈴木 恵（看護師）
，杉浦 琴，深津 浩美，泉 ゆかり
【はじめに】医療療養病床である A 病院の介護職から、死に逝く患者と家族に対して役割を十分に果たせて
いない、どのように接して良いのかわからない、などの言葉が聞かれた。介護職が看取り（死に逝く患者・家
族に対する関わり）ケアでの役割を果たすためには、
どのような教育が必要か明らかにしたいと考えた。【目的】
看取りに対する介護職の意識調査、ケア態度調査を行い、教育内容を明確にする。
【対象】A 病院に勤務する
介護職 20 名【データ収集及び分析】①看取りに対する思い・考えを知るために独自に作成した調査用紙を用
いて半構造化面接を行う。逐語録を内容毎に切片化し類似性によってまとめる。② Frommelt ターミナルケア
態度尺度を使用しケア態度を測定。FATCOD-B-J の因子構造（3 ドメイン 7 因子）で経年別（1 年、2 ～ 5 年、
6 年以上）に平均値を算出する。【結果・考察】面接結果より、臨終時までの関わりは看護職が行ったほうが
よいに 16 名がいいえと回答したが、医療的な質問や言葉かけに不安や困難さを感じていた。しかし、実際に
は声かけ、会話を持つ、訴えを傾聴するなど意識的に関わりを持っていた。臨終までの関わりについて学びた
いことは 16 名がコミュニケーションと答えた。FATCOD-B-J では、
経年 1 年がすべての因子で点数が低かった。
経年 1 年と他との平均値の差が大きかったのはドメインⅠ＜因子ⅴ死にゆく患者とのコミュニケーションに対
する前向きな姿勢＞＜因子ⅳ死にゆく患者へのケアに対して恐れない態度＞であった。ターミナルケアの経験
や知識不足から不安や困難さを感じているのではないかと考えられる。看取りを行う介護職には看取りケアの
知識・技術を習得する必要があると言われている、今回の調査で終末期における患者・家族とのコミュニケー
ションに関する教育ニーズと、入職 1 年目から看取りケアに関する知識の教育も必要であることがわかった。

第 26 回日本慢性期医療学会 in 鹿児島

6-4-1

介護予防（1）

デイサービス利用者の介護度変動に影響する要因の解析
サザン・リージョン病院
おおもり まさや

○大森 政哉（作業療法士）
，牧角 寛郎
はじめに
近年、高齢者の介護予防が注目され、デイサービス ( 以下、デイ ) においてもリハビリ ( 以下、リハ ) による介
護度の維持、向上と低下の予防が求められている。当デイは平成 27 年に開設して 3 年が経過し、PT と OT
を配置してリハを強化しているが、今後更に効果的なリハを行うには介護度の変動に関わる要因を明らかにす
る必要がある。今回、介護度の変動に関わる要因の解析を行った。
対象と方法
対象は平成 29 年 1 月から平成 29 年 12 月までの 1 年間デイの利用を継続した者 29 名とした。対象を介護度の
変動により、低下群 (3 例 )、維持群 (18 例 )、向上群 (8 例 ) の 3 群に分類した。13 項目の統計指標 ( 介護度、年
齢、障害高齢者の日常生活自立度、同居家族数、利用頻度、１年以上の継続利用、ポータブルトイレの設置、
失禁の有無、歩行の自立度、歩行補助具、義歯の有無、難聴の有無、認知症 ) を用いて介護度の変動に関わる
要因を解析した。統計学的検定にはフィッシャーの正確確立検定を用いた。検定は各統計指標の低下群と維持
群向上群、低下群と向上群、維持群低下群と向上群の 3 パターンで行った。データの収集は個別記録から後方
視的に行った。
結果
歩行補助具の歩行器使用で維持群低下群と向上群の間に有意差が認められた (p<0.05)。向上群の 62.5% が歩行
器を使用していた。他 12 項目は有意差が認められなかった。
考察
集計期間は利用登録者の増減が安定した 3 年目の 1 年間としたが、今回の研究では例数が不足しており、統計
学的検定の信頼性が低いため、データを追加する必要がある。歩行補助具は歩行器の使用が介護度向上に影響
する可能性が示唆された。歩行は独歩、杖歩行、歩行器歩行の順で難易度が高い。もともと独歩や杖歩行を行っ
ていた利用者は歩行状態の改善幅が狭いが、歩行器歩行の利用者は杖歩行や独歩への改善幅が大きいため介護
度向上にも影響するのではないかと考える。
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介護予防（1）

集団回想法がデイサービス利用者に与える影響について
1 志田病院

小規模デイサービスさざんか，2 志田病院

しだ ゆかり

○志田 ゆかり（介護福祉士）1，中倉 孝行 2，木原 真一 2，志田 知之 2
【はじめに】
当小規模デイサービスでは、これまで認知機能の維持の目的で 1 対 1 の個別回想法を実施してきた。2 人以上
での集団回想法は、脳の活性化、コミュニケーション意欲の向上、心の安定の他にも、参加者同士の新たな出
会いが生まれ、ともに過去を楽しみながら語り合えるといった効果がある。今回、集団回想法を正式にサービ
スプログラムに取り入れ、利用者にどの様な影響があるかを検証したので報告する。
【方法】
2016 年 8 月～ 2017 年 7 月の小規模デイサービス利用者 10 名を対象とし、標準化した集団回想法を実施した。
集団回想法導入前後の認知機能について評価・分析を行い、集団回想法についての利用者・家族・職員に対す
るアンケート調査も行った。
【結果】
集団回想法導入前後での認知機能の数値的な向上はほぼ見られなかったが、維持することができていた。ま
たアンケート結果から、回想法に対するスタッフ教育と情報共有がより深いものとなり、利用者間の会話や笑
顔が増え、コミュニケーションが増えたとの意見が聞かれた。実際の日常生活では、ADL 向上や精神安定に
繋がる事例も見られた。
【考察】
今回の取り組みで、認知機能の維持が確認出来、利用者間で集団回想法の特徴でもある『参加者同士の新た
な出会いが生まれ、ともに過去を楽しみながら語り合えた』事で、会話や笑顔が増え、コミュニケーション能
力の向上が図れたと思われる。また、サービス利用中だけでなく、自宅でも表情が明るくなり、近所の方との
会話が増えたとの意見も聞かれ、良い影響を与えたものと考えられる。集団回想法を取り入れた事で、新規利
用者でも昔の思い出話をきっかけに気楽に会話の輪に入ることができ、スムースなサービス利用に繋がった。
今後も、認知症の方がいつまでも自分らしく、笑顔で楽しく、地域の一員として生活を送れるよう支援してい
きたい。
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介護予防（1）

当院外来リハビリを利用している下肢・腰部疾患患者の活動範囲に影響を及ぼす因子
1 中洲八木病院

リハビリテーション部，2 中洲八木病院

医局

かぎむら ひろし

○鍵村 拓（理学療法士）1，日浅 正彦 2，倉田 浩充 1，井関 博文 1，臼井 千秋 1，谷岡 伸浩 1
【目的】
高齢者に対する外来リハビリテーション（以下外来リハ）には日常生活の活動性を高め、家庭や社会への参加
を促し QOL の向上を目指すことが重要である。一方で、活動範囲の狭小化は、身体機能面のみならず認知機
能面でも悪影響を及ぼすことが報告されている。そこで本研究では、外来リハ患者の活動範囲を拡大させるた
め、重要となる項目を検証する。
【対象】
当院外来リハを受けている 65 歳以上の腰部および下肢疾患患者 28 名（男性 1 名、女性 27 名、平均年齢 79,17
歳）とした。選択基準として、在宅生活が安定し歩行が自立している者で、本研究の趣旨を理解し同意を得ら
れたものを対象とした。
【方法】
対象者 28 名を Life Space Assessment（以下 LSA）を用い、低活動群（0~50 点、平均 29,68 点）16 名、高活
動群（70~120 点、平均 86,91 点）12 名の 2 群に区分した。検査は、転倒恐怖感の指標として Fall Efficacy
Scale（以下 FES）を用いた。身体機能の検査として Time up & go test（以下 TUG）
、等尺性筋力計（μ tas
F100、アニマ株式会社製）を使用した膝伸展筋力（体重比）の以上の 3 項目を 2 群間でそれぞれ比較した。
統計学的有意差検定として、TUG には対応の無いｔ検定、FES・体重比についてはマンホイットニーの U 検
定を用いた。有意水準は 5% 未満とした。
【結果】
高活動群：低活動群で TUG は 8.64 秒：18.78 秒（有意差有り）
、FES は 31.08 点：27.25 点（有意差無し）、体
重比は 0.28kgf/kg：0.19kgf/kg（有意差無し）であった。
【考察】
高活動群と低活動群において TUG で有意差がみられたことから高齢者の活動範囲の維持・拡大には歩行能力
が重要であることが示唆された。しかし、歩行能力との相関が報告されている体重比との有意がなかったこと
より下肢筋力だけでなく歩行バランスやスピードが重要と言える。以上より外来リハ受けている患者の活動範
囲を拡大させるためには、歩行時のバランス能力の向上も重要であることが示唆された。
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介護予防（1）

ゴム球自動拡張装置を用いた手指拘縮の改善
富士小山病院
すぎやま のぶひこ

○杉山 信彦（介護福祉士）
，林 秀徳，滝口 明子，花澤 眞由美，谷上 彰啓，真庭 陽佑
【はじめに】介護現場において、
手指に見られる極度の拘縮は、手指の清潔を維持するのに困難をきたしている。
また、拘縮により潰瘍形成をきたし、患者の苦痛の原因となっていることもある。そこで患者の手指拘縮の改
善を図ることを目的とし、本研究に取り組んだ。
【実施方法】手指拘縮のある患者 3 名に対して、当院の医師
が考案したゴム球自動拡張装置（以下 ”Gupa*2“）を使用した。施行期間は１年間とし、１人あたり１日１回、
片手あたり５～１０分とした。【評価】ＰＴが測定した対象者の ROM 値を元に、5°を 1 ポイントとした独自
の尺度を用いて評価した。
【結果】A 氏 22P、B 氏６P、C 氏 10P であり、改善の傾向は見られるものの、明ら
かな効果があるとはいえない結果となった。
【考察】対象者の拘縮の変化量を意味する ROM 値は、改悪を相
殺すると改善傾向を表す結果であったが、数値にすると僅かな角度であった。明確な結果が得られなかった要
因として、器械の故障により１年間を通して実施できなかった事や、日々の施行時間が適切であったかどうか、
また、対象者の状態に見合った設定であったかどうかの疑念が残ることになった。 他方、病態別に対象者を
分類すると、大きく脳梗塞とパーキンソン病の 2 形態に分かれる。Gupa*2 使用による手指拘縮の改善は、脳
血管障害系には効果あるとする可能性も僅かながらに認められることを示唆しておく。【まとめ】本研究にお
けるデータの信憑性は、対象者が３名と少ない為に低いといわざるを得ない。しかしながら、1 年間の施行後、
拘縮の増悪は見られず現状を維持した。Gupa*2 の手指拘縮の改善の優位を示すには、今後、対象者を増やし、
個々に設定を変えるといった詳細な検証が必要であろう。
【おわりに】Gupa*2 施行による直接的な因果関係を
示す物証やデータは無いが、本研究対象者の 2 名に関して、ADL（向上）に明らかな変化が認められている
ことを、ここに報告する。
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介護予防（1）

仙骨座りのある患者に対する座位保持支援を試みて
～仙骨座りによる問題点を抽出し食事環境を整える～
1 北九州古賀病院 看護部，2 北九州古賀病院

リハビリテーション科

やまうら しんじ

○山浦 信治（看護師）1，野田 大輝 1，吉田 桂子 1，筒井 清香 1，末吉 春樹 2
【はじめに】
要介護者は運動および感覚機能障害により、骨盤が後傾し腰椎が後弯した仙骨座りとなる場合が多い。仙骨座
りは上肢機能、嚥下機能、体動、食事摂取機能の低下などの問題点が生じると報告されている。今回、仙骨座
り姿勢を整えることで、食事場面の ADL 改善につながると考え、理学療法士指導の下座面シートの工夫を試
みた結果、一定の効果が得られたので報告する。
【目的】仙骨座りの患者に対して、座面シートを工夫し、姿勢の安定を図ることで食事環境を整えることを目
的とした。
【対象】
介護病棟入院患者で仙骨座り、食事摂取を半介助もしくは全介助者を対象とした。
【実施期間】
H29.6.19 ～ H29.9.30 の約 3 ヶ月。
【方法】
⑴部分体圧測定
①介入前後の臀部にかかる体圧を 3 回測定し高値をとる。
⑵食事摂取状況
①自力摂取量は全体の割合を計る。
②食べこぼし量はビンに 2 センチ間隔で目盛りをつけグラム数を計る。
③自力摂取時間を計る。
⑶食事中姿勢を整えた回数をカウント
①骨盤を前傾方向に近づけて食事を開始し、姿勢直しの回数を数える。
なお、この研究は北九州古賀病院倫理委員会で承認を得て実施した。
（承認番号 201705）
【結果】
Ｎ氏：女性 82 歳 介護度 5
部分体圧測定が 151.2mmhg から 39.72mmhg、自力摂取量が 0 割から 6 割摂取となった。
Ｈ氏：女性 100 歳 介護度 4
食べこぼし量が 60 ｇから 20 ｇとなった。
Ｓ氏：女性 87 歳 介護度 4
食べこぼし量が 90 ｇから 10 ｇ、自力摂取時間が 40 分から 25 分となった。
Ｔ氏：男性 78 歳 介護度 4
食べこぼし量が 80 ｇから 5 ｇ、自力摂取時間が 40 分から 20 分となった。
【考察】
無理のない座位がとれることで視野が広がり食卓を見渡す事が出来食べる意欲が現れていた。また、自力摂取
での頸部や肩甲帯の動きがスムーズに行え、食べこぼし量の軽減につながったと考えられる。
【結論】
仙骨座りのある患者に対して座面シートを工夫し、姿勢の安定を図ることで食事摂取時の環境改善が示唆され
た。
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介護予防（1）

当院外来リハビリにおける認知症を伴う高齢者やＭＣＩの方の介護保険サービス移行への取り組
みについて
内田病院
はやし ひろこ

○林 弘子（理学療法士）
，萩原 裕平，小原 明美，田中 志子
【はじめに】
介護保険申請前の高齢者の支援は世間の理解や体制など課題が多く、認知症を伴う高齢者や軽度認知障害（以
下ＭＣＩ）の方が生活に支障をきたしているケースが多く存在する。また、認知症による病識の低下や認知機
能の低下により、介護保険等サービスの利用に抵抗を感じている方が多いという現状がある。その中で認知症
を伴う高齢者やＭＣＩの方に外来リハビリとして介入し、介護保険サービスの利用、その他サービスへの導入
に繋げている。
【目的】
本研究において、認知症を伴う高齢者やＭＣＩの方の介護保険等サービスへの移行に関連する工夫について、
当院で行なっている取り組みを報告し、今後の課題について考察する。
【方法】
併設する認知症疾患センターを含む当院外来診療に相談のあった患者の中で外来リハビリ処方があった患者に
対し、個別性を考慮したリハビリ・多職種連携による通院支援・リハビリ利用の動機づけなどの支援を行い、
介護保険等のサービス利用に至るまでの経過を観察した。
【結果】
２０１７年４月から２０１８年３月までに外来リハビリを利用している、認知機能低下により生活に支障をき
たし、介護保険サービスの導入に消極的な患者１０６名のうち、５２名に介護保険などのサービスを導入する
事ができた。うち、当法人の事業所利用３９名（７５％）
、他事業所利用１３名（２５％）
。発表では症例を通
して取り組みを紹介していく。
【考察】
２０２５年には認知症の方は約７００万人前後になると見込まれている。医療保険・介護保険を使用していな
いが生活に支障をきたした高齢者は多く存在する。そういった方々に支援を拡充させる事の社会的ニーズ、家
族のニーズも高いと感じる。当院の取り組みを他の外来リハビリでも行ってもらい、介護保険サービス利用に
繋げることで定期的な社会参加が可能となり、患者本人のＱＯＬの向上や家族の負担軽減へ繋げていくことが
今後の課題である。
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経管栄養対策

特養における経管栄養の際の姿勢改善への取り組み
藤香苑 リハビリ部
ふたみ くにひこ

○二見 邦彦（作業療法士）
【目的】
経管栄養時の姿勢設定は、ご本人の安楽姿勢の確保のみならず、胃からの逆流による誤嚥を防ぐためにも
重要である。
当施設では、スタッフ配置や用品準備の時間的制約から朝と夕の経管栄養をベッド上で行うことが多い。ベッ
ド上での経管栄養の際に、骨盤の位置がずり下がったり体幹が大きく傾いている利用者様が多数見られること
が度々あったため、その解決を目指した。

【方法】
経管栄養者のベッド上での姿勢を評価し、どのような姿勢が見られるかを把握した。介護部門と共に不適切
な姿勢に至る要因を設備や物品などの物的要因と介助方法などの人的要因から解明し、重要度を考慮して対処
方法を立案した。対策の周知期間を経た後に、経管栄養者のベッド上での姿勢を再度評価した。

【結果】
＜物的要因＞手回し式のベッドを使用。ギャッチアップ角度の把握が難しい。適切なクッションが揃ってい
ない。
＜人的要因＞介護士ごとに管理点が一致していない。理解や遵守意識のばらつきもある。リハビリ部から介
護部への情報提供時に、原則と個別性の区別が不明確。
上記要因に対して、原則的対応と個別的対応を区別して管理点を明確化することを重視した情報出しを実施。
また、介護部門の意見を取り入れながら、指標の表示や、クッション設定および管理点の簡素化を図った。
体動の少ない方の姿勢崩れは大幅に減少した。体動が多い方は、チルトリクライング車椅子を使用しての常
時見守り可能な場所への離床も導入され、姿勢が大きく崩れることは無くなった。

【考察】
限られた時間で業務に対応するとなると、我流による対応が増え姿勢崩れに繋がる場合も多い。姿勢調整
が遵守されるためには、対応する職員が素早く迷いなく管理ポイントを把握できる事が大切である。また、対
応の原則と個別性を明確化したうえで管理点を周知する事で、職員の理解や遵守意識が進み姿勢改善の定着に
繋がる。

第 26 回日本慢性期医療学会 in 鹿児島

6-5-2

経管栄養対策

経管栄養直後の体位変換が患者に及ぼす影響
～従来の体位変換とマットレス圧迫での背抜きの比較～
牧田総合病院蒲田分院 看護部
ふかみず みき

○深水 美紀（看護師）
，伊東 泰代，石川 真希子，小道 梨恵子，菊島 ゆかり，城野 和子
Ⅰ . はじめに
私立総合病院療養病棟の患者は様々な疾患の後遺症で長期の床上生活、経管栄養摂取を余儀なくされている。
食後 2 時間以上の座位保持を行う事で誤嚥によると考えられる発熱を予防出来ることが明らかにされている。
食後 2 時間以内の体交は嘔気（嘔吐反射）
・嘔吐のリスクが高くなる。今回、マットレス圧迫による背抜きで
嘔気・嘔吐の回数が減少するか､ また､ 皮膚の状態の維持向上に働くかを検討したので報告する。
Ⅱ . 研究方法
1. 研究期間
2017 年 8 月 10 日～ 10 月 4 日
2. 研究対象
療養病棟に入院中であり、自力体動が不可能な経管栄養を実施している患者 19 名。
3. 研究方法
従来群：従来通りの体位変換枕を使用した左側､ 右側､ 仰臥位の 3 通りで 4 週間実施｡
マットレス群：体圧分散グローブを用いて、8 時、13 時体位変換をマットレス圧迫による体圧分散で 4 週間実
施｡
4. データー収集方法
体位変換時に「嘔気」
「嘔吐」
、オムツ交換時に「発赤」の項目ごとに「ある」
「なし」を評価し、チェックリ
ストに記載する。
5. データー分析方法
結果は「嘔気」
「嘔吐」
「発赤」の３つの項目ごとに平均±標準偏差で示し、統計学的検討は各群の「あり」
の合計の比較を対応のあるスチューデント t 検定で行い、p ＜ 0.05 をもって有意差ありとした。
Ⅲ . 研究結果
各群の嘔気の合計回数は、減少傾向（従来群：0.316 ± 0.582 →マットレス群：0.000 ± 0.000）を示し、群間
の嘔気の回数に有意差が認められた（p=0.030）
。嘔吐の回数も同様に減少傾向（従来群：0.105 ± 0.315 →マッ
トレス群：0.000 ± 0.000）を示し、群間に有意差は認められなかった (p=0.163)。発赤に関しては、従来群 0.737
± 1.284 →マットレス群 0.632 ± 1.257 を示し、p=0.813 となり、有意差は認められなかった。
Ⅳ . 考察
マットレス圧迫による体位変換は従来の体位変換と比べ嘔気は、体を動かさないことで予防でき、皮膚状態
の維持ができたことから有効であることが明らかになった。
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経管栄養対策

医療療養病棟の患者ケア向上に向けた取り組みの効果～電動加圧ポンプ・新しい投与方法の試み
～
榊原温泉病院 看護部
くさかわ あき

○草川 亜紀（看護師）
，大市 寛子，山下 優江
【目的】
A 病院の医療療養病棟は医療依存度の高い患者が多く、１人１人の患者ケアに時間を要している。経管栄養
の患者は入院患者の 4/5 を占め、経管栄養に時間を要する。経管栄養は 1 日 3 回注入することで、患者はベッ
ド上での拘束時間が多い。しかし看護師は少しでも患者を離床させたい思いがありジレンマが生じている。半
固形栄養は、短時間で注入できる利点はあるが、手注入での実施であり注入の間は看護師も拘束される。また、
手技も手に負担がかかり関節痛が出現しているスタッフもいる。
今回、栄養剤を変更し、注入時の拘束時間の短縮、手の負担の軽減を図るために電動加圧ポンプを使用した。
その経過を報告する。
【方法】
医療療養病棟に入院中の胃瘻造設患者の経管栄養変更前と変更後の、経管栄養にかかる準備、実施、片付け
に要した時間の違い、患者ケアの変化を調査。スタッフへ注入方法を既存のパンフレットを用い説明、変更後
の変化についてアンケートにより調査を行った。
【結果】
アンケート結果は、経管栄養にかかる時間の変化は、短くなった 5 名、変わりない 8 名、長くなった 8 名であっ
た。患者のケアの変化については、増えたが 1 名、変わらないが 20 名であった。業務負担感が、減ったが 7 名、
変わりないが 6 名、増えたが 7 名がであった。
【結論】
経管栄養時間は、滴下患者の拘束時間の短縮がみられたが、看護師の拘束時間の短縮については、この調査
では限界があった。業務負担の軽減は、手の痛みが軽減したとの声があったが、経管栄養時間の延長や業務負
担の増加を感じる声から、一度で圧注できない場合が多く、何度か確認し、再度圧をかける手間がかかること
が明らかとなった。そのため全体として経管栄養に時間を要する結果に繋がったと考えられる。一度で注入可
能な方法や、工夫についての手技の統一を行い、患者ケア時間の向上に取り組んでいきたい。
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経管栄養対策

経腸栄養法について
中江病院 栄養科
まつおか みどり

○松岡 みどり（管理栄養士）
，山口 眞紀子
【はじめに】
経口摂取が不可能な患者様にとって、消化管が使えるならば第一選択は経腸栄養での栄養摂取になる。静脈栄
養に比べ、小腸絨毛の疲弊が少なく免疫機能の維持や消化管の生理機能の維持が可能であり、感染リスクも低
く、長期管理が容易、安価など利点がある。
しかし下痢、便秘などの腹部症状が起こることも少なくなく、特に下痢は栄養吸収不良、電解質異常、代謝性
アシドーシス、脱水、褥瘡などの皮膚トラブルにもつながる。
今回下痢の原因、対策をまとめ、実際に皮膚トラブル改善や下痢の改善傾向にある症例を報告する。
【方法】
症例 1

80 歳代男性

褥瘡ステージⅢ

症例 2

70 歳代男性

下痢、下痢に伴う皮膚トラブル

【結果】
症例 1
たんぱく強化の栄養剤にて褥瘡が改善、その後消化態栄養剤に変更後下痢症状の軽減がみられた。
症例 2
pH 低下により液体から半固形状になる栄養剤使用にて、水様便から泥状便への変化が見られて、現在投与量
を増量し栄養状態改善を図っている。
【考察】
褥瘡の改善傾向に繋がった要因として、栄養剤の変更だけではなく、投薬による治療、日々の看護、ケア、リ
ハビリなどが考えられる。
しかし、栄養を吸収できない状態では改善はみこめない。
今後も腹部症状や不快症状改善のためにできる事を多職種と情報交換をしながら、行なっていく。なぜその症
状が起きたのか原因を考え対策を行うことを積み重ねていきたい。
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『とろみ状栄養剤』への変更と骨粗鬆症患者への乳カル酵素付加でのＣａ補給強化事例の報告。
いけだ病院
しもだ くみ

○下田 久美（管理栄養士）
，疋田 成子，安達 憲子，兼村 三千彦，松岡 かおり
患者の高齢化に伴い嚥下障害や胃・食道逆流のある症例が増え、半固形化栄養剤の使用数が増加していた。
さらに近年胃廔を作らず経鼻経管での長期投与も増加し、カテーテル口径が細く半固形化栄養剤の使用が出来
ない症例も増加してきた。
当院では患者のニーズに合わせて多種類の栄養剤を用意していたため業務が煩雑になってきていた。
そこで、経鼻経管でも使用できる粘度の『水分高含有とろみ状栄養剤』を使用とすることで多種類の栄養剤を
基本 3 種に減らすことができた。
個々の患者のニーズに対しては多くの種類の栄養剤を使う代わりに水分に必要な栄養素を追加して投与する方
法を充実させた。
例として『乳カル酵素』を追加し、骨粗鬆症患者のＣａ補給量を増加した例を報告する。
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食物繊維・オリゴ糖配合経腸栄養剤を用いた排便コントロール＜第二報＞
大原病院
しばやま あかね

○柴山 茜音（管理栄養士）
，金田 絵里，松本 大知，田中 友斗，西野 京子，井上 圭右，辻岡 洋
[ 背景 ]
経腸栄養剤投与患者に多くみられる便秘症状に対して、食物繊維・オリゴ糖配合の経腸栄養剤レナジー U の
使用が有用であることを昨年本学会で報告した。しかし昨年使用したレナジー U は腎不全用の栄養剤であり
タンパク質を補充する必要があること、高価であるなどの問題があった。レナジー U が通常の栄養剤に比べ
高浸透圧であり、そのことも排便状況の変化につながったのではないかと考えられることから、今回高浸透栄
養剤である MA-R2.0 に食物繊維・オリゴ糖を加えたものを使用し、便秘症状に改善が見られるかを検討した。
[ 目的 ]
経腸栄養剤投与患者の便秘症状を食物繊維・オリゴ糖配合高浸透経腸栄養剤を用いて改善することを目的とす
る。
[ 対象 ]
当院で便秘症状を有する経腸栄養投与患者 7 名
[ 方法 ]
下剤・浣腸により排便コントロールを行っている A1.5 投与患者 7 名に対し、経腸栄養剤を MA-R2.0 に食物繊
維 5g・オリゴ糖 3g を加えたものに 2 週間変更する。変更前後で排便回数、下剤・浣腸使用量の変化を比較する。
[ 結果 ]
7 名中 4 名に排便回数増加、3 名に浣腸使用回数減少を認めた。排便回数は A1.5 使用中平均 7.4 ± 1.4 回 /14
日に対し、食物繊維・オリゴ糖配合高浸透経腸栄養剤使用中は 8.9 ± 3.5 回 /14 日で増加傾向を示した。浣腸
使用回数は A1.5 使用中平均 2.7 ± 2.1 回 /14 日に対し、食物繊維・オリゴ糖配合高浸透経腸栄養剤使用中は 2.1
± 2.1 回 /14 日で減少傾向を示した。ただし両者とも有意差は得られなかった。
[ 考察・結論 ]
事前に行った高浸透栄養剤 MA-R2.0 単独での結果での便秘症状の改善は見られなかったが、食物繊維・オリ
ゴ糖を加えたことで排便回数の増加と浣腸使用回数は減少傾向が見られ、便秘症状の改善に効果があると考え
られる。今回、有意差は示せなかったが対象数を増やして比較・検討を継続し有意差が示せればと考える。
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身体可動性に制限のある患者へ一般的な枕を使用した場合の体圧分散方法の工夫
大宮共立病院 看護部
あかさき としひろ

○赤﨑 聡祐（看護師）
，工藤 彩香，橋井 優子
【はじめに】
ポジショニング保持に用いる枕は家族に準備を依頼しており、その大きさや素材に統一性がない。褥瘡発生リ
スクの高い患者の体圧測定を実施しているが、測定値の変動がみられ、ポジショニングの保持が一因と考えた。
そこで市販の枕を使用し、組み合わせを工夫することで褥瘡好発部位への減圧を効果的に行うことが出来ない
かと考え、検証を行ったのでここに報告する。
【研究目的】
身体可動域に制限がある患者に対し、褥瘡好発部位の減圧を効果的に行う市販の枕の素材と大きさ、組み合
わせ方法を探る。
【研究方法】
Alb:3.5g/dl 以下、ブレーデンスケール 14 点以下の患者で直近 3 か月の体圧測定値の変動 20mmHg を超え
る 3 名を選定。多く取り扱われる市販の枕でポリエステル素材（大・中・小）の 3 種類とウレタン素材（中・小）
の 2 種類で 8 パターンの組み合わせとした。体圧測定は仙骨部，左右大転子部に組み合わせた枕を挿入後 3 回
測定し平均値を抽出した。
【結果及び考察】
今回、すべての患者とすべての体位で大腿部にポリ大、下腿部にウレ小という組み合わせのときに平均よりも、
褥瘡好発部位の減圧が図れるという結果が得られた。枕を挿入しなかった場合と比較し 48.6％減圧した。しか
し大腿部の枕との組み合わせによって効果に差がみられ、大腿部に使用する枕の選択が減圧に影響が大きいこ
とが分かった。つまり褥瘡好発部位への減圧を考えたとき、下肢では下腿部よりも大腿部のほうがより重要で
あると言える。これはポリ大の枕がその長さによって大腿部から膝にかけての姿勢を保持し、ウレ小の枕は厚
みと低反発性によって下腿部の姿勢を保持したためと考えられる。このことから一定の姿勢を保持するための
枕の挿入＝ポジショニングという行為が、褥瘡好発部位への減圧にも関与しているという考えに至った。今後
も多職種と連携しながら患者や家族のニーズを汲み、より良い看護を提供していきたい。
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褥瘡対策委員会の取り組み
～個々に応じたポジショニングを実施して～
1 国分中央病院 看護部，2 国分中央病院

リハビリテーション室，3 国分中央病院

理事長

いわさき ともよ

○岩嵜 智代（看護師）1，池田 茜 1，津田 恵巳 1，藏元 真来 1，今別府 剛 2，藤﨑 剛斎 3
【はじめに】
当院の褥瘡対策委員会では褥瘡ゼロを目指して活動を行なっている。委員会が中心となり、褥瘡がある患者に
対して、褥瘡改善の為に個々に体位を検討しポジショニングの写真をベッドサイドに掲示した。その結果、統
一したケアが可能となり褥瘡治癒に繋がったことから経過を報告する。
【方法】
①病棟単位で褥瘡患者の現状把握
②褥瘡対策委員会で各職種による意見を取り入れて、個々にあった体位の工夫の検討
③ポジショニングの写真を患者のベッドサイドに掲示し、実践・指導
④褥瘡の経過の把握
⑤病院全体・各病棟での勉強会の開催
【結果】
写真をベッドサイドに提示することにより、スタッフ全員で統一した体位をとることができた。四肢の拘縮や
筋緊張の強い患者に対しては、除圧が完全にできず再発するケースもみられた。ベッドサイドで指導したこと
により、スタッフの知識と意識向上がみられ、身体状態に応じたポジショニングを実施できた。褥瘡治癒率が
平成 28 年度 9％から平成 29 年度 30％へ上昇した。
【考察】
それぞれの専門分野で褥瘡改善のための体位を検討し、患者個々別のポジショニングを実施・定着したことが
治癒率上昇に繋がったと考える。褥瘡の再発の原因として、患者のポジショニングが適正でないことも 1 つの
要因として上げられることから委員会で再度体位の検討を行い、皮膚状態を見ながらポジショニングの評価を
繰り返し行っていく必要がある。
【まとめ】
褥瘡をつくらない為に日々の細やかなケアが重要になる。褥瘡対策委員会が中心となり褥瘡ゼロに向けての勉
強会の開催やマニュアルの作成等により更なるスタッフの技術・知識の向上に努めていきたい。
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「褥瘡が出来にくい安楽で有効な体位変換」
北摂中央病院
おとぐろ れいこ

○乙黒 鈴子（看護師）
，福田 巌，三宅 剛史
Ⅰ . はじめに
以前、当病棟で行う体位変換には科学的根拠がなく、介護者によってバラつきが生じ
ていた。
最新の褥瘡ガイドラインによれば、体圧分散寝具を使用する場合、体位変換の間隔は
4 時間以内の間隔で行うよう勧められている。1）
上記の方法で、患者の入眠を妨げずに介護者の負担を減少させることが出来ないかと考
えた。
Ⅱ . 研究期間と方法
H29.5 ～ 8
体位変換に関するアンケート調査（開始前・最終）
勉強会・対象患者 15 名の選定・ポジショニング考案と絵札の作成
体位変換の時間割作成・4 時間毎の体位変換実施・モニタリング
Ⅲ . 結果
H29/7/3 ～ 8/31 まで絵札通りポジショニングを実施した。2 週間毎に皮膚トラブルが
ないかモニタリングを行い、1 名仙骨に発赤を確認した。褥瘡に至った要因を検討し治
癒に至った。最終のアンケートでは根拠を基に体位変換が出来る様になったという意見
が多く見られた。
Ⅳ . 考察
以前は、業務に追われ右・左と決まり事のような体位交換を行い、点で身体を支える
ポジショニングを行ってきた。看護研究を進めるにあたり勉強会を行い、有効なポジシ
ョニングを個々で考えるようになった。
患者に応じたポジショニングの絵札を作成することにより、統一されたケアを意識し
て出来るようになったと考える。
また、今回の取り組みで、介護者の身体的な負担の軽減を実感することが出来、業務
を見直しするきっかけとなった。
Ⅴ . 結論
・患者の褥瘡の原因についてアセスメントし、ポジショニングを検討し、統一された
ケアであれば 4 時間毎の体位交換でも可能である
・ポジショニングを検討するうえで、患者の姿勢・体軸の流れが自然であり、体位
変換後の体圧の確認や除圧が大切である。
・使用する枕や寝具は患者それぞれに適した物品を検討し、使用する事が重要である。

文献：1）褥瘡ガイドブック 第 2 版 P164 照林社
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スタッフの意識改革、知識、技術の向上に向けた取り組みによって
褥瘡軽快に向かった事例
1 三条東病院（看護部）
，2 三条東病院（医局）
，3 三条東病院（栄養科），4 三条東病院（薬剤科）
よこやま ゆかこ

○横山 由香子（准看護師）1，大橋 久美子 1，佐藤 涼子 1，小名 英利 4，横山 久子 3，中山 恵子 1，小林 昌之 2
【はじめに】当院は医療療養病棟、介護療養病棟 180 床、転換型老人保健施設 60 床の計 240 床で自立度Ｃ 2
の患者様が全体の 63％を占める。今回、スタッフの意識改革、知識・技術の向上に向けた取り組みにより褥
瘡軽快に向かった事例を経験したので報告する。
【対象】事例 1：88 歳女性 右大腿骨骨折（入院時持ち込み）右大腿骨骨折にて右下肢牽引中に、右足 1 趾付
け根、右足 5 趾付け根、右踵部の 3 か所に褥瘡形成
事例 2：87 歳女性 脳梗塞（入院時持ち込み）ADL 低下により寝たきりにて尾骨、腰部、仙骨、右臀部の 4 か
所に褥瘡形成
【取り組み】①院内研修会の開催―皮膚・排泄認定看護師による研修会の実施、
リハビリより車椅子乗車時のシー
ティング② DESIGN － R アセスメントの結果を受け、褥瘡委員会で悪化の原因、それに対する対策を検討及
びアセスメントの勉強会③リハビリスタッフによるポジショニング表の作成④栄養士と栄養面の検討⑤皮膚科
医による週 1 回の診察 ⑥体位変換とポジショニング及び体交枕・エアーマットレスの検討⑦入浴方法の検討
【結果】DESIGN―R の推移
事例１：H29/4/21 入院 右足 1 趾付け根 16 点→ 13 点（H30/5/15）
右足 5 趾付け根 21 点→治癒（H29/12/14）右踵部 22 点→治癒（H29/7/25）
事例２：H29/3/22 入院 尾骨 10 点→治癒（H29/6/27）腰部 12 点→治癒（H29/4/24）
仙骨 51 点→ 40 点（H30/5/10）右臀部 41 点→ 22 点（H30/5/10）
【考察】持ち込みの褥瘡を早期治癒につなげるには、褥瘡委員だけではなく他職種の連携を図り、病棟スタッ
フに褥瘡に対する意識付けを促し、更に知識・技術の向上に取り組む姿勢が重要と考える。

第 26 回日本慢性期医療学会 in 鹿児島

6-6-5

褥瘡（1）

認知症病棟に勤務する看護職員の褥創ケアに関する実態調査
- 困難と感じる要因と課題 大内病院 看護科
ごとう みさき

○後藤 美咲（看護師）

1. 目的
認知症病棟である当病棟は、平成 29 年の褥瘡発生件数が増加傾向で院内上位であったことから、日々褥瘡ケ
アを実施の中でケアに対する困難（困っていること・迷いなど）を感じていることは少なからずあり、当病棟
の看護職員が抱える困難な状況を把握しておく必要があると考えた。
本研究では褥瘡ケアを行う際に感じる困難さと課題を明らかにするために行ったアンケート結果から検証す
る。

2. 対象
Ａ病院認知症病棟に勤務する看護職員（看護師・准看護師）

3. 方法
期間：Ｘ年Ｙ月～Ｙ＋ 1 月
データ収集、分析：褥瘡ケア・褥瘡学に関する無記名自己記入式、無記名選択肢回答形式アンケートを対象者
へ配布。質問は 4 段階で尋ね点数化を行い、点数が高いほど困難感が強いとした。

4. 結果
研究結果として当病棟では主に、患者にあった体圧分散寝具や軟膏・被覆材の不足といった「褥瘡ケア物品の
不足」、主治医・担当医とのコンタクトが取りにくい、適切な体位交換が行えていないといった「協働の難しさ」、
褥瘡ケアについて学ぶ機会が確保できない「褥瘡ケアの知識不足」による困難を感じている現状が抽出された。
褥瘡ケアの自己学習率は 82.3％で、そのうち e ラーニング利用率は 17.6％であった。

5. 考察・結論
以上の結果から①褥瘡ケア物品が高価なため必要量の確保が難しく必要なケアが実施できない②物品の代替
品の限界③専門医の往診頻度が少ない④褥瘡ケアに関する意識差、知識・技術不足⑤情報伝達方法の未確立⑥
経験年数や実践数の少なさが、困難感を強くしている要因であった。
困難さを軽減するには、e ラーニングなど新たな学習教材を有効活用し自己研鑚に努めるとともに、情報伝達
方法を確立させ他職種と密に連携を図ることが課題であると検証できた。
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褥瘡（1）

褥瘡発生０を目指して
~ 看護部・リハビリテーション部の協働によるポジショニングの統一 ~
宇都宮病院 看護部
はるき さちこ

○春木 佐知子（看護師）
（はじめに）
当院療養病棟では入院患者の約 80% が日常生活自立度（寝たきり度）ランク C 以上である。自力体位変換
不可の患者が多く、褥瘡発生リスクの高い状態である。また約 58％に下肢拘縮がみられ、体位変換と褥瘡予
防に苦慮していた。褥瘡患者率は平成 29 年 11 月 2.43% であったが、平成 29 年 12 月 9.52％と増加。平成 29
年 12 月の褥瘡保有患者 10 名中 4 名が治癒後再発した患者であった。そこでリハビリテーション部との協働に
より、体位変換方法を統一した結果、新規褥瘡発生率が大きく減少し効果を得たので、ここに報告する。
（取り組み）
病棟では 2 時間毎に体位変換を施行していたが、褥瘡発生率が高くなったため褥瘡委員会で検討した。原因
の一つとしてポジショニングが統一されていないことが考えられた。そこで、平成 30 年 2 月より配属された
療養病棟担当理学療法士と協働し、ポジショニングについて考察し、特に拘縮の強い患者 10 名に絞り、個々
に応じたポジショニングを決定した。その写真や方法を病室内に掲示し職員間でのポジショニングの統一を
行った。また患者の拘縮の状態や褥瘡の状態を看護部、リハビリテーション部で情報共有し修正を行いながら、
患者により良いポジショニングが出来るようにした。
（結果）
ポジショニングを統一した結果、褥瘡発生率が平成 30 年 2 月 7.31%・3 月 2.12%・4 月 0% となり、褥瘡患者
率が減少した。また治癒後の再発生率も 0％となりポジショニングの統一は効果があったと考える。
（まとめ）
褥瘡発生の危険因子の中には様々なものがあるが、
今回、
特に「自力にて体位変換不可」
「関節拘縮がある」
「病
的骨突出がある」の 3 つに着目し、看護部・リハビリテーション部の協働にて患者個々に応じたポジショニン
グピローの使用、挿入角度の統一を行い実施したことが褥瘡発生率の減少につながったと考える。今後も看護
部、リハビリテーション部で協働し褥瘡発生０を目指していきたい。
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褥瘡（2）

誰が見ても分かるポジショニングの重要性
原病院
たがみ みか

○田上 美佳（准看護師）
，加来 春花，田部 美沙，坂井 夕起子，柴田 恵美
【はじめに】当院は地域に密着したケアミックス型病院である。当病棟は透析患者が病棟全体の７割を占めて
おり、創傷治癒までに時間がかかるケースが多い。今回一時的に褥瘡発生率が増加した為、ポジショニングの
見直しを行った。
【倫理的配慮】患者プライバシー保護に配慮し、特定されないように配慮した。
【目的・方法】当病棟は看護師以外にヘルパーや看護学生が勤務している。褥瘡発生要因の１つとして効果的
な除圧が出来ていない事が上げられ、統一したポジショニングを行う為にリハビリスタッフと共にポジショニ
ング表を作成した。さらにカンファレンスでもポジショニングの注意点について繰り返し伝えていき、スタッ
フ全員で周知・徹底を図った。また、透析中も継続して統一したポジショニングが行える様に透析室へクッショ
ンとポジショニング表を持参した。その後、スタッフのポジショニングに対する意識調査を行った。
【症例・結果】A 氏、70 歳代女性、末期腎不全が既往にあり透析治療中。ADL 全介助。栄養状態不良みられ
全身浮腫著明な状態であった。入院時より右踵部に褥瘡があった。(DU-e0s3(1.5 × 1.5)i0g0N6p0=9)。栄養状態
の改善とポジショニング表を導入し、スタッフが統一したケアを実施する事で治癒に繋がった。また、意識調
査ではポジショニング表があった事で意識が高まり、他の患者にも効果的なポジショニング方法を考え、行う
ように変化がみられた。実際にケアの後に除圧をされているか確認をしている姿やクッションの選択に対する
相談が増えた。
【考察・まとめ】ポジショニング表を作成した事で様々な職種のスタッフが統一したポジショニングを行う事
ができ、褥瘡の改善に繋がった。このことから、ポジショニング表の表示は有効であったと考える。また患者
に合ったポジショニングを意識して行えるスタッフが増えてきた事で褥瘡発生率に明らかな減少が見られ、褥
瘡予防に繋がっていると考える。
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褥瘡（2）

車椅子乗車時の臀部除圧ケア
ケアホーム豊中 看護科
いまにし まこと

○今西 誠（看護師）
〔背景〕当施設は 3 フロアに分かれた計 50 床の介護老人保健施設。当施設では、寝食分離や自立支援介助の
観点から離床を促している。車椅子に日中ずっと乗車されている利用者様もいらっしゃる。連続して座面に触
れている時間が 2 時間以上となっている事があり、臀部などに発赤や褥瘡が出来る様になった。車椅子乗車中
の利用者様は 1 時間に 1 回の臀部除圧を行っていた。その時はタイマー 1 台の使用で各階に連絡が出来ていな
かったり、タイマーをセットし忘れたりして確実に出来ていない事もあった。
〔目的〕褥瘡悪化をきっかけに 30 分に 1 回の臀部除圧を行う。また、各職種と連携し褥瘡予防に対して意識つ
ける。
（対象〕日中、車椅子乗車中の利用者様。
〔方法〕①タイマーを各詰所に置く。②日勤帯 9 時より、介護・看護にてタイマー計測にて 30 分毎に臀部除圧
を行う。③ご自身で除圧出来る利用者様に関しては声掛けをし、ご自身の腕の力で臀部を浮かせて頂く。④ご
自身で除圧出来ない利用者様に関しては、介助にて臀部除圧を行う。
〔結果〕タイマーを各階詰所に置いた事により、常駐スタッフがタイマー計測を確実に行えるようになった。
介護職員が 30 分に 1 回の関わりを持つことで、臀部除圧はもちろん些細な変化にも気付けるようになった。
〔考察〕日曜日など事務職員が休みの時はタイマーをセットする事を忘れる事もあった。平日確実に行う事を
継続する事により、ルーチンワークとして身につき、事務職員が居ないときでもタイマーをセットするように
なった。また、介護福祉士より、坐位保持の難しい利用者様に対してのポジショニングの方法を教えて欲しい
などの発言も聞かれ、褥瘡予防の意識付けになったと考えられる。理学療法士より対象者個々のポジショニン
グを指導して貰う事でどの職員が行っても正しいポジショニングが継続して出来る様になり、皮膚トラブルの
軽減につながったと考えられる。
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褥瘡（2）

褥瘡０を目指して
～スタッフの意識改革への取り組み～
1 国分中央病院 看護部，2 国分中央病院

理事長

つかだ みゆき

○塚田 美雪（看護師）1，松下 利彦 1，寺屋 寿典 1，照屋 茂子 1，藤﨑 剛斎 2
（はじめに）
当療養型病棟において、全介助での援助を必要とする患者は 70％を占めている。その殆どが寝たきりの高齢
者であることから、褥瘡発生リスクが非常に高く、褥瘡発生後治癒に至るまでに時間を要する。Ｈ 28 年 8 月
から褥瘡 0 への取り組みを開始し、褥瘡発生させるもⅠ度、Ⅱ度の患者が多く早期治癒することが可能となっ
た。今回、スタッフの意識改革に向け引き続き取り組んだ結果を報告する。
（実施期間）
Ｈ 29 年 8 月～Ｈ 30 年 3 月（8 か月）
（方法）
Ｈ 29 年 9 月 褥瘡委員を中心に圧抜き体験（スタッフ 2 人 1 組となり実施）Ｈ 29 年 12 月 体位変換時間の検討。
注入終了 1 時間後に追加（3 回／日）Ｈ 30 年 2 月 圧抜き体験後アンケート調査
（結果）
・体位変換時間を 2 時間以上同一体位とならないよう調整を行い、褥瘡委員を中心に毎日呼びかけを行うこと
で習慣化することができた。
・圧抜き体験後のアンケート調査の結果、圧抜きを殆どのスタッフが「知っている」と回答しているものの、
体験前には「していた」28％と実践への活用ができていなかった。体験後には「している」81％と上昇できた。
・褥瘡発生率Ｈ 29 年 7 月 14％からＨ 30 年 3 月 6.3％へ減少。
（考察）
圧抜き実態調査を行った結果「実際、自分がしてもらうと楽になった。圧抜き前後では、まったく苦痛感も違っ
て寝やすくなった」
「突っ張った感じが取れ、姿勢が楽になった」などの意見から、患者視点に立つことによ
り重要性を認識できたと考える。さらに体位変換時間に着目・強化し除圧を徹底、習慣化させたことで、個々
の自主性が高まったと考えられる。今回、褥瘡委員と共に継続的な取り組みを行ったことで個々の褥瘡防止へ
の意識向上へ繋がったと考える。
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褥瘡（2）

療養病棟での褥瘡発生数の増加とその背景への取り組み
平成病院 看護部
たにおく じゅんや

○谷奥 隼哉（看護師）
，山本 ひとみ，中西 麻美，片山 直弥
【背景】
A 病棟の新規褥瘡発生件数が平成 29 年 11 月は 2 名であったが、平成 30 年 1 月には 5 名へと増加していた。
その背景には機能別看護からチームナーシングへの看護体制の変更が考えられた。個人の看護に対する意識の
差、チームナーシングへの慣れない業務改善が影響したものと思われた。
【目的】
病棟スタッフの看護に対する意識の変容と褥瘡の発生と悪化の予防
【対象】
疾患：脳血管障害 15 名・運動器疾患 7 名・廃用症候群 33 名
平均年齢
性別：男性

83.7 歳
21 名・女性

34 名

OH スケール：軽度 8 名・中等度 38 名・重度 9 名
【方法】
A 病棟 55 名（褥瘡の有無を問わず）を対象に、褥瘡対策委員がポジショニング・体圧分散器具の確認・皮膚
状態の観察・処置内容の確認を行った。
【結果】
ラウンドの結果、新規褥瘡発生患者を 3 名発見した。不適切な介入方法に対しては修正・指導を行い、ポジショ
ニングの変更や環境設定はセラピストに依頼し、褥瘡対策委員会で再確認した。
【考察・結論】
平成 30 年 1 月には 5 名へと増加していた。その背景には、看護体制の変更が考えられた。機能別看護からチー
ムナーシングへ変更し、患者への介入は複数の看護師ではなくなり、各個人の能力の差や慣れない動きが影響
したものと思われる。その結果、観察不足や未処置の状態・不適切な処置がされⅡ度からⅢ度への悪化も見ら
れた。病棟スタッフのアセスメント能力においては、知識の差がみられマットレスの選定も不適切となってい
た。そこで、褥瘡委員会として看護業務の見直しと一部機能別の追加助言を行った。まず看護師の意識の変容
を求め、午前中に褥瘡処置や、介護職員と一緒に保清援助を基本として皮膚状態の観察を徹底した。またセラ
ピスト・介護職員と協働し、褥瘡処置と体位変換の徹底を図った結果、新規発生件数は 2 月において減少した。
また、褥瘡保有者の悪化は認めず改善傾向であった。
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褥瘡（2）

睡眠を妨げないより良いケアを目指して
～夜間の体位変換時間の検討～
札幌百合の会病院 看護科
ふるせ まゆみ

○古瀬 真由美（看護師）
，鎌田 英子，佃 睦美，守谷 晃典
【目的】睡眠障害が身体及び精神活動に様々な障害を引き起こすことが近年問題になっている中、夜間 2 時間
毎の体位変換が患者の中途覚醒の要因となり睡眠を妨げる 1 つの原因になっていると考えられた。そこで、夜
間の睡眠を妨げないように、日本褥瘡学会ガイドラインに沿って夜間 4 時間毎の体位変換を導入、患者の入眠
状況、職員の意識変化を調査したので、その結果を報告する。
【方法】研究期間は、6 月 22 にちから 8 月 31 日の 2 か月間。対象は、入院患者 48 名、職員 27 名。日本褥瘡
学会ガイドラインに沿って夜間 22 時から 7 時までの体位変換を 2 時間毎から 4 時間毎に変更して、職員によ
る①から③の観察及びアンケートを実施。①患者の睡眠状況、皮膚トラブルの発生状況の観察②職員に対して
アンケートを実施し、研究前後での患者の睡眠と環境に変化があるか調査③職員に対して具体的に改善された
点と改善点の聞き取り調査
【結果】患者の個別的なアセスメントと適切なポジショニングを行うことで、夜間の 4 時間毎の体位変換が実
施でき、入眠時間は増えた。また、職員の睡眠に対する意識向上にも繋がり睡眠環境への配慮がみられ、中途
覚醒が少なくなり安眠に繋がった。さらに、夜間の体位変換回数が減少したことで、体位変換にかかっていた
時間を他の業務に活用し、業務改善にも繋がった。また、褥瘡の発生は無かった。
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医療安全・事故対策（1）

当サ高住における転倒予防に対しての取り組み
～環境要因に着目して～
1 メディカーサ国分中央，2 国分中央病院 理事長
くろき ひろかず

○黒木 博和（理学療法士）1，藤﨑 剛斎 2
【目的】
高齢者介護施設での介護事故の中で転倒・転落が多いと様々な先行研究が論じている。当サ高住においても、
過去 2 年間を振り返ってみると約 8 割を占めている。転倒は、要介護の主要な原因の１つであり、外傷が生じ
なくても自分自身の能力に対し、自信を失う出来事である。また、高齢者の 3 人に１人は１年間に複数回の転
倒を経験するとされる為、転倒予防に対し様々な対策が行われている。加えて、高齢者の転倒の特徴として、
姿勢や動作の過渡期にバランスを崩しやすいと挙げられている。
そこで、今回当施設において報告書の調査・検討を行い、環境要因に対して転倒予防の取り組みを行ったので
報告する。
【対象・方法】
対象は当サ高住入居者で転倒歴のある 11 名。調査期間 H27.3 ～ H29.5(25 ヶ月 )。転倒発生のタイミングとし
て①動作開始時②移動中③目的動作中を調査。取り組みとして、ベッドの高さを毎月 1 回測定。測定時に立ち
上がり能力を評価し、ベッド調整を行う。取り組み実施後の H29.6 ～ H30.5(11 か月 ) との比較検討を行った。
【結果】
動作開始時においては 54.4％から 42.1％と 12.3％下がり、
目的動作中においても 17.7％から 15.8％と 1.9％下がっ
た。他方、移動中において 27.9％から 42.1％と 14.2％上昇した結果となった。
【考察】
今回の調査よりベッドの高さを適切に保つことにより機能的な立ち上がり動作を実現し、移乗動作時の方向転
換や目的行為遂行時の移動能力を実現できたものと考えられる。一方で、移動時の転倒割合が増えていること
から、今回は動作開始時に着目し取り組みを行ったが、導線上の問題点に対して全般的な対策が必要であると
考えられる。
【今後の展望】
今回の取り組みは、月 1 回の評価測定であった。この視点を看護・介護職員等日常的に生活を支えている職員
も持つことにより、より転倒回数を減らすことが出来ると考えられる。加えて、導線上の転倒予防策も含めて
検討を継続して行きたい。
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医療安全・事故対策（1）

短期インシュリン療法入院のマニュアル見直し
江藤病院
よしずみ としみ

○吉積 俊美（看護師）
，古本 久美子，山下 知子，大和 孝子，岩城 正輝，由宇 教浩，武久 洋三
【背景】
当院で実施している短期インシュリン療法（以下 SIIT 入院）は短期間の速効型インシュリンを使用し、糖毒
性を解除する方法で、入院指示書は、通常とは別の様式で、指示項目が多く複雑である。また、入院時に患者
様へ手渡す『私のカルテ』のパンフレットの説明も重なり、受け持ち看護師の指示受けミスが問題となった。
更に、SIIT 入院が不定期な為に、職員が手技を熟知出来ていなく、インシデントレポートが続いていた。
【目的】
糖尿病療養指導士（CDEJ）として業務を円滑化する目的で原因を分析し、マニュアルを見直した。
【対象】
H28 年 1 月～ H29 年 12 月（以下期間内）の SIIT 入院に関するインシデントレポート
【方法】
期間内の SIIT 入院に関するインシデントレポートを分析した。指示書変更前後に携わった職員 10 名の意識調
査アンケートを実施した。
【結果】
インシデント報告はＨ 28 年には 5 件あった。入院時の日内変動の採血の取り忘れ、ファットスキャンの検査
に延食対応、ブドウ糖携帯やウォーキングコースの説明不足等があり、H29 年 1 月に指示書とチェックリスト
の間違いやすい所に吹き出しをつけた。また勉強会の要望もあり、3 ～ 4 人に分け勉強会を行った。その結果
インシデント報告はＨ 29 年に 3 件に減少した。職員もマニュアルを見ながら、見落としなく指示受けや説明
が行えるようになり、また CDEJ が不在時でも退院の説明、指導ができるようになった。その後 H29 年 12 月
に行ったアンケート結果では 自己血糖測定や自己注射の手技説明などできるが 100％、患者様への説明、指示
受けがスムーズに行えているが 70％、入院件数が少ないため勉強会をしてほしいが 90％だった。
【考察・結論】
今後の課題として 3 割の職員が指示受けや患者様への説明ができていなかった。新入職員でも確実に実施でき
るマニュアルを定期的に見直し、統一した SIIT 入院指導ができるようにしていきたい。
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医療安全・事故対策（1）

内服三点認証システムの構築
1 光市立大和総合病院

薬剤部，2 光市立大和総合病院 医療安全部

たつみ としゆき

○辰巳 俊之（薬剤師）1，原田 幹彦 2
各施設においては、内服薬の誤薬、特に人間違えによる誤薬は重大な事故の原因になるにも関わらず、エラー
がなくならないのが現状であろう。当院では、7 年前に開始した注射三点認証システムにおいて未だ人間違え
によるエラーが起きていないことに注目し、平成 28 年 11 月に内服三点認証システムを開発し、今年 3 月の電
子カルテへのオーダ更新を機に導入する事を決定した。
平成 29 年 9 月に医師、看護師、薬剤師、システムエンジニア（ＳＥ）を含めた内服三点認証ワーキンググルー
プ（WG）を組織し、ゼロからの創り上げということで試行錯誤しながら開発し、今年 6 月に本格稼働した。
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医療安全・事故対策（1）

MRI 検査時におけるインシデント・アクシデント発生事例から学ぶ再発防止策の検討
鴨池慈風苑
あじさか こうや

○鰺坂 光矢（放射線技師）
（目的）当院検査部において、MRI 検査時に患者様が補聴器を装着したまま検査を行った事例が発生した。そ
こで、過去の報告書を振り返り MRI におけるインシデント・アクシデントを解析し , その対策を検討し実施
した。
（方法）過去 5 年間の MRI 検査にかかわるインシデント・アクシデント報告書を解析し、特に重要であると判
断した数例を対象に、発生要因、改善策の検討、再発防止策の考案などを行った。
（結果）過去 5 年間の報告書を解析した結果、検査項目の撮り忘れやミス、撮影室内への金属の持ち込みの割
合が多かった。これらの発生背景にはヒューマンエラーが多く関与している結果となった。これを踏まえて、
マニュアル改善によるスタッフの意識向上、他部署スタッフへの MRI 検査を知ってもらうための院内研修の
実施、患者家族への掲示物、問診表、説明、同意書の改善などを実施したところ、効果を得られることができ
た。
（考察）医療の現場では多くのスタッフが介在し人為的な業務が多く、ヒューマンエラーを起こしやすい環境
下におかれている。その中で、人為的なミスをできる限り少なくするためには、インシデント・アクシデント
の背景にあるさまざまな要因を見直すことは必要不可欠であると考えられる。インシデントの見直し、定期的
な院内研修の実施を行い、高い意識を維持させて、ヒューマンエラーを起こしにくい環境を作っていかなけれ
ばならない。
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医療安全・事故対策（1）

～当院入院患者の表皮剝離に関する臨床的研究～
業務改善に伴う実態調査と効果
ベトレヘムの園病院 看護科
いちかわ ゆうこ

○市川 夕子（看護師）
【はじめに】療養型病院の当院はインシデント、アクシデントの多くを表皮剝離が占めていた。今回入浴業務
を見直し業務改善した事により表皮剝離を減少させることが出来た。その実態を調査したので報告する。
【目的】業務改善に伴う H27 年～ H29 年度の表皮剝離の実態を明らかにし表皮剝離の予防につなげる
【研究方法】研究対象・研究期間 H27 年４月から H30 年 3 月に表皮剝離のレポートが出た患者
【結果】①発生状況は入浴関連、トランス時が多い。また表皮剥離後の発見が多く約 22 ～ 35％を占めている。
②患者別件数。H27 年度入浴関連は全体の 27．5％、H28 年度全体の 38．6％、H29 年度全体の 14％と減少。
③発生部位は上肢が半数を占めている。④ H28 年 12 月１階病棟業務改善。H28 年６月２階病棟 1 回の入浴人
数を減らす。H29 年５月２階病棟浴室改善、業務改善実施し 29 年度は表皮剥離が 7 件まで減少。
【考察】当院では表皮剝離予防として①菲薄化には内出血部位のジェントルロール保護②弾力の低下には柵カ
バー、保護クッション付きボード③乾燥に対しては入浴直後の保湿軟膏塗布を実践しているが、表皮剥離は減
少しなかった。今回脱衣所のドアを撤去、更衣を脱衣所に変更した。それにより衣服を着ての移動が増えたこ
とで衣服が皮膚の保護となり、表皮剝離が発生していないと考える。又医療安全管理テキストによれば「容易
化は人間が作業の中で果たしている記憶、知覚、判断、動作等の機能を確実に行えるよう、作業を人間にとっ
て容易にすることである。容易化対策の 1 つとして適合化があり、作業の対象・環境を人間の能力にあったも
のにする」としている。1 回の入浴人数を減らし職員の業務の適合化行い、丁寧な対応が出来、入浴関連の表
皮剝離が減少したと考える。
【おわりに】高齢な入院患者のケアを担う療養病院において表皮剥離は重要な課題である。今後も表皮剝離ゼ
ロにする為取り組んでいきたい。
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医療安全・事故対策（1）

医療療養型病院で勤務する看護職の注意・確認行動・リスク感性と
薬剤インシデントに関する実態調査
ベルピアノ病院 看護部
にしかわ じゅんこ

○西川 純子（看護師）
【はじめに】A 病院は急性期病院での治療を終え、療養環境の中での医療を提供していく場であり、多剤内服
患者が多く、誤薬件数は年間薬剤インシデントの 33％を占めている。我々看護職は、限られた時間内に確認
作業を行わなければならない。今回、看護職の注意・確認行動・リスク感性と薬剤インシデンに関する実態調
査を行い、関連性を調べたのでここに報告する。
【対象】服薬業務を行う保健師、看護師、准看護師 79 名
【方法】自記式調査票を配布し、薬剤のインシデント経験群と未経験群でのそれぞれの関係を調べる。
【結果・考察】看護職 64 名（回収率 81％）からの回答が得られた。インシデント経験群 38 名（59％）インシ
デント未経験群 26 名（41％）であった。リスク感性尺度ではケア時に危険因子を考慮しならがケアを行って
いるの項目では「そう思う」が経験群 66％未経験群 38％であった。しかし、経験したインンシデントの原因
を把握しているでは経験群 38％未経験群 46％であった。注意行動においては、実施直前に最終確認を行う項
目と、看護行為を行う時に声を出して確認する項目で経験群、未経験群で優位差がみられた (p<0.05)。さらに
確認行動においては、何種類もの仕事が同時に飛び込んだとき、仕事の優先順位をつけるの項目では、経験群
は 50％、未経験群では 69％であった。これらの結果より、未経験群では今まで経験したインシデントの原因
を把握しながら優先順位をつけ、確認行動が実施できていると考えられる。経験群ではケア時に危険因子を考
慮してケアを行えているが、実施行為の直前に最終確認や、声出し確認ができておらずインシデント発生につ
ながっていると考える。インシデント発生時にはスタッフ個々が業務に潜んでいるリスク因子を把握できるよ
うなフードバックを行っていくことが重要である。今後も質の高い療養環境を提供する為に安全活動を継続し
ていく。
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医療安全・事故対策（1）

介護医療療養病棟におけるスキン ‐ テアの現状に関する調査について ～病棟職員の意識調査よ
り～
丸山病院 看護科
いしまる きよこ

○石丸 清子（看護師）
，江口 みさえ，荒木 めぐみ
はじめに
超高齢化社会の現在、介護医療療養病棟における入院患者様は 7 割が 80 歳以上、日常生活自立度は C2 が 8
割である。当院の患者様も低栄養状態や皮膚の乾燥・菲薄化な為スキン - テアに至る皮膚トラブルのリスクが
高い状況であり、ケア時における皮膚トラブルも年間を通して報告されている。そこでスキン ‐ テアの発症
がどの様な状況で発生しているのかインシデント報告書の調査とスキン - テアについて職員の意識調査を行い、
皮膚トラブルの実態把握と予防ケアに取り組んだ結果を報告いたします
方法
①

看護師・介護職の意識調査

②

インシデント報告の調査（H29 年度）

③

予防ケアの実施評価 患者 6 名

結果
スキン ‐ テアの理解度は看護職 12 名中 10 名が理解できていた。一方介護職は 15 名中 2 名のみであった。
スキン ‐ テア予防実践後では、看護職 12 名全員が理解したが、介護職は 6 名の理解という結果だった。スキ
ン ‐ テアに関連する昨年の年間インシデント報告は病院全体で年間 11 件であり、当病棟の発生は 4 件で特に
ケア時の発生という事が判明した。看護職・介護職に対して勉強会を実施し保湿剤や保護ケア等の予防ケアを
行った所スキン ‐ テアの発症は認めなかった。患者様の皮膚の状態としては乾燥、落屑、皮下出血、浮腫と
症状は様々であったが予防ケア後は改善されていた
考察
患者の行動やケア等で起こるリスクと皮膚の特徴を理解する事がスキン ‐ テアの発症予防になる。また知識
と技術を看護職・介護職がそれぞれ、実務内容に応じた学習を行い習得実践して行く事が必要である。今回の
予防ケアの取り組みは職員の行動を振り返る機会となり、スキン ‐ テアに対する意識を高める事が出来た。
更に日常的なケアを継続する事で、保湿剤や外力保護ケアによる効果が高まりスキン ‐ テア発症予防に有効
と考えられる
おわりに
今後も安心・安全な入院療養生活が送れる様、質の高い看護・介護の実践を目指して行きたいと思います
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医療安全・事故対策（2）

認知症患者様に対する誤薬防止に向けた業務改善の取り組み
内田病院
こばやし みき

○小林 美紀（看護師）
，内海 知加子，林 さゆり，春原 正志，宇田川 実，樋口 はるみ，田中 志子
【はじめに】
当院は、群馬県より認知症疾患医療センターの委託を受けた認知症の専門医療機関であり、入院患者の 6 割が
認知症高齢者の自立度ランクⅢ a 以上となっている。これらの患者は内服の自己管理が困難な場合が多いこと
と、多様な認知症状に対応できるよう様々な職種が病棟に配置されていることから、服薬に関するインシデン
ト・アクシデントがしばし発生していた。そこで、病棟を挙げて誤薬防止に取り組んだ事例を報告する。
【誤薬防止の取り組み】
まず、過去のインシデント・アクシデント報告書を分析し、配薬業務の作業手順の見直しを行った。食事と内
服を一緒に配るという方法を改め、一工程一作業という観点から食事と配薬を別々の工程とした。また、患者
の本人確認の方法について、名前が正しく答えられなかったり、ネームバンドを外してしまっているケースが
あるため、患者本人への確認だけでなく、他のスタッフに本人であることを確認するダブルチェックとした。
次に、病棟スタッフ個々人の意識を高めるため、薬剤の効能や患者の状態などをきちんと把握した上で配薬を
行うようにした。
さらに、病棟スタッフ全体で誤薬防止に取り組めるよう、インシデント・アクシデントの発生件数の目標値を
設定すると共に、エラーを経験した当事者が誤薬防止の必要性を訴えることで、共通認識を形成していった。
【結果】
取り組み開始直後は、手間や時間がかかるようになったため従来の方法に戻すべきとの意見もあったが、業務
という作業手段ではなく事故防止という目的をスタッフ間で共有するよう促していった。その結果、それまで
平均で月 3 件程度発生していたインシデント・アクシデント件数が、3 ヶ月後には 0 件となった。
【まとめ】
手順の見直しや注意喚起だけでなく、病棟全体で価値観を共有したことと、職種を問わず全員が同じ作業工程
を行うようにしたことが、エラーの発生防止につながったと考える。
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医療安全・事故対策（2）

透析室内の抜針事故防止に向けた取り組み
高田病院
きした まなみ

○木下 真奈美（看護師）
，折小野 理恵，中﨑 千佐代，大久保 友美，増永 紀奈，稲森 玲奈，西別府 愛，
三反田 美保，萩原 隆二，髙田 昌実
【はじめに】
当院透析室では、平成 29 年度において透析中の抜針事故が 4 件発生した。
今回、安全な透析を行っていく為の取り組みを行ったため以下に報告する。
【研究方法】
期間：平成 29 年 11 月～平成 30 年 3 月
目的：安全に透析を行う為の拘束アセスメント方法の確立
対象：透析中何らかの方法で拘束、または抜針予防対策を行っている患者さま 15 名
経緯：透析中の抜針事故の発生あり。
方法：①回路の固定方法の検討
③拘束観察シートの見直し

②患者さま個々に応じた拘束方法の見直し
④拘束観察シート使用基準の見直し

⑤スタッフへのアンケート
【結果】
現在抜針事故の発生はなし
【考察】
認知症のある透析患者さまの増加と事故防止に対するスタッフの意識が低かった
ことも原因としてあり、その向上が実感できた部分もあった為、
有効であったと考え今後も継続していく必要がある。
それに加えて、個々のスタッフが危機意識を更に高めることで
継続した取り組みの必要性を理解していくことが求められる。
【まとめ】
透析患者さまの高齢化・認知症患者さまの増加により抜針事故が急増している背景がある。
抜針事故は患者さまの生命に直結する重大事故である為、当院でも安全に血液透析治療が
行えるよう日々の業務に取り組んでいく。
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医療安全・事故対策（2）

患者、介助者の安全・安心を目指した業者との連携
～患者衣の改良を通して～
南高井病院 看護部
うらた みゆき

○浦田 みゆき（看護師）
＜はじめに＞
当院は障害者病棟 120 床、医療療養病棟 180 床、介護療養病棟 53 床の合計 353 床を有する慢性期病院であり、
介護療養病棟の患者の平均介護度 4.15、入院患者の平均年齢 78.69 歳、更に四肢麻痺、四肢拘縮を伴う患者も
少なくないという現状である。2013 年から 2017 年における当院のアクシデント件数は年平均 10 件あり、そ
の中で患者衣の交換・オムツ交換等の日常生活援助が起因していると思われる骨折のアクシデントは年間 1 ～
2 件発生している。麻痺や拘縮の強い患者においては、着脱時の患者及び介助者双方に身体的・精神的負担が
係ると分析し、スムーズな患者衣の着脱により、事故の未然防止や職員の負担軽減ができないかと考え、患者
衣の積極的な改良を業者と協力・連携した。その取り組みを報告する。
＜患者衣改良への動きと導入＞
2016 年 12 月から医療介護事故防止対策委員会や介護主任会議、総務課担当者を中心に着脱をスムーズにでき
る患者衣の検討を始める。2017 年 3 月、業者との面談を開始。4 月、サンプル 1 号が完成、使用時の状況など
を各病棟にて検討し、業者との面談を重ねる。6 月、サンプル 2 号完成、再度病棟での試着と検討。その後も
患者衣の材質や色・ボタンの数など、何度も業者と検討し、2018 年 10 月、患者衣が完成する。業者から、今
回のモデルのカタログ掲載が決定したと連絡がある。総務課の協力も受け、金額や洗濯方法について最終調整
を行い、2018 年 3 月導入の運びとなる。
＜まとめ＞
改良患者衣導入から半年。今年度、日常生活援助が原因と考えられる骨折は発生していない。採用期間が短
いため効果を検証するには至っていない。しかしながら、患者・家族・職員からスムーズな着脱ができている
と意見がある。今後、対象患者には積極的に提供し、日常生活援助の中での安全性や精神的不安の除去などの
効果を確認していきながら、事故の未然防止及び業務改善にも繋げたい。
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医療安全・事故対策（2）

リハビリテーション部における危険予知トレーニングの効果の検証
1 サザン・リージョン病院 リハビリテーション部，2 サザン・リージョン病院 医療安全管理部
かわむら あきほ

○河村 秋穂（理学療法士）1，浜崎 愛 1，西 綾子 1，徳冨 健太 1，内田 大介 1，今村 潤 1，野添 大樹 2，
東垂水 明子 2，牧角 丞治 2，牧角 寛郎 2
【はじめに】当院リハビリテーション部では、より早く気付くリスク感性を磨くことを目的に平成 26 年より
毎月 1 回危険予知トレーニング（以下 KYT）を行っている。今回、
「イラストによる KYT」を行ったことに
より、危険予知できなかったインシデントの発生状況にどのような影響があったか検証したので報告する。【方
法】平成 26 年から実施した「イラストによる KYT」の内容を A：
「表皮剥離」
、B：
「転倒・転落」
、C：
「連携・
連絡」
、D：「点滴等のチューブ抜去」の 4 項目に分類し、その内容の分析を行った。さらに、KYT を実施し
たことにより、A ～ D の項目に関する危険予知できなかったインシデント件数の変化について評価を行った。
【結果】
「イラストによる KYT」を実施した内容は A：6 件、B：14 件、C：11 件、D：0 件であった。B の実
施回数が多かったのは、その発生要因が多岐に渡るため、様々な視点から考える力を養うトレーニングが必要
であると考えた結果であった。D については、日ごろから看護部と合同で勉強会を行っているため KYT 実施
には至っていない。危険予知できなかったインシデント件数については、KYT を実施する前の平成 25 年と実
施して 4 年目の平成 29 年を比較したところ、A は 13 件と 11 件、B は 10 件と 3 件、C は 4 件と 1 件、D は 1
件と 1 件と減少傾向であった。
【考察】B の「転倒・転落」については、より早く気付くリスク感性を習得で
きたこと以外に KYT への取り組みが契機となり、インシデントが発生する前に未然防止の観点からマニュア
ル等を作成することができた。一方、A の「表皮剥離」については、KYT 実施後も同一患者で発生するなど、
インシデント発生後の振り返りと医療者間での情報共有が十分行われていなかったことが示唆された。よって、
今後の課題は、実際に予知できなかったインシデントも KYT に取り入れていくことで情報の共有化を図り、
再発防止と未然防止の強化に努めていきたい。
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医療安全・事故対策（2）

療養型病棟での転倒・転落の実態と分析
上曽根病院 看護科
にしむら ようこ

○西村 洋子（看護師）
，佐々木 美枝，豊田 裕美，重見 高子
[ はじめに ]
転倒・転落は療養上身近な問題である。療養型病棟の性質上、長期入院患者が多い。様々な対策を行っていて
も転倒・転落のインシデント・アクシデントは発生する。そこで転倒・転落事故を減少させる為に、今までの
転倒・転落の事故報告書の分析、病棟スタッフヘの転倒・転落に関するアンケートの実施、転倒・転落アセス
メントシートを使用しての患者の評価を実施した。結果、自部署の転倒・転落についての傾向が明らかになり、
今後の転倒・転落事故防止に向けての取り組みを行った。
[ 方法 ]
1.

アンケート調査の実施期間 : 平成 29 年 10 月 16 日～ 10 月 31 日対象者：4 病棟看護師 14 名、看護助手 6

名 アンケート項目：①病棟で転倒の可能性のある患者について
②その患者が転倒しそうだと判断した理由
2.

当病棟で発生した事故報告書のまとめを分析
期間：平成 25 年 4 月～平成 29 年 3 月

3.

当病棟の患者を転倒・転落アセスメントシートを使用して評価
対象者：当病棟入院患者 36 名

[ 結果 ] アンケート調査では、当病棟で「患者が転倒しそうだと判断した理由」の項目では「認知症」と「過
去に転倒したことがある」
、
「下肢の筋力低下」があげられた。. 事故報告書の分析では、転倒・転落事故の発
生が 5 年間に 31 件で、発生場所は病室が 21 件。時間帯は日勤、夜勤ともに差はなかった。状況は、
「患者が
転倒しているのを発見」が 14 件、
「トイレに行こうとして」が 4 件あった。転倒・転落アセスメントシートの
評価では、入院患者 36 名に評価した結果「見当識障害がある」31 名、
「認知症病名がある」17 名、
「過去に転
倒したことがある」18 名、
「年齢による筋力低下、ふらつきがある」13 名であった。
[ 考察 ] 今回の調査結果で「転倒 ･ 転落」と「認知症」は関連づけて考えなければならない事が分かった。未
然に転倒・転落を防ぐ為には患者の転倒歴や現在の歩行状況、理解力を把握し対応していかなければならない
と考える。
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医療安全・事故対策（2）

安全・安楽なトランスファーを目指して ～表皮剥離ゼロへの取り組み～
富家千葉病院 介護科
おがた ひとし

○緒方 均星（介護福祉士）
【はじめに】
介護の現場において職務のウェイトを大きく占めるのはトランスファー（以下トランス）である。
当病棟では透析患者様の送迎時や患者様の入浴時に、体格が大きい患者様や手足の麻痺、拘縮の強い患者様の
移乗を行う際に表皮剥離等のアクシデントが起きてしまうことも少なくない。またアクシデントのリスクを意
識し過ぎるがためにトランス時に患者様の身体を庇い介護士の身体に負担がかかり退職に繋がってしまうケー
スも見受けられる。
患者様と介護士、双方が安全・安楽なトランスの方法を確立し確実に行っていくことでアクシデントを回避し
尚且つ介護士の身体への負担が軽減できると考えこの課題に取り組むこととした。
【目的】
・トランス時の表皮剥離等の事故防止
・介護士の身体への負担軽減
【方法】
①院内の介護士にアンケートを取りトランスを行う際に不安に思う事や負担に感じること等の問題点や、起こ
りうるアクシデントを調査する。
②アンケート調査を元に問題に対応したトランスの方法を文献等から参考にし、実施する。
③実施後再度アンケートを取る。
【結果】
・問題点を挙げることでアクシデントが起こる背景を検証できた。
・ボディメカニクス及び患者様の状態に合わせたトランス方法を理解することが出来た。
・トランス時の環境整備、安全確認を必ず行うようになった。
・介護士の身体の痛みの訴えが減少した。
・移乗時のアクシデントの件数が減少した。
【考察・まとめ】
トランスの方法は介護士及び患者様の身体的特徴によって多種多様であり、誰しもが完全なトランス技術の習
得が出来ているわけではないということがわかった。介護士自らのトランス技術の向上及び患者様の状態を理
解し改善に努め、安全確認や環境整備を行うことでアクシデントを回避できると考えられる。今回の研究を活
かし、患者様と介護士、互いにより安全・安楽なトランスファーを目指していきたい。
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医療安全・事故対策（2）

術後せん妄ケアに対する看護師の意識調査～せん妄アセスメントシートを活用して～
堺温心会病院 看護部
ほんだ まゆみ

○本田 真由美（看護師）
，築城 律子
［目的］当病棟は、病床数４５床の一般病床で、整形外科、脳脊髄外科は昨年約１００症例の手術が行なわれ
ている。患者のほとんどが高齢であり、術後せん妄を発症し、チューブ類の自己抜去や術後の安静が守れない
などの問題があった。術後せん妄のリスクを看護師個々の経験や勘により判断し、看護介入を行っていたため、
判断基準となるせん妄アセスメントシートを作成し、術前からの看護介入への看護師の意識を高めることを目
的として調査した。
［方法］調査対象：３４病棟看護師全員調査方法：１）質問紙法でアンケート（平成２８年１０月）を行ない、
術後せん妄についての経験、理解度について調査を行なった。２）病棟内で術後せん妄の全体勉強会（平成
２８年１０月、平成２９年５月）を実施した。３）せん妄アセスメントシートを作成し、経過を術後せん妄フ
ローシートで観察していく事とした。４）２回目アンケート（平成２９年９月）を行ない、使用後の意識調査
を行なった。
［結果］せん妄アセスメントシート使用前のアンケート結果では術後せん妄リスクに対する判断基準が不明瞭
であったため予測が難しく、術前の予防ケア介入の意識は低かった。使用後は具体的な症状が把握しやすくな
り、細かい症状をチェックすることで注意して観察する意識づけができ、看護師の術前からの予防ケアに対す
る意識が高まった。
［考察］術後せん妄に対して看護ケアを行なうためには術前からの関わりと、リスクに対するアセスメントが
必要である。アセスメントを基に必要な看護介入を術前から行なう事で予防ケア、危険な事故に繋がる せん
妄症状に対応しやすいと考える。今回の調査で細かい症状を明瞭にした事と、具体的な看護計画があった事で
術後せん妄への看護師の意識の変化に繋がったと考える。
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医療安全・事故対策（3）

KYT（危険予知トレーニング）を用いた医療安全教育
～医療安全に対する意識の変化～
高田病院
ふじさわ りか

○藤沢 理華（看護師）
，尾立 絵梨香，四郎園 繭，石井 美紀，成枝 真紀，萩原 隆二，髙田 昌実
【 はじめに 】
医療安全は、患者と医療者の双方にとって非常に重要な課題である。これまでも、多くの対策を講じられ、そ
れなりの成果は上げられているが、今なお医療事故がなくならないのは実情である。
【 背景と目的 】
当病棟は、薬剤・転倒転落・チューブ類抜去など同じようなインシデント・アクシデント件数が多く発生し、
病棟内での医療安全教育が必要と考えた。KYT の取り組みを行う事で危険予知能力の向上、インシデント・
アクシデント件数の減少を期待し、スタッフの医療安全に対する意識・行動の変化を報告する。
【 期間と方法 】
期 間：2017 年 9 月～ 11 月（KYT の実施は週１回、木曜）
方 法：医療安全に対する意識調査アンケートを KYT 開始前と 3 ヶ月間実施後の 2 回、実施し、集計・分析結
果を比較。
【 結果・考察 】
KYT 開始前と３ヶ月間実施後の発生件数比較結果はインシデントが 0.9％減少、アクシデントが 40％減少、
転倒・転落が 34％減少となった。アンケート結果は、KYT3 ヶ月間実施のスタッフの行動・意識の変化として、
医療安全に関する自己学習、研修参加をしたスタッフが 72％へ増加傾向となった。医療安全に対する意識付
けが出来た、お互いの声掛けが増えたといった意見やカンファレンスや情報共有が以前よりも意識して出来て
いるという回答が得られた。KYT 実施により、いつ自分が当事者になるかも、という危機感をスタッフが周
知し、共有することで患者安全を前に進めるための第一歩になったと考える。
【 まとめ 】
どのような状況や背景で、ミスを起こるのかを知ってこそ、個人や組織は対策が立てられる為、実際にあった
事例から発生要因を整理し、情報共有する事は重要である。スタッフの危険予知能力が向上、医療事故の減少
に繋がる医療安全教育の継続が今後の課題である。
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医療安全・事故対策（3）

スマホ使用者の高齢化～セラピストが考える「歩きスマホ」による事故の危険性～
浜寺中央病院
やました たつや

○山下 達也（理学療法士）
，大森 裕樹，新谷 英夫
［背景］
近年、
「歩きスマホ」による事故が問題視されている。事故報告の割合は 10 ～ 40 歳代で 7 割を占めるが、60
～ 79 歳のスマートフォン ( 以下スマホ ) の普及率も著しく、今後は高齢者の事故の増加が予想される。公共施
設では注意が喚起されるも事故報告は増加する一方であり、今回「歩きスマホ」による年代別の歩行への影響
を検証した。
［目的］
「歩きスマホ」による年代別の歩行への影響。
［対象］
健常成人 50 名。（20 歳代 19 名・30 歳代 11 名・40 歳代 10 名・50 歳代以上 10 名、平均 36.3 ± 13.2 歳）
［方法］
4 課題の歩行時間を測定し、年代別に各課題間の歩行時間の変化率を比較した。課題 A は屋内 10m 快適歩行。
課題 B は課題 A に加え被検者の周囲に 4 名のスタッフを配置し、対象者に並行させた。課題 C は課題 A にス
マホ操作を行わせた。課題 D は課題 B と C を同時に行った。スマホ操作は文章作成画面で文字入力を反復した。
統計処理には対応のあるｔ検定、Kruskal-Wallis 検定を用いた。
［結果］
各課題の平均時間は、課題 A は 7.29 秒、課題 B は 7.19 秒、課題 C は 9.45 秒、課題 D は 8.57 秒であった。変
化率では課題 C と A、課題 C と B を比較した際、20 歳代と 50 歳代以上、30 歳代と 50 歳代以上において有
意差を認めた（p ＜ 5％）
。課題 D とその他の課題間の年代別歩行時間の変化率には有意差を認めなかった。
［考察・結論］
歩行時にスマホ操作を行う事で、スマホへ注意が集中し歩行時間が延長したと考える。また、50 歳代以上で
はそれらが顕著であった。スタッフを配置した課題では、環境に依存した事で各年代共に歩行時間が短縮し、
周辺環境が快適歩行を乱す事が示唆された。今回、高い年代においてスマホ操作が歩行に影響を及ぼすことが
明らかとなったが、高齢の障害者ではより影響が及ぶ事が予想される為、更に検証を進めたい。
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医療安全・事故対策（3）

A 療養棟における医療安全への取組み
～患者間違いによる誤薬ゼロを目指して～
流杉病院 看護部
たにかわ かおり

○谷川 かおり（看護師）
，酒井 ひで子，福田 由利子
【はじめに】当院では「看護、介護の質の向上及び安全な看護、介護を実践するための安全風土を根付かせる」
を目的とし、平成 28 年 4 月から看護部医療安全対策委員会による研修会にてＫＹＴトレーニング、ＲＣ A 演
習を行いスタッフの意識改革を行った。
当療養棟では患者間違いによる誤薬のインシデント報告があった。誤薬は薬の内容や量によっては生命に重
大な危機を及ぼすことになり、決して起こってはならない事で、確実に与薬することを目指し、カンファレン
スにて検討し、改善策に取り組んだので報告する。
【方法】インシデントレポートをもとにその都度カンファレンスを行い各問題点に対する改善策を考え実施し
た。
【結果】患者間違いによる誤薬は平成 28 年度 4 件から平成 29 年度 1 件に減少した。
【考察】看護部医療安全対策委員会による研修を受ける前まではインシデントレポートの書き方や正しい意味
を理解できておらず、また記名提出だったため始末書のようなイメージをもつスタッフが多かった。そのため
一年間のインシデントレポート数は入院患者数× 3 と言われている中、当療養棟では入院患者 66 名に対して
平成 28 年度は 110 件と少なかった。看護部医療安全対策委員会の取り組みによりスタッフの危機意識が高ま
り当療養棟でのインシデントレポート数は平成 29 年度 190 件と増加した。このことからインシデントの情報
を共有して対策の周知徹底に取り組むことの重要性をスタッフが認識したと考える。
誤薬を防止するために療養棟スタッフでカンファレンスを重ね検討することで防止システムが徐々に確立し、
またスタッフの与薬に対する意識改革ができたのだと考える。しかし誤薬は現在もゼロではないため今後も危
機意識を持ちつつ確認作業の習慣を定着させ誤薬ゼロを目指していかなければならない。
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医療安全・事故対策（3）

チームステップス導入でチーム力を上げコミュニュケーションエラーを減らす
温泉リハビリテーションいま泉病院
いしざか じゅんこ

○石坂 純子（介護福祉士）
，山口 未佳，中島 葉子，𠮷田  憲一郎
背景
当病院の介護保険病棟では看介護が協働する業務が多く , コミュニケーションエラーからくる小さなミスが起
こりやすく事故に繋がりやすい現状があった . そのためチームステップスを当病棟に合わせた方法で検討し実
施した結果 , チーム力が向上したので報告する .
目的
チーム力を高めコミュニュケーションエラーを減らす
方法
期間 :2015 年 4 月～ 2018 年 4 月
対象 : 介護保険病棟の看護師 ･ 介護士
方法 :1）申し送り後 , 看介護のリーダー間で本日のポイントを確認
2）看護と介護に別れ各リーダーから申し送りのポイントと各自の当日業務の留意点を聞き復唱して確認する
3）業務終了後 , 各自リーダーに報告をする
4）アンケート調査実施 (2018 年 5 月 7 日～ 11 日実施 , 看護師 13 名 , 介護士 17 名 , 回収率 90％ )
結果
業務が煩雑の中「情報が正確に伝わらず違う解釈をされる」「
, 思い込みで判断する」「
, 言いたい事が言えない」
などコミュニュケーション不足から事故に繋がるリスクがあった . そこでこの流れを 3 年間実施したアンケー
トの結果 , 以前よりチーム力が向上し , コミュニケーションエラーも減ってきた . 情報共有することで患者の状
態を把握しやすく 1 日の仕事のポイントが分かる . 分からないことをその場で確認するようになった . また復
唱することでヒヤリハットの予防につながった . 更には声掛けしやすい雰囲気となり , 協力体制が強化され業
務が円滑に進むようになった .
また中途採用や異動してきた職員も , 自分の役割が明確で業務に取り組みやすいという評価だった .
考察
チーム力が向上した理由は . チームステップス導入で , 看介護それぞれの業務の役割を明確にし , 患者情報及び
仕事の留意点を病棟全体で相互理解できたことだと考える . 更には状況判断も統一できコミュニケーションエ
ラーの減少に繋がった .
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医療安全・事故対策（3）

ヒヤリハット報告書導入はヒヤリハット報告件数の増加と事故発生予防につながるか
多摩川病院
みうら あずみ

○三浦 亜純（作業療法士）
，中山 由紀子，徳嶋 愼太郎
はじめに
厚生労働省は平成 12 年に「リスクマネジメントマニュアル作成指針」を提示し、翌年に「医療安全対策ネッ
トワーク整備事業（ヒヤリハット事例収集等事業）
」を開始し、医療安全対策においてヒヤリハットが重要視
されてきた。
平成 27 年、当院リハビリテーション部において、転倒転落事故が複数発生した。ハインリッヒの法則により、
重大事故の予防にはヒヤリハット報告の向上が関与すると考え、対策の一つとして積極的なヒヤリハット報告
の強化を考えた。
そこで従来の事故報告書に加え、新規にヒヤリハット報告書を導入し、ヒヤリハットの増加やレベル 2 以上の
事故件数の減少に繋がるかを調査した。
方法
平成 27 年度に従来の事故報告書に記載された事故発生件数と平成 28 年度にヒヤリハット報告用紙導入後の両
報告事故発生件数の比較を実施した。効果判定は導入前後の全ヒヤリハット件数と事故の種類別件数の変化、
レベル 2 以上の全事故件数と事故の種類別件数の変化とした。統計処理は統計解析ソフト R を用い、導入前
後の発生件数の比較にχ ² 検定または Fisher の正確検定を実施し、有意水準は危険率 5％未満とした。
ヘルシンキ宣言に則り、個人情報に配慮し分析を行った。
結果
リハ業務に関わる報告件数は導入前 84 件（レベル 0 は 12 件、レベル 1 は 49 件、レベル 2 は 11 件、レベル
3a は 12 件）、導入後は 171 件（レベル 0 は 105 件、レベル 1 は 37 件、レベル 2 は 15 件、レベル 3a は 13 件、
レベル 3b は 1 件）であった。
ヒヤリハット件数（導入前 61 件、導入後 142 件）に有意差を認め（p ＜ 0.05）
、種類別では転倒転落件数（導
入前 14 件、導入後 52 件）のみ有意差を認めた（p<0.01）
。レベル 2 以上の事故件数においては有意差を認め
なかった（p ＝ 0.6138）
。
考察
ヒヤリハット報告書の導入はヒヤリハット報告件数の増加に繋がった。今回の調査においてはレベル 2 以上の
事故件数の減少は見られなかったが、引き続き報告を強化していく必要があると考える。
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医療安全・事故対策（3）

入浴に関する皮膚剥離ゼロを目指して
～保護布・入浴ノート・ミーティングの実施～
きせがわ病院 看護課
かんだ ゆきえ

○神田 幸栄（看護師）
【はじめに】
平成 28 年 1 年間のインシデント集計結果、当病棟の皮膚剥離 ( 以下剥離 ) 件数は前年の 17 件から 56 件に増
加した。56 件を分析した結果、最も多く発生した場所は入浴前後の車いす移乗及び入浴介助時の更衣など入
浴に関する件数が 32 件、全体の 57％を占めており今後の入浴に関わる不安が生まれた。そこで、入浴業務改
善チーム（以下チーム）が中心となり剥離発生を防ぐ取り組みを開始した。
増加の原因を探るため病棟会議で報告し、職員より「増加していた自覚がない」
「みんなで防ぐことを考え
なくてはいけない」などの意見があり、32 件の剥離状況と再発防止策の確認・検討を職員個々で行った。記
述式で提出し意見をまとめたところ、剥離の発生要因を抽出することができ、3 つの対応策を一年間実施した
結果、剥離発生件数が減少したので報告する。
【発生要因】
・車いす移乗時患者手肘が肘掛けにぶつかりそうになる。
・患者の手足が麻痺により垂れ下がり抱えにくい。
・患者個別の注意点が職員により違う。
・入浴前に患者情報の共有なく介助が始まる。
・職員同士注意しあうことがない。
【対応策】
① 移乗時には職員が抱えやすいように、また、患者が車いすに接触しないよう
頭以外を大きな布でくるむ。保護布を使用
② 患者個別の注意点を記入した入浴ノートを作成
③ 入浴介助前には介助者全員で入浴ミーティングを実施
対応策実施期間：平成 29 年 1 月～平成 29 年 12 月
対応策実施経過：平成 29 年 1 月剥離 1 件 2 月 3 月剥離なし 4 月剥離 1 件 5 月～ 12 月剥離なし
【結果・まとめ】
2 件の剥離があったが前年の 15 分の 1 に減少することができ、3 つの対応策は当病棟において
剥離予防に有効であったと考える。今後も継続し患者の安全を考える病棟でありたい。
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スキンケア（1）

高齢者のスキンケア方法の検討
堺温心会病院 看護部
どい かな

○土井 佳奈（看護師）
，宮本 琴美，牧 秀代
[ 背景・目的 ] 高齢者の皮膚は菲薄で乾燥傾向にあり、わずかな刺激でも表皮剥離や水疱形成、内出血などの
スキントラブルが起こりやすい。当病棟においても、寝たきり高齢患者が過半数を占め、軟膏塗布や皮膚保護
カバー着用などを行い、スキントラブル防止に努めている。今回、高齢者の皮膚乾燥に着目し、皮膚乾燥を防
ぐことで様々なスキントラブルの予防につながるのではないかと考え、皮膚水分量と皮膚油分量の測定を行い、
皮膚乾燥を予防する為にどのようなスキンケア方法が有効であるかを検討した。
[ 方法 ] 対象患者に保湿剤を 1 ヶ月間塗布し、介入前後の皮膚水分量と皮膚油分量をスキンチェッカーを用い
測定、対応のある t 検定で評価する。保湿剤はワセリンとオリーブオイルを使用し、保湿剤の種類や塗布間隔
の比較をした。
[ 結果 ] ワセリン週 2 回塗布群においては、ワセリン塗布前と有意差はみられなかったが、ワセリン毎日塗布
群においては、水分・油分量ともに効果がみられた。ワセリン塗布群とオリーブオイル塗布群では、水分・油
分量共に有意差はみられなかった。
[ 考察 ] 保湿効果を得るには毎日のスキンケアが必要であり、週 2 回のスキンケアでは十分な保湿効果が得ら
れないことがわかった。ワセリン塗布群とオリーブオイル群では、有意差はみられなかったが、オリーブオイ
ルには肌に本来含まれている保湿成分であるスクワレンが含まれており、ワセリンよりも伸びがよく塗りやす
いという面からも、皮膚脆弱な患者にはオリーブオイルのほうが有効であったと考えられる。研究の結果から、
日々のスキンケアが大切であり、継続したケアができる体制作りや、患者個々の状態に応じた保湿剤の検討を
行っていく必要があると考える。
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スキンケア（1）

発汗の多い患者の皮膚トラブルの軽減減少を試みて
加治木温泉病院
よしき あやか

○吉城 亜矢香（介護職）
，中村 敦，中村 絵美，東堂園 一矢，松元 奈美子，堤 京美，新本 紀子，髙田 昌実

【はじめに】
介護療養型医療施設では、寝具調整や空調管理を行っているにも関わらず、発汗量が多く疾患や加齢により体
温調節が困難で湿疹等の皮膚トラブルを繰り返す患者がいる。これらにより患者個人に合わせた寝具環境の調
整が必要と考え、実施したことにより、発汗や皮膚トラブルが減少した為ここに報告する。
【研究期間及び方法】
期間 ・平成 29 年 9 月中旬～平成 29 年 11 月末。
方法 ・現在の寝具調整を基に皮膚の状態を数値化しデータ収集を行い、身体に触れる場所や寝具素材の検討・
比較を行い患者個人に適切な寝具の準備・調整を行う。
対象者 ・病棟の患者２名
【結果】
症例 1 A 氏は、開始時腋窩の肌水分量が膝下・背部の約 2 倍あり、発赤や湿疹等が顕著に見られた。10 月 19
日より寝具素材変更を行ったところ、肌水分量は、腋窩 -38.8％、背部 -11％、臀部 -23.1％、膝窩 -11.9％となっ
た。湿疹等は見られず発赤も減少した。症例 2 B 氏は両上肢が拘縮しており、腋窩が密着している状態で発赤
が顕著に見られた。腋窩の肌水分量は背部・臀部・膝下の 2 倍であった。同じく途中で寝具調整を行ったとこ
ろ、腋窩 -5.1％、背部 -5.6％、臀部 -11.3％、膝窩 -15.2％となり腋窩の発赤は減少した。しかし肌油分において
腋窩だけは +4.7％の増加となった。
【考察】
患者個人に適した寝具の準備や調整を行うことが、皮膚トラブルの軽減につながると考える。また、職員が寝
具調整の機能・重要性を理解していると、患者家族に寝具の準備や調整の重要性を情報として提供することも
可能である。寝具調整は有効的な対処法であるが、一部では通気性の向上が見られず、今後の寝具調整の検討
が必要であると考える。
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スキンケア（1）

スキンケアの見直し
～ワセリンを工夫してみた結果～
北九州若杉病院
まきた よしこ

○牧田 美子（看護師）
，横瀬 裕司，上田 麻子
【はじめに】
当病棟の入院患者のうち約 7 割が 65 歳以上の高齢者である。そのほとんどに皮膚乾燥があり、保湿を目的に
ワセリン又はオリーブオイル塗布を実施していたが、四肢の落屑や表皮剥離が発生している状況は改善されて
こなかった。
そこで、適切な保湿ケア方法を統一し、皮膚乾燥の改善、保湿ケアに対するスタッフの意識の向上、ケアの質
の向上を目的とし当研究を行った。
【研究方法】
期間：平成 29 年 4 月 1 日～ 8 月 31 日
対象：当病棟の 65 歳以上の全患者
分析、実施方法：
①四肢の視覚的皮膚乾燥の有無
②四肢中央部の皮膚の水分値を水分計にて測定
（取り組み開始前・6・12 週目）
③入浴・清拭後にローション状に融解したワセリ
ンを四肢に 10g 塗布（ワセリンの融解後の品質の
問題はなく、融解後の再使用は可能であることを
業者に確認した）
塗布方法；ワセリンを手掌に取り馴染ませ四肢の皮溝に沿って塗布
④スタッフへのアンケート調査
【結果・考察】
セラミドなどを含有した保湿剤を使用する選択肢もあったが、比較的安価で安全に使用できるワセリンを使用
することにした。ワセリンを融解したことで伸びが良く皮膚の摩擦抵抗感が減り、心地いい使用感が得られた。
また患者・家族から「温かくて気持ちいい」
「皮膚がきれいになった」との肯定的な意見が聴かれた。肉眼的
にも皮膚の張りが見られるようになり皮膚乾燥や落屑は減少し、皮膚の水分値はほとんどの患者で上昇した。
スタッフそれぞれの感覚であった使用量や手技を統一したことで保湿能は上昇し皮膚の乾燥は改善することが
できたと考える。
【結論】
融解したワセリンを使用した保湿ケアは、塗布効率が上がり肉眼的にも結果が出たことはスタッフの保湿ケア
に対する満足感、意識向上にも繋がった。今後もワセリンを用いた保湿ケアを継続していくことが必要である。
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スキンケア（1）

フットケア導入の啓蒙活動について
原病院
うしづ えみ

○牛津 恵美（看護師）
，服部 弥生
[ はじめに ]
当院では 2016 年 5 月よりフットケア委員会を立ち上げ、透析患者を対象としたフットケアを行っている。こ
のフットケアをきっかけに当病棟スタッフの知識や意識向上に向けた取り組みと在宅へ向けた患者家族への指
導や援助の取り組みについて報告する。
[ 実施方法 ]
・スタッフへの勉強会
・フットケアシートを用いての観察
・患者へのケアの実施（足の観察・爪切り・保湿など）
・スタッフへのアンケート
・患者への指導
[ 結果 ]
観察シートを使うことで統一した観察を行うことができた。3 度の勉強会を行った後のスタッフへのアンケー
トでは、意識と知識の向上に有意差が出て、観察・ケアの充実につながった。
フットケアでの観察だけでなく、保湿や爪切りなどのケアまで実施するスタッフが増えた。
足病変を繰り返しやすい患者家族への指導や援助を行った。
[ 考察 ]
今回、足観察の意識づけの取り組みとして、病棟内すべての患者へフットケアを行い、すべてのスタッフが観
察できるよう、ヘルパーも看護師とともにフットチェックを行った。その結果、フットチェックの時だけでは
なく日常で行う足浴時や入浴介助時も足の観察に対する意識づけができ、足への関心が高まった。フットケア
の目的はリスクの評価と病変発見であり、このことを踏まえて患者や患者の家族へのフットケアについて話を
行い、観察方法や保湿などケアの指導を行うことができ、フットケアに対する理解が高まった。
[ 終わりに ]
フットケアとは手段であり、小さな異常の発見こそ重要である。そのため「何かおかしい」と思う感性を啓蒙
活動を通してスタッフや患者および患者家族へ継続して養っていきたい。
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スキンケア（1）

ハッカ油による手指消臭の効果
高田病院
おおさこ やよい

○大迫 弥生（看護師）
，猿渡 咲子，穂満 奈見，生見 優，阿久根 圭子，朝沼 亜由美，萩原 隆二，髙田 昌実
【はじめに】
当院には胃管や気管カニューレの自己抜去予防のため、やむをえず長期間ミトンを必要とする患者がいる。ミ
トン装着による発汗や発汗に伴いムレが生じて手指悪臭が出現している患者もいる。当院で口腔ケア時に使用
しているハッカ油に消臭作用があることから、手指消臭効果も期待できるのではと考え、実際にハッカ油使用
による手浴・清拭を行い、手指消臭の効果を得られたためここに報告する。
【研究方法】
期間：平成 29 年 10 月～ 11 月
対象：ミトン使用中の患者さま 2 名
方法：①ハッカ水を作るための濃度についてアンケートを行う。
（文献より、0.01%・0.03%・0.05% の濃度より選定。事前にパッチテストでの確認済）
②ハッカ水による手浴・清拭の実施。
（手浴：15 時 / 日、清拭：拘束観察時間 6 回 / 日）
③手浴・清拭前後の臭気強度の確認。
（環境省より、6 段階臭気強度表示法を活用）
④研究期間終了後の感想をスタッフにアンケートする。
【結果】
2 名の患者さまの開始時臭気強度は違ったが、どちらも日を追うごとに徐々に臭気強度の低下がみられ、10 日
目以降は無臭に近くなった。消臭効果ありと考える。
【考察】
消臭効果の他にも血行が促進し拘縮予防に繫がり、また患者さまとのコミュニケーションも増え拘束時間を短
縮することもできた。手浴は準備や片付けに手間がかかり、スプレー清拭は手軽に行えたが夜間実施は患者さ
まに負担だったと思われる。
【まとめ】
ハッカ油使用による清拭・手浴はどちらも消臭効果がみられた。手浴より 1 日に数回行う清拭の方が持続的な
消臭効果が得られやすかった。今後の課題として患者さまの負担にならない実施時間の検討が必要である。
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スキンケア（1）

患者の足を守るための仕組み作り
～係活動を通して取り組む～
清恵会三宝病院 看護部
しんがき さとこ

○新垣 さと子（看護師）
，梅沢 由美子
【はじめに】Ａ病棟では 2014 年から 2016 年にかけて透析を行う入院患者の CLI に対する処置実施率の増加を
認めた。これまでは、開院時から存在しているフットケア表を用い、観察や爪切り、足浴を行っていた。しか
し、十分な予防策には至っていなかった。PAD の予防、早期発見、CLI への移行を防止する為に、正しい知
識と技術の下にフットケアが実施できる為の仕組みが必要だと考えた。
【目的】フットケア方法を見直し、予防につながる仕組みを構築する
【方法】１．フットケア係の発足
悪化例の提示

２．人材育成

６．フローチャートの使用

３．フットケア表の見直し

４．勉強会の実施

５．下肢

７．レクレーション係との連携

【倫理的配慮】本研究は所属施設の倫理委員会で了承を得て実施した。知り得た情報は発表の際には匿名化し、
個人を特定できないよう配慮する。本演題は発表に際して開示すべき利益相反関係にある企業はない。
【結果及び考察】フットケア係を発足し、担当者が習得した正しい知識と技術をスタッフへ伝達することで情
報の共有やケア計画の立案、見直しを行う機会を作る事が出来た。フットケア表の見直しや変更により、きめ
細やかな観察項目を取り入れ見落としがちだった趾間の状態も観察することができた。勉強会で爪切りのデモ
ストレーションを行うことで、ニッパーを使用した正しい爪切りが可能となった。また、下肢観察悪化例を提
示することで、正常と異常が明確になった事は CLI の早期発見に繋がったと考える。さらに、結果をフロー
チャートに載せることで、個別性に応じた間隔で効果的にケアの実施が出来た。レクレーション係と連携する
事で「足浴の日」を設け、足観察を行う場が増えた。
【結論】フットケアを実施する仕組みを構築することで１，情報共有、責任の所在、役割が明確となった。２，
知識技術の習得は正しくフットケアを行うことに繋がった。
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スキンケア（1）

頻繁に胃瘻刺入部から注入漏れを起こす患者における白湯の工夫
～トロミ粉を使用し漏れ具合を調節して～
平成記念病院 看護
ふくい めぐみ

○福井 恵（看護師）
●背景
経口摂取困難になった患者様に栄養を摂ってもらう方法のひとつに PEG( 経皮的内視鏡的胃瘻造設術 ) がある。
現在当病棟に ( 特に白湯時に）注入漏れが頻繁におこる方がおられ、それに伴う皮膚トラブルが絶えず、今ま
で体位や固定方法の工夫、注入の時間や速度を変えたが改善しなかった。その際に白湯の粘調度が影響してい
るのではないかと疑念を持ち、今回とろみ粉の使用で注入漏れがどのように変わるのかを検証しここに報告す
る。
●目的
頻繁に注入漏れを起こす患者に対し白湯の粘調度の違いによる漏れ具合の変化を知る。
●対象
90 代女性で既往に多発性脳梗塞があり、11 年前に胃瘻造設している。ADL は C2 で、気管切開チューブ留置
があり意思疎通は困難である。BMI=26.2㎏ /㎡でやや太め体型であり、注入メニューは注入食ペースト 200ml
× 3 回 / 日と白湯 150ml × 3 回 / 日で今まで嘔吐などのトラブルはない。
●方法 注入量は変更せず①白湯のトロミ無し②トロミ 0.75%( ﾄﾛﾐ粉 1.1g)、③トロミ 1.5%( 同 2.2g) の 3 種類に
分け 1 日 3 回それぞれ 1 週間づつ実施した。注入完了後 15 分経過時にチューブに巻いているこより・あてガー
ゼの重さを計測した。
●結果 方法で示したやり方①から③における、実際の重量を実施回数で割った平均値を以下に記す。
（こより
やあてガーゼの重さは予め除外する。
） ① 17.5g/ 回 ② 7.5g/ 回 ③ 1.1g/ 回
●考察 粘調度を上げた方が白湯よりも漏れにくい状態になることが具体的に数値化することで理解できた。
粘調度によって流動性が低く抑えられ、漏れの減少につながったと考えられる。今回の結果ではトロミ粉が有
効であったが、断定するには症例数、試行回数が少なく今後も検証が必要である。今回の結果を踏まえこれか
らは漏れを最小限に抑える選択枝の一つとしてトロミ粉の使用を考えていきたい。
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スキンケア（2）

関節拘縮のある患者の皮膚不快臭への取り組み
～はっか油での拭き取りを試みて～
信愛病院
よしだ さえこ

○吉田 佐枝子（看護師）
，太田 幸子，亀山 英子，堀川 翔，立花 エミ子，越永 守道
【はじめに】
関節拘縮は、周囲の皮膚の密着が慢性的に持続するため不潔になりやすく、そこに臭気を生じたり皮膚剥離な
どのトラブルをきたすことがある。我々は昨年の本学会において、ハッカ油の抗菌消臭効果が様々な分野で応
用されていることに着目し、ハッカ油の消臭効果が療養環境の改善に効果的であることを報告した。今回、長
期臥床患者の関節拘縮に伴う防臭や皮膚トラブルにハッカ油の拭き取りの効果を検証したので報告する。
【目的】ハッカ油を使用し拘縮部の汚染防止、防臭効果、皮膚トラブルの予防効果を検証する。
【研究期間】2018 年 5 月 1 日～ 31 日
【研究対象者】手指、上肢の拘縮が顕著な 80 ～ 90 歳台の女性 5 名
【方法】
Ⅰ 事前にパッチテストを行いアレルギー反応の有無を確認
Ⅱ ハッカ油を浸み込ませた不織布で手掌、肘、腋窩の拭き取りを行った
Ⅲ ハッカ油の効果を明確にするため左側のみハッカ油による拭き取りを行った
Ⅳ 臭いの評価はスタッフ 20 名によるアンケート調査にて臭気強度表示法６段階評価、不快度９段階として数
値化した
【結果】ハッカ油での拭き取りを行った結果、拭き取りを行っていない右側に比べ左側の臭いには明らかな軽
減を認めた。２名には臭いの変化がみられなかったが、3 名の平均臭度は手掌と肘では右側 3 に対し左側 1 へ、
腋窩では右側 4 に対し左側 2 へ明らかな防臭効果が認められた。また、平均不快度右側－ 2 に対し左側 0 へ改
善し、目立った皮膚トラブルも認めなかった。
【考察】
ハッカ油は菌の増殖を防ぐ作用があるとともに、含有するメントールには爽やかな香りと消臭効果がある。今
回の研究では、ハッカ油には拘縮部の防臭だけでなく湿軟や発赤も軽減することが観察された。また、ハッカ
のさわやかな香りが心地よいと家族からの感想も聞かれた。後遺障害としての関節拘縮は発生を予防できない
場合も多くあるが、これに伴う皮膚トラブルは適切なスキンケアにより予防可能であると思われた。
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スキンケア（2）

乾燥による皮膚トラブルを保湿によって防ぐ～作ってよかったヘイセイリンクル
山口平成病院
たかぎ まき

○髙木 真希（准看護師）
，立石 肇，深堀 麻衣子，寺本 かおる，河原 夏未
［背景］
当病棟の入院患者は平均年齢 84 歳と高齢でその皮膚は脆弱で皮膚トラブルが常に存在している。 皮膚保護目
的の為、ワセリン塗布処置を毎日行っているが患者からはべたつくと苦情があり塗布には時間がかかる。そこ
で私たちは化粧水を検討し作製（以下 HW：ヘイセイリンクル）した所今後期待できる結果となったので報告
する。
［目的］
患者の皮膚トラブルを防ぐため低侵襲・時短となる保湿方法を検討する
［対象］
皮膚トラブルを抱える患者 5 名の頭皮、顔、上肢、下肢
［方法］
3 種類の保湿剤を比較検討
1) 保湿剤の使用感を本人に聴取
2) 所要時間を測定比較
3) 皮膚の水分量、保湿持続時間を使用前後で比較
［結果］
1) 使用感はワセリンは塗りこむ際、摩擦が原因と思われる痛みの訴えや発赤が見られたが HS ではなかった
HW は冷所保存にした事で冷たいという苦情があった
2) 一回の塗布所要時間はワセリンが平均 3 分 4 秒 HW 平均 1 分 24 秒であった
3) 水分量は保湿剤使用前が平均 26.2％に対し、ワセリン使用 1 時間後は平均 29.2％と大きな差は認めていない
が HW 使用 1 時間後は平均 34.4％と水分保有効果を認める 5％、10％濃度の保湿効果に変化はなし 価格面に
おいても HW が低コストであった
［考察・結論］
ワセリン塗布後の発赤は血液循環が促進されたとも考えられるが摩擦が皮膚への侵襲となり皮膚ト ラブルの
原因になり得ると考える
一方 HW はスプレーで皮膚に吹きかけることで皮膚への負担が少なくまた時間短縮となり職員が容易にしよ
うすることができた
ワセリンと HW で保湿力に差が出た理由として角質層を整えるのが HW であり、ワセリンは角質層には浸透
せず表面に留まり角質層のバリア機能を保護する役割しか得られなかったことが原因と考える
結論
保湿剤を比較した結果 HW が使用感・保湿保有面において有意である事がわかった

第 26 回日本慢性期医療学会 in 鹿児島

7-2-3

スキンケア（2）

皮膚トラブル改善のための意識調査～事例を通してケアの課題を見出す～
外旭川病院 看護部
たかはし まみか

○髙橋 芙美香（介護福祉士）
，金田 和枝，渡部 大介，池田 美紀子
目的 :A 病院、療養病棟では高齢者が多く、皮膚障害や損傷のリスクが高い患者が多い現状である。今回、下
肢の痂皮化が著名で落屑や浸出液が多い患者の対応として、カンファレンスで問題として取り上げられていな
い現状を問題提議し、事例を振り返り意識改善と、皮膚トラブルを改善に導くための課題を明らかにする事を
目的にアンケート調査を実施した。方法 : 対象は、病棟の看護師 17 名、看護補助者 16 名。アンケートは、①
ケアの方法を検討する前、②ケアの方法を検討した後の２回アンケート調査を実施。自由記述を質的・帰納的
に分析した。倫理的配慮 : 家族には研究の同意を得ており、A 病院倫理委員会の承認を得ている。結果 : ①【皮
膚トラブルに気付いていたか】は「はい」が 32 名。しかし【いつ頃から】は「分からない」が 29 名。
「分かる」
と回答した 4 名も「1 年以内・9 ～ 10 月頃」と認識にバラつきがあった。
【皮膚トラブルに何か対応をしたか】
には「清拭、保湿、観察、
」等ケアの統一がされていなかった。皮膚トラブルに対しての認識の違いや観察力
の不足が明らかとなった。②皮膚トラブルをカンファレンスで検討。入浴を週２回に増やし、塗り薬も１日２
回に統一。
【皮膚トラブルは改善したか】は「はい」が 28 名、
【対応についての意識は変わったか】は「はい」
が 28 名、
「いいえ」が 2 名、未回答が 3 名だった。
【どのように変わったか】は、観察、報告、記録へ残すこ
との大切さが分かった、少しの変化でも気づけるようにしたい、すぐに対処しようという意識づけができた等
の回答が得られた。結語 : 今回、カンファレンスを活用し、医師を交えた多職種で情報共有した結果、薬剤と
ケアの方法を検討でき、改善に導くことが出来たと考える。今後の課題として、認識力や観察力・問題解決能
力を更に高めていく必要があると考える。
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スキンケア（2）

当院の長期療養中の高齢患者におけるスキン ‐ テア予防への取り組み結果
大原病院
にしの きょうこ

○西野 京子（看護師）
，井上 雅代，田中 友斗，塚本 晴之，辻岡 洋
【背景】
当院は、上下肢筋力が低下し全介助を必要とする長期療養中の高齢患者が多い。また、皮膚の脆弱な患者が多
く、平成 28 年度のインシデントで最も多かったのはスキン ‐ テアであった。そこで、発生リスクを減らすた
めに問題点を抽出し、どのような看護・介護が必要であるかを検討した。
【目的】
スキン - テアを起こさない。
【対象】
当院入院中のスキン - テア発生高リスク患者
【方法】
勉強会による知識・技術の習得
１．スキン ‐ テア高リスク患者のリストアップとベッドサイドへの明示
２．スキン ‐ テアの看護計画作成
３．予防ケアの実施
第１段階：ベビーローション
第２段階：ヘパリン類似物質油性クリーム
４．看護・介護職員による予防ケア実施状況の巡視
５．リスクの高い患者上位４名のケア実施前・後の角質水分量測定
【結果】
１．スキン ‐ テア高リスク患者は入院患者の約 60％だった。
２．最初は、ベビーローションを塗布していたが、皮膚乾燥はあまり改善されなかった。そこでヘパリン類似
物質油性クリームへと変更したところ、1 日 1 回の塗布でも皮膚乾燥の改善が見られた。
３．高リスク患者上位４名に、入院時から１週間ごとに両上腕・両下腿の角質水分量を測定したところ、上腕・
下腿とも平均値で入院時 29.7％、一週間後 33.8％、1 か月後 36.5％と上昇した。
【考察・結論】
勉強会で発生原因や対策を知り、高リスク患者の情報を共有し、スキン ‐ テアの看護計画を作成した。この
ことにより、全職員のスキン ‐ テア防止への意識が高まり、統一したケアが行え、発生時の対応も適切に行
えるようになった。
スキン ‐ テアの発生はスタッフの働く意欲を低下させる。
「知らなかった」
「仕方ない」と諦めずに、自分た
ちの提供している看護・介護に発生リスクを減らす効果があったことが実感ができれば、防止への意識が向上
し、よりよい看護・介護の提供につながると考える。
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スキンケア（2）

四肢拘縮患者の苦痛軽減につながるケアをめざして
～洗浄から拭き取りケアへの取り組み～
燿光リハビリテーション病院長崎県
かわちの かおる

○川内野 かおる（介護福祉士）
，吉永 しのぶ
【はじめに】四肢拘縮患者は関節の拘縮や可動域制限からケアに苦痛を伴う事が多い。そこで洗い流しがいら
ない清拭用拭き取りクリームを使用し、時間の短縮、患者の苦痛の軽減、在宅でも簡便なケアに取り組んだ結
果を報告する。
【研究方法】1. 期間

平成 29 年 4 月～ 12 月 2. 対象者

る対象の患者 5 名・病棟介護士 14 名

3. 方法

四肢拘縮があり、疼痛の表情及び訴えることができ

現状のケアとクリームを使用したケアを患者 5 名に実施。準備、

後片付け時間、ケアにかかる時間と表情、発語の記録、コスト計算を行い 2 つのケアを比較分析。ケアにかか
る時間については対応のある t 検定行い評価した。
【結果】1．現状のケアとクリーム使用したケアでは、最短 15 秒～最長 2 分短縮できた。フェイススケールも、
平均 3.8 点が 2 点に下がり、5 人の患者に皮膚トラブルは発生しなかった。

2．コスト計算とケアにかかる

時間の評価では、現状のケアよりクリーム使用の方が、約 40 円のコストダウンであった。ケアにかかる時間
を 対 応 の あ る ｔ 検 定 を 行 っ た 結 果、T ク リ ー ム を 使 用 し た 群 が 時 間 の 短 縮 に 繋 が っ た。
（P ＜ 0.05）
【考察】拘縮した部分を無理に広げることなくクリームを塗布し拭きとることは、高齢者の脆弱な皮膚を守る
ことに繋がる。また在宅介護でも、コストが低額で簡便なケア方法は、介護者にとって負担がかからないので
はないかと考える。
【結論】1）清拭用拭き取りクリームを使用するケアは、患者の苦痛の軽減に繋がることが示された。2）お湯
とボディソープを使用するケアよりもコスト面で削減できる。3）コスト面が低額で準備の必要ない簡便なケ
ア方法は、在宅介護においても、薦めることができる。 4）清拭用拭き取りクリームを使用することは、高
齢者の脆弱な皮膚を守る事に繋がる。
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スキンケア（2）

爪切り困難な患者さんの爪のケアを試みて
新札幌パウロ病院
さいとう ひろみ

○齋藤 洋美（看護師）
【はじめに】
私達は昨年、白癬菌感染のため爪が硬く肥厚・変形し、爪切り困難な患者さんの爪切りを保 湿して軟らかく
してから行おうと考え、白色ワセリン（プロペト）を塗布してケアを行った。その結果、切りにくかった爪が
切りやすくなり、安全でスムーズな爪切りを行う事ができた。また、白癬菌に感染した爪の多くが剥離・脱落
した。この事実をその後の爪のケアに活かせるのではないかと考え、白色ワセリンと抗真菌剤（ニトラゼンク
リーム）の混合軟膏を使用した結果をここに報告する。
【目的】
白癬菌感染のため爪が硬く肥厚・変形し、爪切り困難な患者さんの爪に白色ワセリンと抗真菌剤の混合軟膏
を塗布し、爪の変化・改善を比較・検証する。
【方法】
対象者 6 名の爪に白色ワセリンを毎日塗布した。その後、爪が剥離・脱落した部分には白色ワセリンと抗真
菌剤の混合軟膏を塗布した。約 2 週間毎に画像撮影し、爪の変化を観察した。
【結果】
爪は継続して保湿すると切りやすくなる事が判り、
安全でスムーズなケアをする事ができた。また、
爪が剥離・
脱落した部分に白色ワセリンと抗真菌剤の混合軟膏を塗布し、爪の状態の変化・改善を確認する事ができた。
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スキンケア（2）

スキンケアへの意識向上を目指して
朋友会

山口病院

看護部門

まつもと たくや

○松本 卓也（看護師）
，中島 香緒里
【はじめに】
当院は、回復期リハビリテーション病棟、医療療養病棟を有する地域密着型の病院である。医療療養病棟の
入院年齢層は後期高齢者が数多くを占めている。疾患としては、廃用症候群・脳血管疾患・糖尿病が多い。セ
ルフケア不足により、皮膚になんらかのトラブルを抱えている患者様が多く、統一した方法でスキンケアを行
う必要性があった。
【目的】
アンケートによってスタッフの認識を調査しながら、
スキンケア専用ケアシート（以下ケアシート）を導入し。
看護・介護が協力し対象者のＡＤＬや病状などの個別性に応じ、統一したスキンケアの提供を行う。
【方法】
①ケアシートの導入・改良
②アンケート調査
【対象】
①医療療養病棟に入院中の患者様
②当該病棟の看護、介護職員
【結果と考察】
ケアシート導入直後の職員へのアンケートでは、記入方法がわかりにくい、担当者同士の評価結果の共有、
スタッフ間のコミュニケーション不足などの改善点がみられた。ケアシートの改良を行い，それらの問題に対
応することで、スタッフの意識に改善がみられた。また、個別性や ADL に合わせながら一つ一つのケアを丁
寧に行えるようになった事で、多くの患者様の皮膚状態は改善され患者様やその家族からも喜びの声を頂いた。
スキンケアに関心を持つだけでなく患者様・看護・介護を繋ぎ、チームワークが生まれ、その中で互いの役割
を最大限に活用することで以前より情報共有ができ充実したケア介入と評価が出来るようになったからだと考
える。また、スキンケアを通し密な介入を行うことで患者様の些細な言動などから小さな変化にも気付けるきっ
かけにもなり、よい成果が生まれている。
今後の課題として、現在の取り組みを継続させ、早期にケア介入が出来るようにスタッフ一人一人が責任感
を持ち患者様に寄り添い患者様を中心に安心して療養生活が送れるように関わりながら更なる意識向上を目指
していきたい。
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労務管理

医療専門職における価値共有の取り組み
～「対話」による価値共有が総合満足度に及ぼす効果について～
横浜病院 医療技術部
おおくぼ ひでゆき

○大久保 秀行（理学療法士）
【はじめに】
当院医療技術部は薬剤師や管理栄養士など、6 国家資格 12 職種、約 50 名が所属している。これまで職種や
職責の違いにより仕事に対する価値観の違いを認識する事が多くあった。今回、職員同士がお互いの価値観を
共有するために、テーマに基づき自分の意見を述べ相手の意見を理解するための時間を意図的に設けた『対話』
の取り組みと、従事者意識調査の結果について報告する。
【方法】
全職員に対し従事者意識調査（日本経営品質賞の枠組みに基づく 19 項目に加え総合満足度について全項目
5 点満点で評価）を 2016 年から年 4 回実施した。ポートフォリオ分析により重点改善課題を抽出し、各部署
はその項目を中心に『対話』と改善活動を行った。
『対話』の取り組みは全役職者が毎週１時間集まり、各設
問内容についてお互いの認識を共有した。各部署でも一般職を含めて毎週約 30 分の『対話』を行い、司会と
書記を毎回変更して各職員が主体的に参加する仕組みとした。
【結果と考察】
総合満足度は 2016 年 5 月に全体で 3.6、役職者 3.4、常勤職員 3.5、非常勤職員 3.8 と役職者が最も満足度が
低かった。『対話』の取り組みを継続的に行い、2018 年 5 月は全体で 4.2、役職者 4.5、常勤職員 4.1、非常勤職
員 4.2 と役職者が最も高値となり、職員全体でも取り組み前に比べて大きく向上した。医療専門職の満足度向
上は、役職者の自己肯定感や満足度が高まる事により一般職へ波及すると考えられる。
『対話』の取り組みが
どの職種、職責にも効果的であったのは、各職業観を超え組織価値観を共有する事で組織の一員として価値観
を共有出来たからであると考える。
【まとめ】
様々な職種の価値観を共有するには、対話をするための時間と仕組みが有効である。これを実践する事で職
員の満足度が向上し、働きがいのある職場になるのでないかと考える。
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労務管理

全職員が辞めずに働き続けられる勤務環境改善の取り組み
戸畑けんわ病院 師長室
のがみ まり

○野上 真利（看護師）
，宇野 一美，水本 桂子
【はじめに】
当院の看護部職員の平均年齢は 34 歳。2011 年から 2015 年の 5 年間

新入職員の離職率は 0％だった。2014

年離職率は 3％と全国平均より低かったが、2015 年には離職率 6.2％と上昇した。2014 年から 2015 年の離職
の理由は、①結婚②子育て③やりがい・働きがいがない④人間関係であった。これらから職場での中堅看護師
の定着および辞めずに働き続けられる勤務環境改善が不可欠であると考えた。
2014 年医療介護総合確保推進法が成立し、医療法が改正され、医療機関の勤務環境改善が努力義務化された。
そこで、2016 年に日本看護協会「看護職の WLB インデックス調査」を経て、当院の職員確保と質の担保に向
けたＷＬＢの取り組みを 2017 年より医療勤務環境改善支援センターからのアドバイザー支援のもと病院・組
織全体へと変換して取組んだ。
【実践方法】
１．医療勤務環境改善支援センターからのアドバイザー支援のもと勤務環境改善課題抽出・職員満足度調査（満
足度・重要度 52 項目、改善提案・私案）で全職員へ再調査を実施。インデックス調査の分析結果を看護部門
に報告。
２．WLB 会議（わくわく作戦会議）の立ち上げとキックオフ大会（キャッチコピー・キャラクター公募・作成・
表彰）
３．「現状判断・対策シート」
「アクションプラン」作成～ WLB 事務局体制とスタッフ機能での実践
４．調査結果の報告など進捗段階の全体報告とニュース（わくわく大作戦ニュース）の発行
【結果の評価・考察】
・全職種が「医療勤務環境改善調査」に取り組むことで、キックオフ、キャッチコピー、マスコットの作成な
ど WLB の取組みを通じて多職種がチームとして運営に参加することが組織の活性化につながった
・2016 年有給休暇取得状況調査結果を全国調査（全産業・医療福祉）と比較し全職場に開示し「見える化」す
ることで自施設の休暇のとれる環境作りの整備の理解につなげ、取得促進と人が大切にされていることへの認
識の第一歩とした。

第 26 回日本慢性期医療学会 in 鹿児島

7-3-3

労務管理

働きがいと働きやすさを兼ね備えた職場作りへの取り組み
和田病院 リハビリテーション課
いわなが じゅんいち

○岩永 純一（理学療法士）
，吉田 雄太，長野 由起子，中村 裕，元永 道子，瀬戸 亮一，平林 克得，船田 隼人
【はじめに】
近年、働き方改革を国が推進する中、医療・福祉分野においても業務の在り方が問われている。
当法人リハビリテーション課（以下，リハ課）でも事業拡大に伴うスタッフの増員により高い離職率を示して
いる。今回、退職者の退職理由と在籍スタッフへの意識調査により明確となった課題に対して体制整備等のア
プローチを行い、一定の成果が得られたのでここに報告をする。
【方法】
1. 対象：リハ課スタッフ 27 名
2. 評価：
1）意識調査：アプローチ前後にて比較
「働きがい」と「働きやすさ」の 2 項目について、四肢択一にて実施した。ない・少しあるを批判者、ある・
大いにあるを推奨者とし、批判者と推奨者の割合を算出、比較した。
2）残業時間：アプローチ前後 3 か月間を比較
3. アプローチ内容
1）働きがい ：リハ課研修委員会の設立・運営（段階別教育制度の運用・更新等）
2）働きやすさ：リハ課運営委員会の設立・運営（残業申請規定の見直し、業務マニュアル、職務分掌規程の
運用・更新等）
3）リハ課運営方針：トップダウン型からボトムアップ型へ移行
【結果】
アプローチ後の意識調査にて、働きがい、働きやすさの項目ともに推奨者割合は向上した。また、残業時間に
おいても高い削減率を示した。
【考察】
意識調査の推奨者割合向上要因として、
「働きがい」では段階別教育制度運用により各段階での目標の明確化
が図れたこと等が挙げられ、
「働きやすさ」では業務マニュアルや職務分掌規程の運用により各スタッフの役
割分担・権限の明確化が図れたこと等が挙げられる。そして何よりリハ課運営方針の転換がスタッフの意欲向
上に繋がったと考える。
【まとめ】
今回、スタッフから抽出した課題に対して取り組みを実施したことによりスタッフが求める職場に一歩近づけ
た。今後はさらなる業務改善改革を推進し、多様な人材雇用を図れる職場作りを目指し、国が推進する課題に
対して、迅速に対応できる組織を目指していきたい。
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当院療法士における高ストレス者の検討
―職業性ストレスチェックと東大式エゴグラムを用いてー
平成横浜病院 リハビリテーション科
すずき まり

○鈴木 真理（理学療法士）
【目的】
精神障害の労働者災害補償件数の増加等を背景に、ストレスチェック制度が義務化された。リハビリテーショ
ン関連職種（以下療法士）においても、メンタルヘルス不調の予防が必要とされている。今回、メンタルヘル
ス不調の予防に役立てることを目的に、当院が導入している東大式エゴグラム（以下 TEG）と職業性ストレ
スチェック（以下ストレスチェック）の結果を基に、高ストレス者の分析を行った。
【対象】
当院リハビリテーション科療法士 55 名。男性 37 名、女性 18 名。
【方法】
平成 29 年 6 月 1 日～ 6 月 24 日の期間において、ストレスチェックは厚生労働省指定の職業性ストレス簡易調
査票を用い、TEG は質問紙法にて本人の同意と自由意思に基づき無記名回答を求めた。ストレスチェックは
素点換算法で高ストレス者を抽出し、TEG 基本 19 パターンに分類した。
【結果】
55 名中 6 名が高ストレス者に該当し、TEG は逆 N 型 2 名、N 型 2 名、CP 優位型 1 名、W 型 1 名であった。
逆 N 型、CP 優位型、W 型は、CP（批判的親）が高値を示し責任感や理想が高いという共通した特性を示した。
一方、N 型 2 名は NP（養育的親）及び AC( 順応した子供 ) が高値を示し、特に AC は満点で自己主張できず
我慢をする特性を示した。
【考察・結論】
責任感や理想の高いタイプは先行研究においてもメランコリー親和性格に含まれ、抑うつに陥る可能性がある
とされている。自己主張ができず我慢をするタイプは、対人援助サービス職種である療法士において、受容的・
共感的態度を要求される中でより精神的負担を感じやすいと考える。ストレスチェック調査票に個々の特性に
関わる項目は含まれていない。今回の調査で高ストレス者は、エゴグラムにおいてストレスを感じやすい要因
を認めた為、TEG とストレスチェックを同時に実施することで、個々の特性を踏まえたストレスアセスメン
トが可能になると考える。
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介護職教育システムの構築を目指して
南八王子病院 看護部
のがみ みかこ

○野上 美華子（看護師）
【はじめに】
療養病床 76 床を有する当院は、入院患者の約 53％を人工呼吸器使用患者が占めている。少子高齢社会の到来
を見据え、高度医療治療が進歩している現状を鑑みた時、今後さらに医療区分 2・3 の患者増大が予測され、
今後も医療区分の高い患者の受け入れを強化する必要がある。その為には看護師や介護職員がその専門性を発
揮し、患者・家族が望む最良な療養環境を提供しなければならない。中でも身体ケアの担い手である介護職に
期待されるのケアの質は大切である。しかし、介護職の能力や技術は個人の資質によるところが多く、現在当
院における介護職教育システムが構築されていない。最良の看護・介護サービスを提供する為には、自立し成
長し続ける介護職を育成することが必須であり、病院経営においても重要な要素である。その為、当院の現状
を分析し課題を明確化した。中でも介護職クリニカルラダーを作成し導入した経緯を報告する。
【目的】介護
職教育システムを構築し成長し続ける介護職員を育成する【方法】介護実践能力の指標・クリニカルラダーの
導入【まとめ】介護職は看護師と協働して業務に就いている。看護部にとっては貴重な人材である。これまで
看護師の教育体制に力を注いできた経緯がある。しかし介護職も看護師と同様に段階を経て教育し、誇りとや
りがいを持ちイキイキと働く環境を整備する必要があると考える。今後、介護職クリニカルラダーを活用し、
介護職員は能力段階を確認しながら自己研鑚できたか、管理者は介護実践能力の担保と保証ができているか検
証し評価していく。将来の少子高齢社会、労働者人口の減少を見据え介護職員の人材確保も懸念しながら、介
護教育システムの構築をしていく。
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労務管理

看護師の性別による職務・役割の違い
～アンケート調査から分かったこと～
光風園病院
わきやま ひろし

○脇山 寛志（准看護師）
，濱野 典子
【はじめに】
厚生労働省の統計によれば就業男性看護師の数は現在、10 万人を超え平成 20 年と比べると約 1.56 倍と確実に
増加している。
当院でも平成 12 年では看護師 59 人に対し男性看護師は 5 人のわずか 8％であったが、現在では看護師 132 人
に対し男性看護師は 28 人と 21％を占めている。
しかし、全体数からみると少人数であり、男性看護師に対して女性看護師はどのような思いがあるのか疑問に
思った。
女性看護師を対象とした男性看護師へ期待する職務・役割についての研究は過去にもされていたが、いずれも
急性期病院での研究が多数であり、急性期病院とは違った慢性期病院ならではの特性があるのではないかとも
考えた。
男性看護師のあり方を明確にし、今後の看護業務に役立てるため研究を進めた。
【研究方法】
文献から抽出した選択肢と経験上の選択肢を合わせたアンケート調査を
H30.5.1~5.14 まで当院の女性看護師を対象者に実施した。
合わせて H30.6.1 ～ 6.11 まで男性看護師へ実施した。
【結果】
女性看護師 98 人に対し有効回答率は 89％であった。
①男性看護師と女性看護師では望まれる役割が同じであるかという問いに対し、
同じが 66％、違うが 34％であった。
②男性看護師に抱くイメージとして「力強い」
、
「やさしい」
、
「頼もしい」と結果が出た。
③男性看護師に率先しておこなって欲しい業務は「移乗」
、
「重い荷物を運ぶ」
、
「抵抗が強い患者のケア」「ト
イレ誘導（男性患者）
」
、
「入浴介助（男性）
」と体力・力仕事や男性患者のケアを望む意見が多い中、「雰囲気
作り」というムードメーカー的な役割を期待する意見が 4 割近くあった。
男性看護師へのアンケート結果は合わせて報告する。
【まとめ】
男性看護師に対し力強いイメージを持ち、体力・力仕事に期待されていた。この結果は急性期病院との差はな
い。ムードメーカー的役割の期待は慢性期病院である事や当院ならではかは明確ではない。
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病院経営・病床転換

当院療養病棟における医療区分の検討
1 三船病院，2 三船病院

事務

ひだか みちお

○日高 道生（医師）1，尾迫 健一 2，年永 隆一 1，水尾 一信 1，日高 實 1
【はじめに】当院は医療療養病棟 116 床、一般病棟 30 床、結核病棟 10 床を有するいわゆるケアミックス型病
院であり、主に慢性期患者の診療を行っている。診療報酬改定に伴い療養病床における医療区分も変更される
が、今回平成 28 年度の改定により及ぼされた影響、また当院入院患者に占める医療区分について検討した。
【対象】平成 26 年 4 月から平成 30 年 3 月までの医療療養病棟への入院患者（医療療養病棟 1：59 床、医療療
養病棟 2：57 床）
【検討方法】医療区分に係る評価票を用い毎月の医療区分のそれぞれの項目の延べ人数を用い評価を行った。
【検討項目】
1）平成 26 年 4 月から平成 30 年 3 月までの医療区分 1、2·3 の割合
2）医療区分別の延べ人数の比較
3）中心静脈栄養を行っている要因（平成 30 年 3 月）
4）中心静脈栄養、経口摂取、経管栄養を行っている状態での抗生剤の使用頻度の比較
【結果】改定の行われた平成 28 年度は医療区分 2·3 の割合が減少した。医療区分別の延べ人数を比較し医療区
分 2 では喀痰吸引を実施している割合が最も高く、医療区分 3 においては中心静脈栄養を実施している状態が
増加していた。医療区分 2 では頻回の血糖コントロール、医療区分 3 では酸素の使用（高濃度）の減少が著し
かった。また、医療区分 2· 3 において比較的低い割合の医療区分がみられた。増加傾向にあった中心静脈栄養
の施行理由は画像所見、血液検査により胆道系異常がみられ食事摂取が困難であることが最も多かった。中心
静脈栄養、経管栄養、経口摂取を行っている症例における抗生剤使用の割合は、それぞれ 69％、21％、10％
であり中心静脈栄養が最も高かった。
【まとめ】平成 28 年度の改定により医療区分 2·3 の割合が減少する結果となった。現状の医療区分は慢性期病
棟における重度の患者の診療において経済的コスト、医療スタッフの肉体的、精神的負担が適切に反映されて
いない面もあると思われ今後の制度設計に期待したい。
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病院経営・病床転換

超強化型老健の取得と今後の課題
介護老人保健施設ゆうゆうホーム

相談室

ほし やすひろ

○保志 泰弘（支援相談員）
はじめに
平成 30 年 4 月の医療・介護報酬同時改定において、介護老人保健施設の役割が在宅支援であると明示された。
それに伴い、在宅復帰、在宅療養支援等指標 10 項目の点数に応じて 5 類型の報酬体系に細分化された。
当施設はこれまで H25 年 7 月から在宅強化型を取得し、在宅復帰および在宅支援を進めてきた。H30.4 月の同
時改定から超強化型を取得している。これを継続していく為の取り組みと課題を整理したので報告する。
方法
＊在宅復帰、在宅療養支援等指標の 10 項目 ①在宅復帰率 ②ベッド利用状況 ③入所前後訪問指導割合 ④退所
前後訪問指導割合 ⑤居宅サービスの実施数 ⑥リハビリ職員の配置 ⑦相談員の配置 ⑧介護度 4・5 の割合 ⑨
喀痰吸引の割合 ⑩経管栄養の割合
について現状を把握し、対応策を検討した。
結果
在宅復帰・在宅療養支援等指標の点数は平成 30 年 3 月末時点で 76 点であった。
まず、在宅復帰を強化すべくおよそ 3 ヶ月以内での在宅復帰を目的とするベッドを 20 床から 26 床に増床した。
在宅療養支援を進める為、入退所前後訪問の実施、ショートステイも増やした。
リハビリ職員も増員を図り、充実したリハビリが出来るように配置することでリハビリ算定数も前年度より
3％ほど増えた。重症者の割合は看取りの方も受け入れることで 50％を超えているが、喀痰吸引の受け入れは
進んでいない状況となった。
結論
H24 年度から在宅復帰・在宅支援の取り組みを進め、在宅強化型を取得していたことで、今回の超強化型を取
得可能であった。現在受け入れられていない喀痰吸引を要する重症者を受け入れる為には、介護職の資格取得
などにも力を入れる必要がある。そして、在宅支援を進める上で多職種による自立支援を強化していく必要が
ある。
また、H30.4 月の同時改定に備えて在宅支援をさらに取り組むことにより、収入として H29 年度は H28 年度
より 3％増となった。超強化型を取得した今年度はさらに 5％増を目指している。
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病院経営・病床転換

介護療養型医療施設の廃止と医療・介護同時改定を踏まえ、病棟再編を実施して
金上病院 医事課
きくち ゆうし

○菊池 悠伎（事務職）
，齋藤 貴敬
【背景】
当院は 99 床のケアミックス病院として介護療養型医療施設 ( 以下介養 ) を 56 床有していたが、
同病棟閉鎖の方向性に沿ってその数を徐々に減じてきた。
H30 年 3 月時点での病棟構成は地域包括ケア病棟（以下包括）39 床、医療療養病棟（以下医養）31 床、介養
29 床であった。
H30 年度同時改定を機に当法人として住宅型有料老人ホーム 14 床併設の小規模多機能型居宅介護事業を開始
した。また、老健、GH も併設しており、これらを総合的に判断し、介養を介護医療院へ転換せず、廃止する
こととした。
【目的】
どのような病棟再編が望ましいのかを多方面から検討し、8 床ダウンサイジングして包括 52 床、医養 39 床の
計 91 床と決定した。病棟収入及び看護職人員数の視点から、再編前（以下前）
・予測（以下予）
・再編後実績（以
下後）を比較し、再編を評価し課題を検証した。
【方法】
前は H29 年度実績を、予の病床稼働率は H29 年度実績を、後は再編直後で不特定要素の多い 4 月分ではなく
5 月分を用いて検証した。
【結果】
平均単価（点）は病棟ごとに前・予・後でみると包括（3,250-3,450-3,460）医養（1,936-1,980-1,960）であり、
稼働率は病棟ごとに前・後でみると包括（97.3％ -92.5％）医養（97.8%-100％）であった。 病棟全体の収入は
再編前を 100％とし前・予・後でみると（100％ -101％ -109％）であった。 人員数は職種ごとに前・後でみる
と看護職員（34 名 -36 名）看護補助者（36 名 -27 名）計（70 名 -63 名）となり看護職員は 2 名の増、看護補助
者は 9 名の減となった。
【考察】
病棟収入は概ねシミュレーション通りの実績であった。
看護職員は諸事情から予測よりも多い配置となった。余剰看護補助者は法人内他施設へ配置することができた。
今後、再編により生じた改修費や、リハ職増員、その他の経費も含めて検証する。また、介養対象の患者さん
を法人内でいかに対応していくかが課題となった。
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災害対策マニュアルを「人」から「役割」にシフトした体制構築
横浜病院
あんどう のりゆき

○安藤 典之（事務職）
，箱崎 幸也，西村 亮彦
【はじめに】
東日本大震災や熊本地震では慢性期医療施設から、公的な医療支援は得られなかった、正確な情報収集が困
難であった等、多くの課題が報告された（日本慢性期医療誌 2016. 10 vol.24）
。この課題解決を含めて、災害
対策マニュアルや備蓄品の見直しを行った。
【方法】
東日本大震災以降に災害対策マニュアルを、コンサルタントとの協議のもとに改定（以下：旧改定版）。旧改
定版での災害発災時の組織編成は、理事長を災害対策本部長に、院長は本部長代理、副本部長に事務長・看護
部長・医療技術部部長・経営企画室長としたものであり、副本部長の下に、医局・病棟・リハビリ科・栄養科・
薬剤科などが編成され、通常の組織体制での災害時対応が規定されていた。新災害対策マニュアル（以下：新
改定版）では、「指揮命令系統の確立と迅速な情報伝達・共有」を基本理念とし、米国の Hospital Emergency
Incident Command System を参考に① “ 人 ” ではなく “ 役割 ” で指揮系統を構築② 必要なときに必要な役割
を立ち上げる③ 24 時間体制での災害対応④ アクションカードの活用のもと改定。
【結果】
新改定版では、夜間・休日の時間外対応を重視。主な改正は 1) 自主参集：震度 5 強で自主出勤（安否確認は
震度 5 弱）2) 対策本部は事務当直が第一会議室（ホワイトボード等の準備）に開設 3) 各部署でのアクションカー
ド作成 4) 行政との通信（無線・衛星電話）を事務当直でも可能とする であった。非常用トイレやポータブル
型非常用電源の備蓄見直しも行った。トイレは、1 日 3 回× 3 日× 400 名分想定で準備。非常用電源は建物固
定型（軽油タイプ）が設置済だが、ポータブル（ガスタイプ）も 3 機追加し、移動が必要な場合も対応できる
体制にした。
【考察】
新改訂版は防災委員会を中心に初動 72 時間（3 日間）を適切に対応するよう改定した。今後は実践的な訓練
を通して、全職員への浸透を図り、災害に強い病院の構築を目指す。
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災害対策マニュアルの見直し
1 国分中央病院 看護部，2 国分中央病院

理事長

てるや しげこ

○照屋 茂子（看護師）1，藤﨑 剛斎 2
【はじめに】
2 年前熊本地震が発生した。その日鹿児島でもかなり大きな揺れを感じた。当院は新燃岳が北部に、桜島が南
部に位置し今まさに活動中の活火山に挟まれた場所にある。自然災害は突然前触れもなくやってくる。入院患
者の安全を守るために災害への備えを改めて、常に患者のそばにいる看護師が中心となって動かなければなら
ないと考えた。そこで災害発生時の看護部の対策の見直しをした結果を報告する。
【方法】
看護部で災害時対策マニュアルの見直しを実施し、現状行っている活動での問題点抽出を行った。
①現行の災害対策マニュアルの見直をした
②実際に災害を想定し発生時の対応を、現場のスタッフに意見を聞いた
③スタッフの意見をまとめた
④患者避難の際、患者移動能力の可視化した
【結果】
スタッフからは患者搬送の優先順位、避難に必要な物品の確認、スタッフが身につけておく物品の確認、など
があがった。またスタッフ自身が行動しやすいように履物の統一をし、停電時も想定しライトを常に持ってお
くことなどを追加した。そして、通路から見える位置に患者移動時の表示を担送・護送・独歩として行った。
【まとめ】
スタッフに意見を聞きそれを取り入れマニュアルの見直しを実施して、具体的な行動に繋がるように対応を追
加することができた。入院患者の多くが高齢で移動を自力で行えないことが想定されその際、災害発生時に消
防など患者搬送による移動を速やかに実施することがカギと考え整備を行った。過去の災害対策マニュアルを
見直すことで、当時の認識の甘さを感じることができた。また、新たに見直しをすることで、スタッフ個々人
の災害を身近に感じる環境を設定できたのではないかと考える。災害対策マニュアルも、今後起こる災害から
新しく学び患者に対して、現状行える最大限の用意をする必要があると感じた。
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医療機関の BCP から BCM 策定への必要性の取組み
1 加治木温泉病院 施設管理部，2 玉昌会 法人事務局，3 高田病院，4 加治木温泉病院
いぶし しんいち

○飯伏 真一（事務職）1，末吉 保則 2，熊迫 健綱 3，坂元 真一 4，中村 真之 2，板川 幸子 2，萩原 隆二 3，
髙田 昌実 4
【はじめに】
2011 年 3 月に東日本大震災、5 年後の 2016 年 4 月には熊本地震が発生し、日本は甚大な被害にみまわれた。
医療・福祉業界でも大規模災害時における医療体制を課題として災害拠点病院の指定など進められてきた。加
治木温泉病院は、災害時における後方支援病院であるが、東日本大震災の翌年 8 月に「事業継続計画（以降
BCP）」を策定し、2018 年度に「事業継続マネジメント（以降 BCM）
」へ改訂した。外部評価までの取組みと、
以前取得した健康経営・環境格付けを含め、今回の BCM 格付け取得に伴いビジョナリーホスピタルの称号を
受けた経緯も報告する。
【目的】
大規模災害など想定外の事象が発生した場合、事業への被害を最小限に抑え早期に事業を復旧して地域に対
し社会的責任を果たす為には、従来の「消防防災計画書」だけでは、限られた災害しか対応できず、想定され
たあらゆるリスクに対応するために BCP を策定し有事に備えておく事が必要である。
【経過】
玉昌会は東日本大震災後、BCP が必要と判断し、法人全体の部門長からなる BCP 策定プロジェクトを立ち上
げ、2012 年に初版を策定して以後毎年改訂や設備投資を行ってきたが、熊本地震を教訓に更なる外部・内部
における想定外リスク対応や、法人内の部門 BCP の統括管理及び、経営者クラスへの教育、訓練の必要性か
ら本部事務局 BCP を BCM に変更した。
【まとめ】
法人が独自で策定した BCP 及び BCM は、国の基準に対して適正なのか、法人自身での判断が難しく、今回
外部評価として 2018 年 3 月に DBJ（日本政策投資銀行）の BCM 格付を受審し認定を受けた。
その結果、フィードバック評価で今後取組むべき課題として、災害時、地域の住民は災害拠点病院の有無を区
別せず頼ってくることが予想され、期待に応える為に、病院として社会的責任を果たすためにも実効性のある
BCP の策定は必要と考えられる。
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病院経営・病床転換

病院・老健合同の非常災害訓練を終えて
～所轄消防署の支援協力と共に～
1 内田病院 看護部，2 介護老人保健施設 大誠苑 施設長，3 内田病院 施設管理部，4 内田病院 内科，5 内田病院 消化器内科，
6 内田病院 理事長
うだがわ みのる

○宇田川 実（看護師）1，樋口 はるみ 1，横坂 由利子 1，藤井 直美 1，生越 英樹 3，井上 宏貴 4，田中 秀典 5，
深澤 浩 2，田中 志子 6
＜背景＞
度重なる大規模自然災害に伴い、平成 28 年に「介護保険施設等における利用者の安全確保及び非常災害時の
体制強化・徹底について」という厚労省通知が出され、病院だけでなく介護施設においても、非常災害対策計
画の策定が急がれている。
＜目的＞
当グループは、主に慢性期医療を担う内田病院を中心に、老健、特養等を含み、ベッドの総数は 405 床でなる。
利用者の多くは認知症など何らかの障害を有しており、また、核家族化や老々介護などもあって、自立避難困
難者が少なくない。当グループが所在する群馬県は、新潟県、福島県に隣接し、新潟県中越地震、東日本大地
震の際には少なからず影響を受けた。自然災害は今後も起こり得るものであり、医療者として有事の際に一人
でも多くの方を救えるよう、ソフト、ハードの両面で強化を図らなければならない。そのためには、日常から
有事を意識した取り組みが求められ、さらに地域を巻き込んでの非常災害対策訓練も行う必要があると考える。
＜方法＞
各種災害に備えるための準備として、1.BLS（一次救命処置）訓練を開始しチーム強化を図る、2. 大規模災害
トリアージができる職員を増やす、3. 訓練実施計画の策定にとりかかる、を考えた。昨年 6 月から看護師とリ
ハビリ職員に BLS の受講を積極的に働きかけ、月 2 回の訓練を行うと同時に、看護師とリハビリ職員に災害
トリアージ訓練を実施した。同年 12 月に非常災害時の体制整備に係る訓練を行うための災害対策委員会を立
ち上げた。本委員会には事務職員も加え、避難者の避難経路の確認と手順書および記録物や記録方法の見直し
を行った。
そして本年 3 月に、医師、看護師、リハビリ、薬剤師、介護福祉士、事務職員など計 63 名の職員と、利根沼
田広域消防署の本部職員 16 名（内、救急救命士 1 名）の参加のもと、合同非常災害訓練を行った。今回、一
連の取り組みの成果及び今後の課題について発表する。
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業務改善（1）

入浴の業務改善～入浴介助での職員の身体的負担を軽減することを目指して～
ナカムラ病院
みのこし まさひろ

○箕越 正浩（介護福祉士）
，藤田 亜紀，福田 愛
【はじめに】
当病棟は 50 床の介護療養型医療病棟で、ADL 全介助の患者様が 9 割以上であり、入浴は特殊浴槽を使用して
いる。介助方法は、ストレッチャーを 2 ～ 3 台使用し、5 ～ 6 人のスタッフで 2.5 ～ 3 組のペアになり、患者
様を抱え上げて移動介助している。しかし、入浴日の男性職員の確保が困難なことや、体格差のある職員や女
性のペアになることもあり、職員の身体的負担が大きく、日常業務に差し支えることもあった。
今回、電動ストレッチャーを導入して業務改善に取り組んだ。
【目的】
職員の身体的負担の軽減
体格差のある職員や女性のペアでも、患者様を安全に移動することができる
【研究方法】
電動ストレッチャーを導入
【結果】
アンケート結果より 60％～ 80％のスタッフから、身体的負担が軽減でき安全に移動できた、と回答を得た。
【考察】
電動ストレッチャー使用における職員の体格・力の差は関与が少なく、身体的負担の軽減を大半の職員が感じ
た。また、女性同士のペアだと抱える事が難しい患者様でも、電動であれば安全に移動できる点は良かった。
さらに、最初は不慣れで時間がかかってしまう事もあったが、慣れてくるとスムーズに行動できるようになっ
た等の意見があった。しかし、なかにはスライド移動介助や、ストレッチャー自体が重いことで身体的負担は
あまり変わらなかったように思うという意見もあった。
導入当初は、電動ストレッチャーを使用する患者様を体重で選択していたが、傷病等から四肢の保持が困難な
患者様やＡＤＬからも選択した方が良いのではないかという意見があり、患者様の安全への配慮も高められた。
また、加齢にともなう皮膚障害や損傷のリスクも軽減した。
今回の結果から、身体的負担の軽減のために介護用具の導入は必要だったと考える。今後も職員の身体的負担
の軽減と患者様の安全のために、介護する側もされる側も安全で負担のない入浴介助の取り組みを続けていき
たい。
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業務改善（1）

療養病床における介護スタッフによるケアの質改善への取り組み
～質の向上と業務改善効率化を目指して～
1 協和南病院 看護部，2 協和南病院 医療技術部
さかより ゆうこ

○坂寄 祐子（介護職）1，斉藤 直美 1，米川 里子 1，塚田 祐子 2
【はじめに】
当院は平成 26 年より、全床（109 床）医療型へと転換して以降、患者の重度化が進み、介護療養病床の割合
が多かった頃と比較すると、患者の ADL や全身状態等も大きく変化した。中心静脈栄養を行っている患者の
割合は全体の 8 割を超え、清潔ケアでは、入浴が主体だったものが清拭中心へと変わった。そこで、「丁寧な
清拭が十分に行えているのか」という思いがあり、介護士業務全般の見直しを行い、良い結果が得られたので、
ここに報告する。
【目的】
限られた時間の中で、十分丁寧な清拭を実施する為に、現在の介護士業務全般を見直し、その中から問題点を
明らかにし、具体的改善案を立案、実施できる。
【結果】
介護士業務全体を見直し、清拭時にシーツ交換も合わせて行うようにした。それまでシーツ交換は、週 2 日に
分けて実施していたが、清拭時に汚染した時は、その都度交換していた。その為、清拭時にシーツ交換をする
事により、汚染を気にせずに行うことができ、患者も清拭で落ちた落屑の上で再度、臥床することがなくなっ
た。シーツ交換の日を減らすことができた為、清拭日を 1 日増やすことができた。更に、1 日に実施する清拭
の人数を減らす事で、患者一人にかけられる時間を長くする事ができた。その結果、余裕を持ってケアするこ
とができ、全身状態を観察しながらシャンプー・手浴・足浴までを行える様になった。また、清拭後には、保
護の為保湿剤を全身に塗り、皮膚トラブルが起きやすい患者には 2 人で対応するなど徹底し、表皮剥離といっ
たトラブル軽減につなげる事ができた。
【まとめ】
清拭業務だけでなく、介護士業務全般を見直す事により、業務全体の効率性があがった。業務カンファレンス
を頻回に行うことにより、カンファレンスが定着し、スタッフ間において問題点の共有ができた。その結果、
ケアに対する意識の向上につながり、ケアの質を高めることができた。
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業務改善（1）

スライディングシートを用いた介護負担軽減の取り組み
～持ち上げない、抱き上げない看護・介護を目指して～
市比野記念病院
こさき かなこ

○小﨑 加奈子（看護師）
，兒玉 千夏，上西 朋子，東大薗 真粧美，今別府 るみ子，黒田 篤，鉾之原 大助
【はじめに】当院は 199 床のケアミックス型病院である。そのうち、医療療養病棟は約９割の患者様が日常生
活自立度 C ランクであり、ストレッチャーでの移乗介助を必要としている。スタッフの平均年齢上昇と介助
を必要とする患者様の増加に伴い、介護者一人一人にかかる負担が大きくなり、腰痛を訴えるスタッフが増え
てきている。今回、介護者の負担軽減と患者様の身体的負担や床ずれリスクの軽減を目的として、介助サポー
トスライディングシート「スマイルシート」を用いた介護の取り組みを行ったので報告する。
【方法】ＰＴから病棟スタッフへの安楽な体位での移乗方法の指導を行い、スマイルシートの使い方をスタッ
フ間で確認した。実際に患者様へのスマイルシートを用いた介護を特浴や体位交換を行う際に実施し、使用後
のアンケート調査を行った。
【結果】今までは「面倒くさい、使い方がわからない、持ち上げた方が早い」などの理由でスマイルシートの
活用をしておらず、特浴の介助での疲労・腰痛の訴えが多かった。しかし今回スマイルシートを積極的に活用
する事により、腰痛や疲労感の軽減ができたと実感しているスタッフが多かった。また、患者様を抱えること
による転倒転落のリスクを回避でき、スタッフだけでなく患者様の苦痛や床ずれの予防ができたと考えられる。
【考察】最近、北欧などの福祉先進国では、持ち上げない、抱き上げない介護が主流になっている。一方、日
本では、従来の人力による介助が一般的で、腰痛に悩む看護師や介護者が多く、今後、スタッフの平均年齢の
上昇に伴い、介護負担の軽減が重要になってくると思われる。また、患者様の床ずれ発生要因として移動時の
摩擦が一因とされており、今後もスマイルシートを積極的活用しより良いケアの実践に取り組んで行きたい。
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業務改善（1）

当院におけるノーリフティングケアの取り組み
上町病院
おか しょうま

○岡 将馬（看護師）
，久保 沙織，戸梶 貴幸，戸梶 知子

【はじめに】
高知県は高齢化率 34.4％（平成 30 年 3 月推計）
、人口減少率は全国平均の 15 年先行、高齢化率は 10 年先行し
ており、介護職の人材確保が深刻な問題となっている。県では平成 28 年から ｢高知家ノーリフティングケア
宣言｣ を掲げ、介護者、要介護者双方の健康と安全を保障できるノーリフティングケアをスタンダードとする
ことを目指している。今回、当院においてもノーリフティングケアを導入、その成果について検討したのでこ
こに報告する。
【対象】
看護師・介護士全職員
【方法】
院内にノーリフティングケアチームを立ち上げ、職員への聞き取りにて導入にあたっての問題点を抽出した。
結果、ソフト面では技術が未熟で理解力が乏しい事、ハード面では環境が導入に適していない箇所があった為、
伝達講習、ビデオ学習、病室の環境調整を行い、病棟各所にケアチームのメンバーを配置し指導にあたった。
道具はスライディングボード・スライディングシート、スライディンググローブ等の福祉用具を用いた。
2 ヶ月毎に職員の腰痛の増減や意識の変化の調査の他、２ヶ月毎の患者の移乗トラブルや皮膚剥離を計測した。
【結果】
ノーリフティングケアに対する理解が深まり、福祉用具の利用も増加、身体的負担の軽減を実感する職員も多
くみられた。
【まとめ】
これまで、当院では人力による介助が主体であったが、今回ノーリフティングケアに取り組むことで、職員の
身体的負担を軽減できた。しかし、導入にあたって病室備品の変更等想定外の問題も生じ、病院管理者側の協
力も不可欠であった。将来、全国的にノーリフティングケアを拡大していく為には病院組織全体で取り組む姿
勢が重要であると実感した。
ノーリフティングケアは職員のみでなく、患者側のメリット（不安軽減、関節拘縮緩和、ADL 向上等）も示
唆されており、今後も継続して取り組みを進めていきたい。
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業務改善（1）

効率化とケアの質を考えたオムツの導入
～患者アセスメントの視点～
札幌西円山病院 看護部
たづみ ふみはる

○田積 史啓（介護福祉士）
，浪岡 まさみ
1．目的
介護要員不足が深刻化する中、質の高いケアが求められている。当院では、患者の睡眠の確保と職員の負担軽
減を目的に、吸収性が高く、肌に優しい素材の夜間専用パット ( 以下パット ) を導入した。導入後３カ月が経ち、
パットを使用している患者のアセスメントの視点や方法について現状を明らかにした。
2．研究方法
対象：当院に在職している全介護職員
データ収集分析方法：パットを変更する前とその後の過程における患者アセスメントについてアンケート調査
し結果を整理した。
3．倫理的配慮
対象者には研究目的、方法、研究への参加は自由であること、語られた内容は個人が特定されないようにデー
タ化する事を説明し同意を得た。
4．結果
配布数 146 枚

回収数 98 枚

【パットを使用する対象者の選定】は、予めリストアップした患者に使用しているのが 95% であった。
【誰がリストアップしたか】は、介護職主体が 59%、病棟全体は 20% であった。
【リストの更新】は、91％がある程度の間隔で更新していた。その方法は病棟カンファレンス ( 以下カンファ )
で検討が 34%、介護のみのカンファが 32%、リーダー会議が 11% であった。
【リストアップの方法】は、病棟カンファが 32%、介護職のみのカンファが 33%、リーダー会議が 20% であっ
た。
【パットの使用を中止する判断】は『排尿量』が 95%、
『患者の陰臀部に異常が見られる』が 80% 以上であった。
【朝のオムツ交換時の観察点】は、
『陰臀部の皮膚変色・発疹・褥瘡の有無』がそれぞれ 99% であった。
5．考察
ほぼすべての病棟で、その時々の患者の状態で判断しているのではなく、リストアップした患者に使用してい
た。決め方は各病棟によって多岐にわたったが、総じて介護職が主となって病棟でカンファ等を通して決定し
ていることも分かった。使用についての判断はパットの特性と陰臀部の状態を観察し、アセスメントしている
ことが明らかとなった。
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業務改善（1）

肩関節疾患患者の疼痛と世親医学的問題との関連性の調査結果
西宮回生病院 看護科
こやま まさよ

○小山 真代（看護師）
【背景】
外来で整形外科患者の看護に携わる中で、肩関節疾患患者は他の整形外科疾患患者と比べ精神的に不安定な印
象を受けた。慢性疼痛患者は精神的健康度が低いとされており、中でも肩関節疾患は画像による器質的疾患の
診断が難しいことが多く疼痛が慢性化しやすい。脊椎疾患では疼痛と精神医学的問題との関係においての報告
があるが、肩関節疾患における関与の報告はない。そこで肩関節疾患患者において精神医学的簡易的スケール
と痛みスケールを用い、関連性を調査した。
【目的】肩関節疾患における疼痛と精神医学的問題との関係と原因を調査し、外来での指導に活かす。
【方法】2017 年 7 月から 2018 年 3 月までに当院を受診した 20 歳以上の男女で肩関節疾患患者とその他の上肢
疾患患者（急性外傷者は除く）
【結果】肩関節疾患患者 25 症例、その他の上肢疾患患者 11 症例い対して調査を実施。ＢＳ - ＰＯＰでは肩関
節疾患患者は 15/25 症例、その他の上肢疾患患者は 4/11 症例に精神医学的問題を認めた。肩関節疾患患者と
その他の上肢疾患患者において
医師の平均スコア、医師と患者の回答の平均スコアにおいて有意差を認め、患者に対する質問では睡眠と疲労
の 2 項目で有意差を認めた。
【考察】本研究の結果から肩関節以外の上肢疾患の患者と比較し、肩関節疾患の患者は精神医学的問題と疼痛
の間に関連性がある事が示唆された。肩関節疾患は夜間痛が特徴的でその他の上肢疾患に比べ、睡眠傷害を呈
する傾向にあり、本研究でも睡眠に満足できない患者が多くみられた。そのため睡眠時のポジショニングや温
熱療法のパンフレットを作成し指導する事で、今後の看護に活かしたい。
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業務改善（2）

日曜日業務のストレス軽減
高田病院
ありむら かおる

○有村 かほる（介護職）
，中島 塔子，日高 奈美代，萩原 隆二，髙田 昌実
【はじめに】
日曜はスタッフが少ないため一人あたりの業務が多く、更に排泄交換に時間がかかり、排便がある場合、不快
な思いを長時間させてしてしまうことが多い。また業務の多さからスタッフへの精神的負担が多く、日曜日の
出勤にストレスを感じ、患者対応に影響しているのでないのではないかと感じるスタッフが出て来た。
今回１週間を通しての業務を洗い出し、日曜日の業務が分散出来るか、技術面の向上や時間配分の変更が可能
か等を検討し、スタッフのストレス軽減を図ったことで患者への対応で負担をかける事が軽減できた事を報告
する。
【取組み期間】
１１月１日～１月３１日
【内容】
① 業務の洗い出し、時間配分の検討
② １日の流れを記録
③ アンケート実施、見直し
【結果】
アンケートや１日の業務を記録したことで日曜日のスタッフに対する業務が時間内に終了しない量である事が
分かった。また業務を記録することで空いた時間があることに気付き、排泄交換を分けて行うことで時間を有
効に使うことが出来きた。その結果スタッフの気持ちに余裕が出来、患者へより良い対応が出来ている事が明
らかであった。
【考察】
業務分担によるストレスの掛かり方に違いがあり、スタッフの技術や知識の違いでも１日の流れに影響がある
と思われる。働きやすい環境を作ることでストレス軽減に繋がり、患者へより良いケアの提供をすることが出
来ると考えられる。今回は患者の意見よりスタッフ側の意見での取り組みであった為、今後は患者からの意見
を聞き業務を見直す必要がある。
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業務改善（2）

パートナーシップ・ナーシング・システム導入後の取り組みについて
1 国分中央病院 看護部，2 国分中央病院

理事長

あんどう まな

○安藤 茉那（看護師）1，中筋 ひとみ 1，山上 里夏 1，藤﨑 剛斎 2
＜はじめに＞
当病棟では、患者への看護の質向上、労働環境改善を目的に、平成２８年４月よりパートナーシップ・ナーシ
ング・システム（以下ＰＮＳ）の看護方式を導入した。それまではチームナーシング、リーダー別、機能別を
混合させた看護方式で、リーダーに報告・相談することはあっても、一人で看護業務を行う事の方が多く、ペ
アで行うというＰＮＳが相手への気遣いのみに終わってしまっていた。ＰＮＳを導入した事により、スタッフ
から、不満・不安・ストレスを感じるなどの声が挙がるようになった。そこでＰＮＳについての勉強会を行い、
意見交換の場を設け、これからよりよいＰＮＳを行なっていけるよう、改善に努めてきた過程と結果をここに
報告する。
＜方法＞
ＰＮＳに対してのスタッフの思いを知るため、看護師１５名に選択肢方式と自由記述式を合わせたアンケート
調査を実施。アンケート結果に基づき、資料を元に勉強会を実施し、意見交換の場を設けた。その後、スタッ
フの気持ちの変化を知るため再度アンケート調査を実施した。
＜結果・考察＞
ＰＮＳ導入後もアンケートから「ＰＮＳをやりたくない」
「相手への気遣いにストレスを感じる」など不満や
ストレスの声が多く聞かれた。そこで資料配布・勉強会・意見交換を行い、経験年数・経験値・年齢差などの
違うスタッフが互いの理解を深め、徐々に意識改革を行う事ができた。それにより不満・不安・ストレスが少
しずつ減少し、今後も「ＰＮＳを続けてみたい」との声に変わってきた。又、患者様からも「二人いるから安
心、すぐ対応してもらえる」などの声が聞かれた。今後も多方面からの意見や情報を取り入れ、勉強会・意見
交換を重ねていき、ＰＮＳをより円滑に行い、導入本来の目的に近づけていきたい。
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業務改善（2）

業務の見直しを行う事で見えてきたこと
加治木温泉病院
むらた けん

○村田 健（介護福祉士）
，松元 直美，福留 由里子，今吉 なつみ，森田 誠一，染川 美佳，白石 真由美，中水 幸代，
新本 紀子，髙田 昌実
【はじめに】
私たちの病棟は 60 床の地域包括ケア病棟であり、一週間の入退院、他病棟への転棟を含め、10 名を超えるこ
とが多々あり、業務が終わらず、残業になることもあった。そういう日が増えると、病棟のスタッフも疲れが
見えるようになり、心に余裕がなく、慌しく業務を行っているという現状だった。そういう状態が続くと患者
の立場に立った満足のいく対人サービスが行えなくなり、自分の描く介護サービスとの違いのジレンマからス
トレス状態になってしまう。その状態を避けるために、私たちは今の病棟の問題を抽出し、問題解決、業務改
善を行い、心地よい職場作りを行った。
【研究方法】
１、研究期間 平成２９年５月下旬～平成２９年１１月下旬
２、研究対象 ２階西病棟ケアワーカー １１名
３、研究方法
１）業務に関するアンケートを実施し、問題点の抽出、振り分けを行う
２）問題解決に向けた取り組み（病棟会等でアイデアを出して実践する）
３）再度アンケートを行ない、業務見直し前後における数値の比較（仕事と私生活の両立の値）
【結果】
業務に関するアンケートを行ない問題点の抽出、KJ 法を用いた問題点の振り分けを行うことで業務の簡略化、
残業時間の短縮と、接遇の改善が必要だと分かった。問題解決に向けて病棟会等でアイデアを出し業務見直し
を実践することで、ケアスタッフ一人一人がゆとりを持てるようになり、仕事と私生活のバランスがとれる結
果となった。
【考察】
仕事と私生活の両立を目指して業務の見直しをケアスタッフ全員で取り組むことで、良い雰囲気で仕事が行
える環境づくりへと発展し、満足感や達成感など仕事に生きがいを感じ仕事と私生活の両立の実現へと繋がっ
たと考える。
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業務改善（2）

業務改善とスタッフの意識の変化
～アンケート調査を用いた業務改善への取り組み～
1 ＡＭＧ埼玉回生病院，2 杏林大学大学院医学研究科

社会医学系専攻社会医療情報学分野

きくち なおみ

○菊地 なお美（看護師）1，元部 麻美 1，西村 典子 1，金城 純夏 1，岳 眞一郎 1，吉田 正雄 2
【背景と目的】
当病棟は介護病棟から医療病棟へ変わり、医療ニーズと高齢化に伴う重症化リスクが上昇した。そこで本研
究では、働きやすい環境と、より良い看護・介護の提供を目的に、職員から意見収集を行い、業務の見直し・
改善を図るための調査を実施した。
【研究方法】
当病棟看護師 16 名、介護職員 10 名の計 26 名を対象とし、平成 29 年 9 月 1 日～ 11 月 30 日までを研究期間
とした。まず、業務の問題点と解決案を自由記述式アンケートで募った。集計した結果を対象者に提示し、取
り組み可能な案を選択してもらった。これらのアンケート結果で多数の合意を得た案を業務に取り入れた。1 ヶ
月後、満足度アンケート（5 段階）を行い評価した。
【結果】
アンケート結果を基に業務内容を 5 つのカテゴリ（①入浴開始時間の設定、②看護師のトランス参加、③夜
間の尿破棄分担、④申し送り時間短縮、⑤看護師の食事介助参加）に分類し、各カテゴリの業務改善を行った。
実施後、病棟職員 26 名に満足度アンケートを行った（回収率 84.6%）
。各カテゴリにおける「とても良い・良い」
の割合は、① 66.5％、② 65.3%、③ 64.2%、④ 61.3%、⑤ 50.0% であった。また、業務改善に対する評価は、
「と
ても良い、良い」が 69.1% であった。
【考察】
本研究では PDCA サイクルを用い、P（アンケートで改善点を列挙）→ D（改善案の実行）→ C（満足度ア
ンケートで評価）→ A（次の改善点を挙げる）を一巡した結果、改善後の満足度が高かった。病棟全体で業務
改善を考えたことは、連携意識の強化に繋がったと考える。また、時間短縮・効率化によって生じる職員の時
間的・精神的余裕は、より良い看護・介護に繋がると期待できる。
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業務改善（2）

kintone を利用した病棟ベットコントロールアプリの作成
中江病院
なかむら あきお

○中村 晶夫（放射線技師）
，児玉 唯史，梅橋 未来
1. はじめに
当院では H ２９年８月に電子カルテの導入、レセプトコンピュータの更新に伴い、kintone を利用した病院業
務改善グループウェアである「ここりんく」サービスの導入を行った。
今回この「 kintone 」を利用し、ベットコントロールの為のアプリ作成を行い、業務改善に繋がった事例を報
告する。
2. 背景
当院の病棟は療養病棟入院基本料１を算定している。そのため算定の条件として、当該病棟の患者の医療区分
2,3 の合計割合が 80％を満たす必要がある。現在、当院では病棟師長と地域連携室が共同で入院受入の管理を
行っているが、その際に地域連携室が当日までの医療区分 2,3 の割合、病床稼働率を手計算したものを用いて
参照している。
3. 方法
病床稼働率などのデータを自動で計算、表示が出来るアプリの作成を行う。アプリ作成前、後において、それ
ぞれ職員へアンケート調査を行い、医療区分、病床稼働率をどの程度周知出来ているか確認する。
4. 結果
アンケート調査結果
アプリ作成前
病棟稼働率を把握しているスタッフの割合・・・・9.3％
医療区分 2,3 の合計割合を把握しているスタッフの割合・・・・16.7％
アプリ作成後
病棟稼働率を把握しているスタッフの割合・・・・84.0％
医療区分 2,3 の合計割合を把握しているスタッフの割合・・・・70.0％
5. 考察
事前のアンケート結果から、当院のスタッフの病棟稼働状況への意識が低いことがわかった。今回作成したア
プリを管理職だけでなく全職員へ周知した結果、病床稼働率を把握しているスタッフが約 9 倍、医療区分割合
を把握しているスタッフが約 4.2 倍に増加した。アプリ作成により業務効率だけでなく、スタッフの病院運営
への意識が高まったのではと考えられる。

第 26 回日本慢性期医療学会 in 鹿児島

7-6-6

業務改善（2）

退院時処理改善への取り組み
1 国分中央病院 看護部，2 国分中央病院

理事長

いまむら みゆき

○今村 美幸（看護師）1，荻窪 真由美 1，竹井 三千代 1，押川 知愛 1，藤﨑 剛齊 2
【はじめに】
退院時は看護師が主となり、事前準備から当日の処理を行い、各部署との連携を図っている。退院決定後、地
域連携室から届く情報を基に病棟で退院時確認表を用いて処理を行っているが、退院時確認表と指示簿への重
複記載による業務効率の低下、医事課との情報共有不足、退院時の患者・家族への荷物の渡し忘れや伝達不足
などの問題点も多かった。また一連の問題を解決するには、多職種と連携をとりながら進めていく必要があっ
たため、業務改善が必要と考えた。今回これまで使用していた退院時確認表の改善を試み、退院処理の効率化
が図れたため報告する。
【対象及び方法】
対象：当病棟看護師 １４名 ・ 医事課 ４名
方法：退院時確認表の問題点を抽出し、チェック項目の改善を行った。
見直した退院時確認表についてのアンケート調査を当病棟看護師に実施。
【結果・考察】
退院準備の際に指示簿への重複記載をする必要がなくなり、
「以前のものより使いやすくなった」
、
「要・不要
がわかり、済んでいることが一目でわかりやすくなった」などの良い点が聞かれた。その反面、
「印鑑を押す
タイミングがわかりづらく、済印に変えたらどうか」
、
「クリーニングや個人用エプロンのチェック項目もあっ
たら良い」という意見もあがった。このアンケート結果から、チェック項目の見直しを行ったことにより、退
院日までの確認表以外に退院当日の確認表も見直す必要があると考えられ、二つ同時に改善するに至った。こ
れにより一段と看護師の業務効率化が図れただけでなく、退院準備の漏れが減ったことで忘れ物が減少し患者・
家族の負担軽減にも繋がったと考えられた。その他、医事課への項目確認を行うことで、多職種連携による情
報共有の重要性を再確認でき、業務改善・連携強化に繋がった。今後は地域連携室から届く退院情報も含めて
改善を試み、業務の効率化と患者・家族へのサービス向上に努めていきたい。
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業務改善（3）

介護人材確保への取り組み
永生病院
さいとう あけみ

○齊藤 あけみ（看護師）
【はじめに】
少子高齢化が加速し、生産年齢の人口減からの人材確保は日本国内どこでも困窮し、特に介護人材の充足率は
減少の一途をたどる状況がある。
「人の役に立ちたい」との想いから介護職を選択しても、理想と現実の乖離
から早期離職するケースがある。退職者との面談から、リアリティショックがあった、指導を十分に受けなかっ
たなど様々な声が聞かれた。
未経験者の人材確保対策として、先ず介護という仕事の内容を知ってもらうために、潜在看護師向けの復職支
援研修と中高生のインターンシップをヒントに、介護体験研修を実施した経過を報告する。
【目的】
１．介護の仕事を理解し人材確保へつなげる
２．開始：2016 年 6 月～
３．実施：毎年偶数月に開催
４．広報：院内外への掲示
５．実施内容：
①介護という仕事を理解してもらう
②人材につなげる
③指導者の人材育成
【結果】
2016 年の開始から延べ 69 人が参加した。年齢分布は 30 歳代～ 70 歳代、参加理由も身内の介護の予習や介護
を知りたいなど様々であり、入職者は 19 名で 27.5％の確保率となった。また、未経験者で就職を希望する者
にお仕事体験の受講を進めたケースもあった。
【考察】
応募には賃金や業務内容が重視されるが、多くは技能を身につけスキルアップを望んでいる。病院での勤務は、
看護師の指示の下という原理原則はあるが、介護職員が独自の視点から患者ケアに積極的に参加できる「遣り
甲斐」の持てる仕組みが必要と考える。
また、当院では、2009 年から EPA 介護福祉士候補生を育成しており、EPA 以外の外国人介護職員も勤務し
ている。今後は、日本人に限らず、介護という仕事の内容を理解してもらうための広報を継続し、患者ケアを
共に考えられる人材確保と育成を強めていきたい。
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業務改善（3）

卒後教育への取り組み
～新人教育カリキュラムの作成と運用～
博愛記念病院
いまとみ ひろゆき

○今富 裕之（理学療法士）
，元木 由美
【はじめに】
卒後教育の充実はセラピストの質の向上はもちろん、病院の発展にとっても重要な戦略の一つである。当院で
は平成医療福祉グループ（以下グループ）で立案した新人教育カリキュラムを導入し新人教育の充実を図って
いる。今回、新人教育の取り組みと導入前後での意識変化と離職率を調査したので報告する。
【対象および方法】
新体制カリキュラム（以下新体制群）を受講した卒後 1 ～ 2 年目の 24 名と旧体制カリキュラム（以下旧体制群）
を受講した卒後 3 ～ 10 年未満の 20 名を対象とし、意識調査のためのアンケートを実施。項目は 10 項目、研
究の趣旨を説明後、回答を以て研究に同意したものとする。
新体制群はグループで作成した 5 年計画の新人教育カリキュラムを使用した。
旧体制群は先輩職員が任意で講義や実技を実施。
アンケート結果ごとに Mann-Whitney の U 検定を用いた。統計解析は R-2.8.1 を使用し、
統計学的有意水準は 5％
未満とした。
両群ごとに入職後 3 年未満の離職率を比較した。
【結果】
①カリキュラムの継続については有意差を認めた (P<0.05)
新体制群：ⅰ継続するべき 65%、ⅱ見直して継続するべき 35%
旧体制群：ⅰ継続するべき 27%、ⅱ見直して継続するべき 66%、ⅲその他 7%
②離職率
新体制群：0%
旧体制群：11%
【考察】
グループで立案した新人教育カリキュラムを使用することで、偏った分野の指導にならず、幅広い分野の勉強
をカリキュラムに基づき学ぶことができるようになった。統一された講義や実技内容及び e- ラーニングの導
入によって復習や履修困難な職員においても聴講が可能となった。新体制の導入後は離職を認めていないこと
やアンケート調査の結果からも新体制のカリキュラム導入は有意義であったと言え、今後も継続して取り組み
を行っていく必要性が高いと示唆される。
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業務改善（3）

職員の病棟目標に対する意識変化について
ナカムラ病院
とまり のりこ

○泊 紀子（准看護師）
，井藤 佳代，池田 すみれ，高雄 充正
目的
当院は、介護医療院へ転換予定の医療療養病棟、認知症病棟を有する、平成 30 年 6 月現在４１０床の高齢者
専門病院である。Ｂ１病棟は主に介護度の高い患者が入院する５０床の介護保険病棟である。長期入院を必要
とする患者にとって療養環境がより質の高いものである為に職員一人ひとりが病棟目標に対しての理解を深め
ることを目的とする。
方法
病棟目標の 5S 活動、標準予防策の資料を作成し回覧前後、Ｂ１病棟全職員２８名を対象にアンケート配布、
回収、集計。
結論
5S 活動に関しては、個人で実践するのではなく、全職員が理解し、共通の目的を持って行動する必要がある
と考える。5S 活動とは「整理」「整頓」「清掃」「清潔」
「躾」とされている。しかし、
「躾」の項目に関して馴
染みがないためか、理解・実践ともに行動の変化が見られなかった。このことから 5S 活動について話し合い、
伝達を行い、全職員が共有できる環境作りが必要だと考えた。
感染に関しては標準予防策が再認識でき、意識がさらに高まった。ここでも職員同士の声掛けや、確認し合え
る環境作りが必要だと考える。職員のほとんどに意識付けが出来ていたため、一層理解、実践が出来たという
結果が出た。
アンケートの結果、8 割以上の職員が意識の変化があったと実感しており、毎朝病棟目標を唱和、資料回覧す
ることで意識向上となり成果につながったと考える。
まとめ
今回のアンケート調査により、病棟目標に対しての理解が深まり、唱和することで職員の意識が高まった。今
後も病棟職員全員がさまざまな情報を共有しながら実践していくことで、より良い職場環境にしていきたい。
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業務改善（3）

患者満足度調査の回収率向上を目指して
原病院 リハビリテーション部
くさの けんじ

○草野 謙二（理学療法士）
当院では年に一度、外来・入院患者を対象に患者満足度調査を行っている。現在の外来・入院患者の本音
や当院への評価・満足度を把握することで業務改善を図り、満足度向上に役立てる事を調査目的としている。
調査結果の偏りを少なくし、患者の本音を知る為には回収率を上げる事が必須である。そこで今回、回収率向
上を図り、向上を認めた為、調査結果と共に報告する。
調査回数は入院・外来患者を対象に平成 25 年から 29 年までの 5 回。調査方法は調査用紙を患者もしくは家
族に配布し、設問に対して満足・やや満足・普通・やや不満・不満の 5 段階評価してもらった。また自由記載
欄も設け、設問以外の意見も受け付けた。無記名式で記入してもらい、回収箱に直接投函してもらった。調査
項目は人的サービス、施設・機能、時間管理、情報提供、全体的満足度の 5 項目とし、それぞれに小項目を設
けた。調査を行う際には、調査目的と趣旨の説明を十分に行い、知り得た情報の漏洩予防に努めることと、本
目的以外には使用しないことを伝え、同意の上で調査を行っている。
回収率向上を目的に、入院期間中の提出呼びかけを数回実施と、外来診察待ち時間中の記載をお願いした。
調査結果は、入院患者全項目の評価平均は「満足・やや満足」が 75.8％、
「普通」が 20.9％、
「不満・やや不満」
が 3.3％だった。外来患者は「満足・やや満足」は 80.1％、
「普通」は 18.0％、
「不満・やや不満」は 1.9％だった。
回収率は平成 25 年に 75.8％で、４年後の平成 29 年には 84.0％まで向上した。過去 5 回で入院患者に 1033 枚
配布し、828 枚回収でき、回収率は 80.2％だった。平成 29 年の回収率は過去最高となった。
今後も患者の本音を知り、より良い病院作りの為にも回収率の向上を図っていきたい。
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業務改善（3）

5S 活動導入への取組み
信愛病院 看護部
すだ かすみ

○須田 香澄（看護師）
，林 優子，荒木 早苗，加藤 洋子，立花 エミ子，越永 守道
【はじめに】当院一般病棟では、使用していない書類や、期限切れの物品が残され、望ましい衛生環境とは言
えない状況であった。これらは医療安全の論点からも無視できない問題であり、そこで医療現場においても広
く認識されている「5S 活動」に着目し、その導入と維持するための基盤作りを試みたので報告する。
【方法】1) 期間：平成 30 年 4 月～ 6 月 2) 対象：一般病棟看護師 20 名 3) 研究メンバーが中心となり整理・整頓・
清掃に重点を置き基本的な計画を立案。4) 共通理解を得る目的で学習会を開催。5) 書類や物品を処分する明確
な基準を定め、物品の定数を定める。6) 病棟スタッフにアンケートを実施し 5S 活動に対して学習会前後での
意識の変化を調査。
【結果】包交車内の物品と定数を見直し、スタッフが日替わりで点検を行うことで物品の過不足を防止でき処
置の途中にベッドサイドを離れる頻度が減少した。ナースステーション内では各物品の保管場所を定め、ラベ
リングすることで探す手間を減らすことができた。また処置台の上には不必要なものを置かない、注射薬の管
理には患者 1 人に 1 トレーの原則を徹底し安全性の向上を行った。
【考察】整理整頓の過程ではコミュニケーションが不足すると、変わった物品や配置の変化に戸惑うこともあ
るため注意を要するが、一旦整理整頓がなされると、その環境を維持しようとスタッフの自発的な行動がみら
れるようになった。今回は、研究メンバーが率先してレイアウトの変更も含め徹底した整理整頓を行い、他の
スタッフにも自然と協調が生まれるようになった。スタッフ全員が自然に取り組める環境を作ることが 5S 活
動の継続に繋がるものと考えられる。今後もスタッフ全員が 5S を意識しながら業務を継続することが、持続
可能な 5S 活動の基本となるものと考えられる。
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業務改善（3）

職員の疲労改善に向け、セルフエクササイズを導入した取り組みの検討
中江病院 リハビリテーション
まつだ かずき

○松田 和樹（理学療法士）
初めに
患者の高齢化や多様化する医療、ニーズに対応する為、煩雑化する臨床現場でストレスを感じる事も多い。当
院は地域医療のニーズに応えるべく病床数を拡大しており、患者数・職員数の増加に伴い、よりストレス、疲
労感を感じやすい現状にある。そこで病棟職員のストレスや疲労感に着目し、セルフエクササイズを指導する
ことで疲労感が軽減すると考えた。指導の前後での疲労感の比較を検討したのでここに報告する。
対象・方法
病棟従事者 39 名
対象者に、介入前後でアンケート調査を行う。アンケートには、厚生労働省
「労働者の疲労蓄積度自己診断チェッ
クリスト」内の自覚症状の評価の項目を用いて、疲労度を測定し、4 段階に分類した。参加を希望した病棟職
員に対し、講習会を実施。内容として、5 分程度で出来る体幹を中心としたエクササイズを指導した。講習会
の 10 日後に再度アンケート調査を実施し、講習会受講者・非受講者に分けそれぞれ比較検討を実施した。
結果
事前アンケート結果
39 名より解答が得られ、平均点が 11 点であった
事後アンケート結果
受講者群：12 名より解答が得られ、平均点が 10 点であった
P(T<=t) 両側 0.03
非受講者群：11 名より解答が得られ、平均点が 12 点であった。
P(T<=t) 両側 0.92
考察
受講者群は講習の前後で、有意な差が見られた。非受講者群は講習の前後で、有意な差が見られなかった。対
象とする 2 群を比較した結果、講習受講者群の方が、自覚的疲労度が低い事が明らかになった。体幹を中心と
したエクササイズを行うことで、疲労感の軽減が図れることが示唆された。疲労等が原因でストレスが緩和出
来ないと、交感神経の伸張性が低下し、並行して位置する脊柱まで伸張性を失うと言われている。疲労回復の
ためには、休息時に副交感神経が優位に作用することが必要である。交感神経の伸張性が改善し過活動が抑制
され、副交感神経が優位に作用するようになったことが要因であると考える。
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業務改善（4）

業務の見直し改善に向けて
～当院独自のペア制看護方式の確立～
湯田内科病院 看護課
もとむら えいこ

○本村 栄子（看護師）
【はじめに】
当病棟の看護体制は機能別看護で、12 ～ 13 名の患者を一人で受け持ち、他スタッフは処置・点滴・ADL 介
助などに分かれ看護・ケアを行っている。
しかし、この体制では一人で考え解決していかなければならず、困ったり・不安に思いながらケアをしている
という意見が以前から出ていた。そこで、アンケート調査を行い問題点を明確にし、業務改善を検討し実践し
たことで得られた成果を報告する。
【アンケート調査】
一病棟看護師 30 名 平均年齢 33 歳
アンケートにより明らかになった問題点
1．機能別看護に困ったことがある。
2．一人で施行する看護・ケアに対して不安がある。
3．機能別看護体制では、患者の情報不足によりリスクが生じやすい。
【取り組み】
改善策
1．機能別看護を廃止し PNS（パートナーシップ・ナーシング・システム）を参考にペア制を取

り入れマニュ

アルを作成
2．スタッフ全員が患者情報を得られる体制
3．何度もカンファレンスを行い内容検討しペア制を定着
【結果】
独自のペア制を導入し再度アンケートにより意識調査を行った。
ペア制の体制で看護・ケアすることでスタッフ間のコミュニケーションが図りやすくなり、お互いの持つ知識
で看護力を高め合い、また、心にゆとりをもて患者とのコミュニケーションも図りやすくなった。すぐにスタッ
フに相談でき、患者情報を交換・共有しあえる環境になった。
【まとめ】
今回の業務改善を通して、チーム間で協働することの大切さを実感し、お互いが学び合う環境が生まれた。機
能別看護の体制と違い、患者によりよい看護を提供する体制に近づけた。
今後もスタッフの意見を交換し合い、問題点を共有し患者主体の個別的看護・ケアができるように病棟全体で
目標を定め、より良い看護を目指していく。
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業務改善（4）

業務改善への取り組み～すべては患者様のために～
富家千葉病院 看護部介護科
はやし じゅり

○林 自由里（介護職）
【はじめに】
当病棟は 42 床の障害者病棟である。拘縮の強い方や人工呼吸器を装着されている方も多くケアが重要視され
ている。その中で、介護職の慢性的な人員不足を招いており、以前のような充実したケアが行えないのが現状
である。そこで今回は、業務改善の取り組みを行う中でチームアプローチを考える機会を得られたので報告す
る。
【目的】
・すべての患者様が平等にケアを受けられる事
・個々の患者様のニーズに応じたケアを行う事
以上に重点を置き業務改善を図る事。
【方法】
① 当病棟の介護職員および看護職員を対象に業務改善に対するアンケート調査を実施する
② アンケート調査を元に業務改善案を検討する
③ ニーズに応じた業務改善策を実行するため、チームアプローチを図っていく
【結果、考察】
アンケート調査を行った事で、介護職員、看護職員それぞれの立場での意見を聞く事が出来た。
また、一部の作業を看護職員と一緒に行動する事で作業効率を上げる事が出来た。そしてそれぞれの職員が
次の作業をどうしたら効率良く出来るか考えるようになった。
これからも報・連・相を大事にし、すべては患者様のためにチームアプローチをして行きたいと思う。
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業務改善（4）

介護士のタイムマネジメントを考える ～夜勤体制の改善と PDCA サイクルの実践～
新富士病院グループ

川崎みどりの病院 看護部

えづれ みほ

○江連 美帆（介護福祉士）
，岩崎 林太郎，横山 真由子
【はじめに】
当院では慢性的な人員不足のため、日々の業務の繁雑化、教育体制の不足などにより、スタッフのモチベーショ
ンが下がり、早期離職へと繋がる負の連鎖が顕在化していた。
限られた資源の中で繁雑化した業務の改善をおこなうに当たり、“ 夜勤体制の改善 ” を通して、タイムマネジ
メントの必要性について考えた結果をここに報告する。
【目的】
夜勤業務の作業項目・時間を調整後、業務改善プランを PDCA サイクルで実践することで、“ 夜勤体制の改善 ”
とタイムマネジメントの必要性を明らかにする。
【研究方法】
調査対象 ： 夜勤従事の介護士 11 名
調査期間 ：平成 29 年 8 月～平成 29 年 12 月
調査方法 ： 単一回答・分岐質問型のアンケート
：15 分枠行動記録表
分析方法 ： 時系列分析によるアンケート内容と行動記録の比較
：実行前後に時間調査と意識調査結果の比較
【結果】
改善プラン実行後の 2 次評価と 1 次評価との比較の結果、改善された。
・課題に挙がった作業時間の短縮
・夜勤スタッフの肉体的・精神的な負担軽減
・ナースコールにすぐに対応できるケースの増加
・日勤帯に従事するベテランスタッフの増加
【考察】
PDCA サイクルは業務改善を円滑に進める手法のひとつであるがこの度の取り組みを振り返ってみると計画
前には調査（survey）があり、いわば SPDCA サイクルを廻していた。
つまり時間の使い方を把握することが業務改善への第一歩なのだとこの度の取り組みを通して実感した。介護
士は対人援助を仕事にしているのであるから、繁雑化した業務や限られた時間の中でも患者に適切なケアを提
供することに時間を割くべきである。そのためにはひとり一人が自己の “ タイムマネジメント ” をおこなえる
ようにしていかなければならないと考える。
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業務改善（4）

オムツの終日の低頻度交換による業務改善を試みて
1 福島寿光会病院 看護部介護科，2 福島寿光会病院

看護部看護科

さとう えみ

○佐藤 栄美（介護福祉士）1，渡邉 香奈子 1，伊藤 晃樹 1，原 七重 2，近内 光代 2，玉坂 恵子 2
【はじめに】当院入院患者は、常時 9 割が終日オムツを着用している。看護・介護 ( 看護補助 ) 職員の業務の
大半を占めるのが排泄ケア（オムツ交換）であり、職員の中から排泄ケアの見直しの声があがった。今回オム
ツメーカーの見直しを契機に、患者それぞれにあったパッドの選定、オムツ交換の頻度と当て方を再検討し、
職員の排泄ケアに関する意識の変化と排泄ケアに要する時間の短縮により患者ケアの見直しができたので報告
する。
【方法】H30 年 4 月 9 日～ 4 月 12 日まで 4 日間 5 名の患者を対象に尿量測定及びパッドの汚染状況のアセスメ
ントにより、当院でのオムツの当て方に悪い場合があることが判明した。よって、4 月 24 日、27 日にアドバ
イザーによる勉強会を実施しおむつの当て方を統一した。4 月 25 日からはサンプル品を用いて当て方の練習
を行い、5 月 9 日より新製品に切り替えた。5 月中にアドバイザー来院によるオムツ交換の立会いを 4 回実施
した。また、オムツメーカーの変更に合わせて業務の見直しを行い、実施前後での変化や時間の有効的な活用
についての職員聞き取りを実施した。
【結果】適正なオムツの当て方の習得と吸収量の多いオムツへの変更で、尿漏れによる汚染が減少し、かつオ
ムツ交換の間隔を延長できたことにより、一日に要する交換時間が短縮できた。また、漏れない当て方技術の
習得と吸収量が多いオムツの選定により、利用者への費用の負担も軽減した。
【考察】今回の介入により、患者個々の状況に適したおむつを選定しコストを職員各自が意識するようになり、
排泄ケアに関する知識を向上させることができたと考えられる。その結果、統一した方法でオムツ交換が実施
できるようになった。また、当て方が改善され交換間隔を延長できたことで 1 日の仕事時間に余裕ができ、今
までオムツ交換に割いていた時間を入浴やレクレーション活動に振り向けることができるようになった。
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業務改善（4）

職員の立場からみた「受けたい介護」の実践
～疑似体験からの学び～
聖ヶ丘病院 看護部
とみみず ひさえ

○冨水 久絵（介護福祉士）
，柳舘 ちほ，田中 千代美，宍戸 由美
【はじめに】
介護を実践する上で日常のケアが患者にとって苦痛はないかを振り返るため高齢者疑似体験を実施した。その
経験から高齢者及び介助される患者を理解した対応を実践するには様々な疑似体験が必要と考えた。疑似体験
することで患者の心情を理解し安全で安心した介護ケアを実践する
【研究方法】
対象は病棟職員２９名 高齢者疑似体験スーツの着用と歩行 車椅子・ストレチャーの乗車と移送
体位変換の実施、疑似体験前後の意識アンケート調査、アンケートの分析 介護の意識づけ実施
【結果】
高齢者疑似体験は２６名が初めての経験であった「手足の自由がきかない」
「転びそう」が１２名と多かった。
車椅子・ストレチャー体験では速さ・恐怖心・めまいを感じるが１０名であった。体位交換では「不安感」「恐
怖心」などが上げられ、これらの体験から意識カードを作成し、意識したケア実施の試みた。結果「丁寧な心
配り」「危険予知」など配慮した対応がみられるようになった。
【考察】
高齢者疑似体験では体が重く、ふらつく、物が見ずらい等、加齢に伴う身体機能の低下を知った。知識はあっ
ても体験するまで不自由さを理解することはできず、高齢者が日常動作に様々なバリアを抱えていることが分
かった。介入後の調査では丁寧な心配りと危険予知に対する配慮が深まったと考えられる。また不快を感じさ
せないことが「受けたい介護」の実践に繋がると考え更にオムツ体験とトロミ水摂取体験を実施した。その体
験からオムツ交換を要望された際は速やかに対応、皮膚観察の強化となった。渡辺和子は「体験では伸びない
が体験のない知識は深まらない」と言っている。様々な疑似体験から患者の気持ちを理解し対応する際は声掛
けを行い、様々な対応を意識してケアすることが重要と考える。患者の状況を理解し、気持ちに寄り添った受
けたい介護を実践していきたい
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業務改善（4）

からだにやさしい介護を目指して～介護する側、される側、双方にやさしいケアの実現に向けて
～
湯田内科病院 リハビリ課
みや まさのり

○宮 雅紀（理学療法士）
【はじめに】
平成 25 年 6 月、厚生労働省は 19 年ぶりに「職場における腰痛予防対策指針」を改訂した。背景には高齢者
介護など介護、看護現場での腰痛発生件数が大幅に増加している状況がある。
『持ち上げる』
『引っ張る』など
の力任せの介助方法は、介護される側の二次障害の発生リスクを高めるとともに、私達、介護する側にとって
も、腰痛などの不利益をもたらす。当施設では、
「からだにやさしい介護教室」を通し、
「からだににやさしい
しいケア」を実践していこうという取り組みを続けている。
【現状把握からの気づき】
介護・介助方法を見直すことで、その方法は正しいのか、利用者、職員への負担は大きくないのか、など様々
な弊害が存在することに気づかされた。
【取り組み内容・目的】
毎月、からだにやさしい介護教室を開催。力まかせのケアは、介護する側、される側に身体的・精神的負担が
あると考え、力まかせのケアを廃止し「人を大切にするケア」を共に学び実践することを目的とした。
【結果】
1. 体験型研修を通し、からだへの負担や恐怖心を感じることができた。
2. 持ち上げない介護を実践できるようになった。
3. 腰痛予防、技術習得への意識向上につながった。
4. からだにやさしいケアを広めていく環境を築けた。
【考察】
からだにやさしい介護を実践することで、多くの成果を生むことができた。職員が学習、練習することで意識
変化が生まれ、その方の身体機能に合わせた生活支援を行えるようになった。またヒト、コト、モノの３方向
から多面的にアプローチすることで、スタッフも納得し取り組みを進められた。
【まとめと課題】
リハビリテーションの概念は、その人らしく生きる権利を取り戻すことである。最終的に自律を目指し、各専
門職が共同で、利用者本人とご家族の希望を支援していくことが必要である。その手段として「からだにやさ
しい介護」は継続して追求していくべきだと考える。
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業務改善（5）

検査待ち時間短縮の継続的な取り組み
北条病院 放射線科
しば しゅうた

○芝 修太（放射線技師）
，中川 聖也，白石 恵理，渡邊 佳子，松下 一美，浅田 真由美，小原 睦美，村上 公則
[ はじめに ]
当院ではＸ線一般撮影・CT 撮影とエコー・心電図検査、内視鏡検査の際に患者の待ち時間が長くなる、何回
も患者が移動しなければならない等の問題が発生していた。現場のスタッフ、患者からの意見を受けて、
TQM 活動として待ち時間の短縮及び検査の効率化を図るために活動を行った。
[ 方法 ]
検査待ち時間を予約時間と検査開始時間の差と定義し、外来、透析、入院患者別に検査待ち時間を測定した。
測定結果をもとに①環境設備②システム③連携伝達④患者視点の４つの側面から要因分析を行い問題点に対し
部署ごとに対策を立案・実施しマニュアル化を行った。その後半年周期で検査待ち時間を測定し、検査時間が
大幅に延長した場合は関係部署にてマニュアルの見直しを行った。
[ 結果 ]
対策前の検査待ち時間の全体の平均は 5 分 14 秒であったが、対策後は全体の待ち時間の平均が 0 分 20 秒まで
短縮された。対策前は検査待ち時間のばらつきが大きかったが、取り組み後は予約時間に検査を施行する件数
が増加し、外来患者は 3 分 23 秒、透析患者は 6 分 23 秒、入院患者は 4 分 32 秒検査待ち時間を短縮すること
ができた。また、混雑時の職員間の協力体制も強化できた。
活動終了後も 6 月と 12 月の第 1 週に検査待ち時間を測定している。平成 29 年度 6 月では検査待ち時間の平均
は 1 分 42 秒、12 月は 4 分 9 秒となった。検査時間が大幅に遅延した場合は適宜原因を解明し対策を立案、実
施している。
[ まとめ ]
検査待ち時間は短くなり予約時間通りに検査の実施が可能となった。職員も業務整理と効率化が行え、多職種
協働により今まで困難であった連携業務の改善もできた。また検査時間を定期的に測定しマニュアルを改訂し
ていくシステムを確立できた。結果、スタッフの提供する医療サービスの質の維持・向上につながった。
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業務改善（5）

透析患者における送迎業務の改善への取り組み
上山病院
もりお ひろたか

○森尾 浩隆（事務職）
，福森 美奈子，福元 昌宏，追立 輝昭，脇田 雄作，中島 薩夫，寺園 英人，中川 堅二
目的 当院では透析患者の送迎を行っているが、送迎を行っている職員は送迎専門ドライバーではなく 一般施
設課職員が行っている。 送迎患者の増加に伴い、車両物損事故・患者様の転倒事故・クレーム等が複数件発
生し送迎業務に携わるうえで必要な技術、知識教育がなされていなかったこと、他部署との連携が取れていな
いこと、送迎をする事だけを考え患者様の立場になり物事を考えていなかった事を痛感し、再発防止策を講じ
た。
背景 現在、1 日平均 55 人の患者を施設課職員運転手 5 名（内 1 人は送迎補助）と委託運転手 5 名で送迎を行っ
ている。車両はハイエース 5 台、タント 1 台を使用し、鹿児島市内や遠方では東市来・伊集院・吹上・喜入・
川辺を透析曜日、地区で分け、そこから穿刺時間・透析時間等を考え 1 日 6 コースで運行を行っている。
改善 これまでに行ってきた主な改善策は、研修による接遇マナーの向上・安全運転研修やヒヤリハット報告
会の実施・タクシー会社との提携・送迎ルートの改善・ドライブレコーダーの導入など様々である。
結果・考察 これらを実施した事で、貰い事故を含め、年間で 1 件有るか無いかまで減少した。また、運転手 1
人 1 人の安全運転への意識向上に繋がり地域の模範となる送迎業務が出来てきている。さらに送迎補助を置く
ことにより、病院到着時・出発時の運転手の負担が少なくなり、乗降時の転倒事故・ロータリー内での接触事
故に関しては 0 件になった。常に車両の運行状況と患者の動向等に目配り・気配り・心配りをしながら、患者
の負担を少しでも軽減出来るように努めている。待ち時間等は多少、改善には向かってはいるが透析延長・ト
イレ離脱・食事等で時間が読めないところも有るので今後の再検討事項といえる。 私達、腎愛会施設課職員
は医療従事者ではないが、毎日の送迎で人の命を預かる重要な業務だと認識し、安全・安心・快適を念頭にお
き、地域の模範となる送迎を行っていきたい。

第 26 回日本慢性期医療学会 in 鹿児島

7-9-3

業務改善（5）

院内学習への取り組み
1 国分中央病院

診療技術部，2 国分中央病院

リハビリテーション室，3 国分中央病院

理事長

みなみだ のぶよし

○南田 寿康（放射線技師）1，曽山 福太郎 2，藤﨑 剛斎 3
（背景と目的）
当院には院内教育を行うための生涯学習委員会（以下委員会）がある。日々進歩して行く医療に対し、医療人
は学習を生涯行っていく必要があるという考えから生涯学習としている。2011 年からの長期にわたる取り組
みについて検証を行ったので報告する。
（期間と対象）
2011 年 4 月～ 2017 年 12 月（6 年 8 ヶ月）
当院職員
（主な方法）
2011 年 生涯学習委員会発足。
2012 年 不定期から定期学習（月 1 回曜日固定）に変更。
2013 年 企業依頼から職員講演へ、当院で必要な内容把握・実施、講演者の向上・育成に取組。
2014 年 出席率低下が目立つようになり原因分析。講義のマンネリ化および固定化した出席と判断。ただの依
頼から委員会内で検討し依頼するよう変更。重要な基礎講義の変更はせず、方法を工夫。欠席者対応は出席者
からの口頭伝達をやめ、撮影した講演の動画学習、レポート提出へ。
2016 年 専門的な内容も計画。症例を多部署から講演し多面的見解学習を実施。整理復習目的で企業による学
習を再び開始。
（結果）
定期実施により学習が習慣化された。職員講演への変更は、時事に相応しい学習となり、講演スキルや情報取
得向上、勉強会内だけで完結していた学習を現場に転換できた。検討や工夫は刺激となり出席率上昇に繋がっ
た。動画学習による効果はあり、欠席した職員への一助となった。
（考察）
習慣化が、労力と捉える事なく学習できる環境を作り、知識の蓄積が医療人としての自信となり、学習関係者
の意欲の向上に繋がったのではないかと考える。一方で、未熟な習慣化と職員講演により、疲れや怠慢が生じ、
加えて学習の偏りが出席低下やマンネリ化になったと考える。また、委員が講演内容に関わることで委員の意
識ややる気の向上となり、それらが出席率の向上にも繋がったのではと考える。課題として動画学習は、講演
方法による習得率が大きく変わるため他の学習方法を模索する必要があると考える。
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業務改善（5）

介護職員が働き続けられる職場であるために ～必要な条件とは～
新札幌パウロ病院
みた きくよ

○三田 希久代（介護福祉士）
[ はじめに ]
当病棟は医療療養病床で、入院患者の９割が日常生活自立度ランク C である。 身体機能の著しい低下があり、
ADL 全般に介助を要する。
昨今、離職率が高いといわれる介護業界だが、当病棟の介護職員は、３年以上の当院勤続者が７５％を占め
ている。介護職員が働き続けられている理由を調べて、働く環境には何が重要であるかの調査を行った。
[ 方法 ]
在職中の介護職員１６名に「勤続できている理由」のアンケートを実施。一番回答数が多かった「人間関係」
とはどのようなものか、又どのようにしていくことが良いかを、更に掘り下げて調査した。
[ 結果 ]
勤続できている理由に介護職員の６９％が「人間関係の良さ」であるという回答を得た。その中でも所属中の
病棟は「コミュニケートしやすい」
「相談しやすい」
「明るい」という回答が多くみられた。
これらの事から必要な条件として、
「コミュニケーションを大切にする（挨拶・声掛け・報連相）
」
「相手の立
場に立って考える（強く主張しない・感情的にならない・不快な思いをさせない）
」
「仕事として割り切る」と
いう結果にまとまった。
[ まとめ ]
今回のアンケート結果から、人間関係の重要性を認識することができた。介護職員が良好な人間関係の環境で
働き続けられるために、今回の研究結果を今後も役立てていく。
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業務改善（5）

療養病棟で若年看護師を育てる職場教育の取り組み
静岡徳洲会病院 看護部
いとう まゆみ

○伊藤 真弓（看護師）
【はじめに】
療養病棟は患者の病状が比較的安定していることから医療介入が少ないが、継続的な治療を必要とし、幅広
い知識が必要となる。そのため今まで新卒や若年看護師の配属はなかった。昨年療養病棟希望の 2 年目看護師
（以下Ａさんとする）が入職した。技術、知識、経験が未熟であったことから新人としての教育を行う事とした。
新人教育を行う風土のなかった療養病棟の職場環境において、病棟全体で新人教育に取組み、Ａさんの成長に
繋げることができたため、その経過を報告する。
【経過】
昨年 6 月、療養病棟に 2 年目看護師 A さんが入職。経験と実績のある 13 年目の看護師をプリセプターとした。
指導ノートでスタッフ同士の情報共有を行い、療養病棟独自の技術チェックリスト、時間管理チェック表、社
会人基礎力チェック表等を用いて指導を行った。また面談で振り返りと評価を行い、
次の課題を明確にしていっ
た。
【結果】
プリセプターを中心に病棟全体でＡさんの教育に関わり、1 年間の課題がほぼ達成できた。また次の目標に進
む成長がみられた。
【考察】
今回 A さんの進捗状況をみながら指導の評価を行った。必要な教育を実践できたことについて、
プリセプター
の役割は重要であり、十分に力を発揮できた。療養病棟の業務内容にあわせた技術チェックリストや時間管理
チェック表の活用により、A さんにとって理解しやすく、行動しやすいものとなり、Ａさんにあわせた教育が
できたと考える。また、指導ノートはスタッフ間の情報共有を促進するツールとして大いに活用できた。病棟
全体で温かく見守りながら根気よく新人教育を継続できた。
【まとめ】
教育は教える側の柔軟な対応と教育技術や教育内容の工夫をすることが重要である。病棟全体で若年看護師
と指導者をサポートする風土が根付き、みんなで育てる文化の醸成を目指したい。
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業務改善（5）

外来における業務改善の取り組み
中材業務を見直して
高田病院
よしとみ たえこ

○吉冨 妙子（看護師）
，吉海江 優子，萩原 理美，萩原 隆二，髙田 昌実
【はじめに】
当院では、内科・腎不全外科・泌尿器科・皮膚科の診療、健康診断（協会健康保険・人間ドッグ・企業検診・
船員検診）、内視鏡検査、訪問診療、中央材料室の業務を行っている。このように煩雑な業務の中、限られた
マンパワーで対応するため、６人の外来看護師が担当制で業務を行っている。現在の業務の状況では、1 人 1
人の負担が大きいため、今回、業務の効率、作業時間の短縮を検討し、業務の１つである中央材料室の洗浄工
程を見直し改善が図れた為報告する
【目的】
業務の効率、作業時間の短縮
【方法】
１. 洗浄工程の見直し
《変更前》温水下の予備洗浄⇒酵素剤による浸漬⇒温水で十分にすすぐ⇒拭き取り乾燥
《変更後》酵素洗浄剤による用手洗浄⇒温水で十分にすすぐ⇒乾燥器（80℃４５分）
２. 洗浄剤の選択・変更
３. 洗浄場所と物品の見直し
《変更前》流し台を予備洗浄用と浸漬後の洗浄用に分け、変更前の手順で洗浄・乾燥
《変更後》２槽に分かれている流し台を洗浄前と洗浄後に分け乾燥器を取り入れ、動線の改善を行った
４．職員間で、１・２･ ３の洗浄工程の見直し前と後の情報を共有し、洗浄工程等を統一した
【結果】
洗浄工程を見直したことで、洗浄剤や洗浄方法の変更を行い、浸漬時間がなくなり、流水による予備洗浄を省
くことができた。そして乾燥器の導入により拭き取り作業や翌日までの乾燥時間を大幅に時間短縮することが
できた。また、洗浄工程が短縮されたことで作業動線も短くなり、使用物品・洗浄剤等のコスト削減に繋げる
ことができた。
【考察】
用手洗浄は機械洗浄と比べ洗浄効果において作業者による個人差がでやすいため、現在行っている洗浄マニュ
アルを用いて、引き続き統一した用手洗浄の継続・管理を行っていくことが必要である。そして安心・安全な
物品を提供できるよう取り組んでいきたい。今後より効果的な業務改善を図り、働きやすい職場作りを目指し
ていきたい。

第 26 回日本慢性期医療学会 in 鹿児島

7-10-1

業務改善（6）

リハビリテーションスタッフ会議 充実のために
～情報共有シートを導入して～
1 中洲八木病院 リハビリテーション部，2 中洲八木病院

医局

まつもと よしひさ

○松本 佳久（作業療法士）1，吉田 浩章 1，井関 博文 1，倉田 浩充 1，日浅 匡彦 2
【はじめに】
当院の地域包括ケア病床は、リハビリテーション（以下リハ）を目的に入院される患者が多い。患者情報共
有のためリハスタッフ会議（2 回 / 週、各 30 分間）を行っているが、一方向の申し送りで充分な議論が行え
ていなかった。そのため、
「情報共有シート（以下シート）
」を導入した。
【取り組み】
シートの項目は、①患者属性（氏名・年齢）
、②入院期間、③入院時からの ADL の変化、④屋外リハの実施日、
⑤退院前訪問指導の実施日、⑥代行スタッフが気づいたこと、を記載する。リハスタッフ会議の際は、シート
を閲覧しながら進行する。
【結果】
以前は患者情報の申し送りに時間が費やされていたが、申し送りの時間が短縮され、質問や助言、また専門
職としての関わり方を話し合う時間が増えた。導入前：後では、リハ内容で屋外リハ 24：34 件、退院前訪問
10：34 件と導入後に増加。また、病棟の実績は、入院期間 37.3：39.3 日（有意差なし）
、FIM 利得 10.1：11.8
点（有意差なし）、在宅復帰率 76.6：87.4％（P<0.001）であった。
【考察】
シートの導入によって、リハスタッフ会議で質問や助言が行われるようになった。入院期間、FIM 利得に有
意な差は認められなかったが、屋外リハや退院前訪問に増加が認められた。以前は機能面のみに着目しがちで
あったが、屋外リハや退院前訪問より退院後の家での生活状況や外出等の活動状況が把握でき、具体的なリハ
目標が設定できた。その目標が患者の自信になり在宅復帰率の向上に繋がったと考える。
当院の地域包括ケア病床は、個人担当制で経験年数の浅いスタッフが多いため患者情報の説明に時間を要し、
充分な議論の時間が確保できていなかった。今回、シートを導入したことで、円滑に会議が進行できるように
なりスタッフ自身の患者への関わり方にも変化が見られた。本取り組みは、病棟実績の向上、スタッフ教育の
一助になっていると思われる。
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業務改善（6）

問診票を用いて統一された情報取集への取り組み～生物学的製剤（Bio 製剤）治療の問診票を作
成して～
堺温心会病院 看護部
やすい いくこ

○安井 育子（看護師）
，北村 由起子，山根 珠子

【目的】当院では関節リウマチ患者の外来継続治療を行っており、皮下注射 5 種類と静脈注射 ( 点滴 )3 種類の
生物学的製剤（以下 Bio）製剤を導入している。これまで皮下注射患者には専用の問診票がなく、静脈注射 ( 点
滴 ) 患者に対しては専用のチェックリストがあったが問診の段階での看護師による情報収集不足があり問題と
なっていた。本研究の目的は問診票の作成、チェックリストの見直しを行い必要な情報取集の統一化を図り、
勉強会を開催する事で看護師のＢｉｏ製剤に対する知識向上に取り組む事とした。
【対象】当院外来勤務の看護師・准看護師 19 名
【方法】研究期間：平成 28 年 9 月～平成 29 年 8 月研究方法：独自に作成した質問紙を用いアンケートを実施
した。アンケート内容を分析し、問診票の検討を行い、看護師を対象に Bio 製剤の勉強会を開催した。
【結果】アンケート結果から看護師の知識不足が明らかになった為、勉強会を導入した。勉強会導入後、当院
で使用されている Bio 製剤を知っている看護師は、42％増加、Bio 製剤の副作用について理解し、注意点など
患者に説明できる看護師は、57％増加した。勉強会にて知識を得たことと問診票の活用で統一した情報収集が
行え、更に患者からの疑問や不安などの声を聴取出来るようになった。
【考察】Bio 製剤の問診票がないことで統一した情報取集が出来ておらず、また外来看護師の知識不足もあり
情報不足が生じたと思われる。Bio 製剤の勉強会を開催したことで知識が深まり、また問診票を活用したこと
で統一した必要な情報を獲得する事が出来たと考える。更に問診票に心理的内容や疑問についての項目を取り
入れる事で不安や疑問を表出しやすい環境作りができコミュニケーション向上へと繋がった。
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業務改善（6）

医師事務作業補助者の教育体制の導入
～指導者側が新人の気持ちになって～
平成病院
あきやま ゆうこ

○秋山 祐子（事務職）
，古住 香織，木下 千登己，辻 美加，原 恵美，清水 春佳，片山 直弥
[ 背景 ]
医師事務作業補助者とは、医師の事務負担を担い医師が専門的な仕事に専念できる環境を整え、医療の質の向
上と効率化を目的に誕生した職種である。当院でも平成 21 年より Dr’s クラーク ( 以下クラーク ) を導入、クラー
クとしての存在は院内でも認知されチーム医療の一員として医師、患者、他職種との橋渡し役として求められ
る職種となっている。業務の多様化から高いスキルを求められるが、新人クラークを育成するにあたり他職種
からの期待と新人の不安が大きく、育成に困惑することが予想された。今回、指導者側の経験を元に教育体制
の標準化と新人クラークの不安軽減を目的に取り組んだ結果を報告する。
[ 目的 ]
教育体制の標準化
新人クラークが安心して業務に携われる環境作り・不安が軽減できるフォロー体制の確立
[ 方法 ]
タイピング速度の統一化のため、採用時に試験を導入
指導者側の経験を元にクリニカルラダー評価 ( 実践能力を高められるよう支援していくシステム ) を用いた教
育プログラムを作成
他職種による専門的な勉強会の開催
教育リーダーを中心に定期的にミーティングを開催し新人クラークの状況と課題の共有化を図る
[ 結果 ]
作成した教育プログラムは、指導者が新人の頃に不安だったことや良かったことを取り入れたものとなり、新
人クラークが業務に携われるようになるまで、安心して学べる体制を整えることが出来た。
他職種による専門的な勉強会は医療知識を習得しやすく、医学的なことを理解して業務に就くことで事務の質
の向上に繋がった。
[ 考察・結論 ]
今回の診療報酬改訂では医師事務作業補助加算が引き上げとなりこれからのクラークの活躍の期待が高まって
いる。クラークの業務の拡大、それに伴う教育体制や安心して働ける環境を整えることは医師の事務負担の軽
減と医療の質の向上に繋がると考える。
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業務改善（6）

返戻・減点を減らすための当院の取り組み
泉佐野優人会病院 医事課
にしやま ゆきえ

○西山 由貴江（事務職）
，船戸 留里
【目的】
当院ではレセプトを作成するにあたり診療内容を様々な資料・行った診療行為の情報を収集し行い、事務職員
によるダブルチェック、医師による点検を実施していたが返戻・減点が減らす事が出来なかった。当院の問題
点として単純ミスも多くあり、返戻、減点を減らすことを目的に請求前における点検方法を見直す取り組みを
行った。
【対象】
平成 29 年 1 月から取り組み始め平成 28 年から 12 月までの返戻・減点データと比較した。
【方法】
①レセプト点検時間確保の為、入院定期請求書発行日を従来の 8 日から 15 日発行に変更
②各部署より診療行為実施一覧を集め照合を行う。
③実施した診療行為のカルテ記載の徹底してもらう為に説明会を実施。
④入院算定項目（チェックリスト）を点検用に作成。
⑤入院時定期請求書のみ発行し負担割合相違などの点検する。
⑥従来のダブルチェックをトリプルチェックに変更。
【結果】
返戻・減点減少させる取り組みを行う事で改善した結果
返戻減少した件数 31 件 ( 前年度比 )
減点減少した件数 78 件 ( 前年度比 )
【考察・結論】
請求書の発行を 15 日に変更した事によりレセプト点検の時間が増やす事が出来た。また点検方法を変更する
事でより質の高いレセプト作成業務を行う事が出来た。この取り組みを行う事で一定の返戻・減点の減少に繋
がった。今後も適切な診療報酬請求業務を実施するという意識を職員一人一人が持ち努力を行っていきたいと
考える。
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業務改善（6）

介護ロボット導入支援事業～ HAL® 介護支援用を用いて～
1 保岡クリニック論田病院 リハビリテーション科，2 保岡クリニック論田病院
きたはら よしき

○北原 平貴（理学療法士）1，吉岡 尚紀 2，保岡 正治 2
はじめに
現在、介護サービス事業所における介護従事者の悩みの中で、
「人手が少ない、身体的負担が大きい」などの
理由がアンケート調査で大きな割合を占めている。介護従事者が継続して就労できる環境の整備や身体低的負
担の軽減、特には腰痛発生の予防への取り組みは人材確保の意味でも重要となる。これらの改善手段の一つと
して、新たな技術を活用した介護ロボットを利用する方法が検討されている。
方法
HAL® 介護支援用（以下腰 HAL）を導入し、実際の業務に用いることで、介護従事者の身体的負担軽減や業
務の効率化を目的として、効果や実用性を評価した。
結果
評価結果から、腰 HAL 使用によって身体的疲労の軽減傾向であり、全体的に良好な意見がきかれた。使用頻
度としては特にオムツ交換動作において多かった。これは、体幹前傾姿勢保持や体幹伸展時に対して、腰
HAL のアシスト機能が有効であるからである。しかし、装着の手間や使用手順の慣れに時間が必要なこと、
風呂場などでの使用場所に制限がある、腰 HAL 自体の重さが負担になるなどの意見もきかれた。
考察
今回の腰 HAL を使用による検証により、介護従事者からは全体的に良好な意見もきかれたが、現状ではロボッ
ト等の導入に対する環境が整っていない部分もみえてくる。腰 HAL による効果も使用者自体の習熟度に影響
し、慣れてくるまでに時間がかかる場合もあり、腰 HAL 自体の費用が高額なことなど、今後の課題となる。
そのためにも、円滑に使用できるようなマニュアルや病院・施設等の環境整備、導入に前向きな職場環境など
が必要となってくる。
まとめ
現在、介護ロボットは全国的に拡がってきており、多種多様なニーズに応じたロボット開発が進んでいる。今
回は、HAL® 介護支援用を使用して有効性の検証を行ない、メリットもデメリットもみることができた。今後、
さらなるロボット技術の向上も考えられ、より有用な介護ロボット等がでてくるのを期待したい。
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業務改善（6）

電子カルテ導入における薬剤業務の効率化と今後の課題
富家病院 薬剤科
さいとう まさふみ

○齋藤 雅文（薬剤師）
，宮戸 啓子，石田 保子，関 尚子，渡部 はる香，河野 夕子，阿部 靖子
[ はじめに ]
当院は、２０２床を有する療養型病院であり、多数のグループ施設と連携している。今年度から病棟薬剤師の
配置や薬学部実習生の受け入れ、新棟増設による増床予定もあり、業務の効率化と院内各部門間での情報の共
有を目的に２０１７年４月より電子カルテを稼働した。以前は紙の媒体とカルテビュアでの情報の共有を行っ
ていたが、現場とのタイムラグが発生し現状の把握が困難であった。また手書きの処方箋やカルテは判読が難
しいものもあった。電子カルテ導入により薬剤科に関わる業務がどのように変化したのかについて評価し、さ
らなる有効活用について検討した。
[ 方法 ]
電子カルテ導入後の薬剤科における業務の変化とそれに伴い生じたメリットとデメリットについて分析し、薬
剤に関わる業務の変化について関連する各部署にもアンケートを実施し解析した。
[ 結果 ]
診察時の病状把握、検査値やバイタルをリアルタイムでチェックし共有することで各部門との双方向のやりと
りが出来るようになり、現場に即した処方監査や調剤業務を行えるようになった。手書きで行っていた業務が
縮小、効率化された。疑義照会の件数も情報の共有により大幅減少した。反面、電子カルテの使用者のスキル
にバラつきがあり、１年以上経過した今も操作に不安を感じている職員が多いことが分かった。
[ 考察 ]
電子カルテの利用により一人一人の疾患に基づいた内服、注射調剤を行い、バーコード使用による取り違い防
止等、安全性の向上をより一層高められることが分かった。また、病棟薬剤業務の実施により、今後は処方内
容の詳細を助言確認し、入力作業を効率化することが期待できる。今後も薬剤師が多職種と連携し、専門の知
識と技能を最大限に発揮できるツールとして、電子カルテを活用していきたい。
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チーム医療（1）

筋萎縮性側索硬化症（ALS）患者のケアに対する病棟スタッフとリハビリの連携について
三船病院
わたなべ だいすけ

○渡邉 大輔（作業療法士）
，鹿屋 喜啓，鬼塚 靖一郎，樺山 真希，上松 直樹，日高 道生
【はじめに】
筋萎縮性側索硬化症（ALS）は根治療のない進行性疾患である。当院は人工呼吸器管理が可能な療養型病床を
備え、進行期から終末期に至る ALS 患者の長期療養あるいはレスパイト入院の受け皿としての機能を担って
いる。今回は一般的にケアに難渋することが多い ALS 患者に対して病棟スタッフが抱える悩みを明らかにす
るとともに、それに対してリハビリスタッフがどのように関わることができるのかを検討するためにアンケー
ト調査を行ったのでここに報告する。
【方法】
平成２３年１月から３０年６月までの期間に在院した ALS 患者１２名（気管切開術施行９名、非侵襲的陽圧
換気１名、挿管後に永眠１名、人工呼吸器装着拒否１名）について病棟看護師・介護士に選択式と記述式のア
ンケートを実施。
【結果・考察】
選択式設問の回答で特に多かったのは「ナースコールが多い」
「コミュニケーションが難しい」
「ポジショニン
グが難しい」
「信頼関係の構築が難しい」の４点であった。心理的にも余裕がもてないなかで対応に苦慮して
おり、信頼関係の構築まで至らないケースが多い。病棟スタッフの負担の軽減を図ることで、余裕をもってケ
アに携わることが信頼関係の構築につながると考えられる。アンケート調査の結果からも訓練時間の調整や、
病棟スタッフの忙しい時間にリハビリスタッフが病室に赴き諸対応等を行うことで負担の軽減が図られると考
えられる。ポジショニングについては、私がこれまで携わった経験では病棟スタッフと同時に患者に介入して、
その場で説明を行うと患者・病棟スタッフともに良い反応を得られることが多かったので、そのような機会を
増やしていきたい。また、介護効率の向上のために福祉用具の導入も専門的視点から提案していく必要がある。
今回の調査結果をもとに病棟スタッフとの連携を促進し、ALS 患者の療養体制の改善を図るとともに、将来
的には専門チーム結成等も視野に入れていきたい。
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ADL 全介助からトイレでの排泄確立により自宅退院できた事例
熱川温泉病院 看護部
みぞぐち なつき

○溝口 夏姫（看護師）
，石田 みな子
【はじめに】７０歳男性、高次脳機能障害を呈し、リハビリ目的で入院。多職種での情報共有、趣味を取り入
れたリハビリ介入による心理的安定を図り、トイレでの安定した排泄が可能となり、自宅退院できたのでここ
に報告する。【経過】回復期病棟入院時 ADL 全介助。FIM：３５点（セルフケア項目１５点／認知項目１０点）
HDS-R：測定不可。失語症によるコミュにケーション低下を認め、苛立ちがみられた。体動激しくベッドから
の転落を繰り返し、安全対策や環境調整を行った。また、膀胱留置カテーテル・気切カニューレ抜去も問題な
く経過。リハビリに対する拒否があったが趣味のカラオケをプログラムに取り入れたことで、積極的にリハビ
リに取り組むようになった。その後ミキサー食を開始し、３食経口摂取となった。他院にて頭部骨形成後、療
養病棟に入院。立位動作安定の為、トイレでの排泄を目標に介入。当初は拒否や失禁がみられた。コール指導
の継続で排尿後コールが押せるようになり、毎食後トイレ誘導。次第に尿意があると発語でトイレを希望。
ST 訓練で単語を発することが可能になった。
【結果】多職種でアプローチをした結果、３食経口摂取。トイレ
動作は見守りで可能。排尿・排便ともにトイレでの排泄が確立。ADL 向上に伴い施設検討をしていたが自宅
退院した。退院時 FIM ６５点（セルフケア項目４３点／認知項目２２点）HDS-R10 点【考察】この事例では、
趣味をリハビリに取り入れることで意欲が向上し心理的安定が図れ、リハビリに積極的に取り組むようになり、
トイレ排泄が確立した。多職種で介入したことが ADL の向上に繋がった。トイレ排泄は、自宅退院に影響を
及ぼす ADL 項目といわれている。施設入所を検討していた妻が、自宅退院を決めた要因として、トイレでの
排泄確立が大きく影響したと考える。多職種で関わり、患者が持つ残存機能を最大限に引き出すことの重要性
を再確認することができた。
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成人ダウン症患者に発症した脳室内出血に対しチームアプローチを実践し、自宅退院することが
できた症例
1 竹川病院 リハビリテーション部，2 竹川病院

看護部，3 竹川病院

医局

もりもと たかのり

○森本 孝則（理学療法士）1，橋本 重倫 1，立石 由紀子 2，可児 利明 1，椙田 亮 3
【はじめに】回復期リハビリテーション病棟入院時 , 寝たきり全介助であった成人ダウン症患者に対しチーム
アプローチを行なう事により , 自宅退院まで至った症例を経験した .
【症例紹介】20 歳代・男性 , 病前生活は , 母・姉と 3 人暮らし . 歩行・トイレ・食事は自立し , 簡単な単語での
表出・理解は可能であった . 平成 28 年 11 月 25 日に意識障害発症し脳室内出血の診断で緊急脳室ドレナージ術・
気管切開施行 .55 病日に回復期リハビリテーション目的で当院入院 .
【経過】入院時 , 身体機能は JCS Ⅰ -3 ～Ⅱ -20. 意識低下と発動性の低下により ,FIM は 18 点 ( 運動 13, 認知 5)
であった . また , 気管切開部の肉芽形成により SpO2 95％の維持に酸素 4L 投与を要し頻回な吸引が必要であっ
た . 自宅退院に向けての問題点として , 全身性の筋力低下・ダウン症による発動性の低下・在宅調整・気道の
恒久的な確保を挙げた . チームアプローチとして , 運動療法による身体機能の改善に合わせ離床時間延長・活
動量向上を図った . 発動性の低下に対しては , 病棟スタッフによる積極的な声かけにより他者交流を促し , 介
助者への依存に対しては介助方法を統一し動作定着を図った . 退院へ向け地域のサービスを行政職員含めて検
討した . その結果 , 気管狭窄に対して手術施行が必須となった . ダウン症に対する医学的情報が不詳で全身麻酔
下での手術のリスクが高く , 医療機関の選定に難渋したが , 他院にて実施することが出来 , 終日吸引不要となっ
た . 問題点が解決したことで 231 病日に自宅退院となった . 退院時 FIM は 43 点 ( 運動 33, 認知 10 点 ) であった .
【結果】身体機能の改善と在宅生活上の問題点を解決したことで自宅退院が可能となった .
【考察】自宅退院が困難と考えられる症例でも , 病期に応じて各科が専門性を生かし , 目標達成に向けてチーム
アプローチを積み重ねていくことで自宅退院が可能となることを学んだ .
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化膿性脊椎炎により四肢麻痺がある患者の自宅退院へ向けて
～症例から学ぶ退院支援の重要性～
安来第一病院
かげやま はじめ

○景山 元（看護師）
，安部 恵理
【はじめに】
退院とは、病を抱えた患者、家族が病と共に新しい生活への一歩を踏み出す時である。今回の事例は元々
ADL 自立の 60 代男性患者が化膿性脊椎炎後遺症による四肢麻痺と向き合い、妻の介護を受け自宅退院される
までの退院支援を行った事例である。
【患者紹介】
A 氏 60 代男性
20XX 年化膿性脊椎炎を発症し術後 C6 レベルでの後遺症が残存し寝たきり状態になった。
食事は左手で自力摂取。それ以外の ADL は全介助。自宅退院に向けたリハビリ目的にて入院。妻と両親と 4
人暮らしで主介護者は妻。
【経過】
入院後より PT、OT 介入し運動器リハビリ開始。NS サイドではまず環境に慣れることを目標とし、信頼
関係を構築後、退院後の生活に必要となる指導を開始した。入院後 20 日目に、退院に対する不安や焦りを感
じ過ごされていたことを受け持ち看護師に打ち明けられた。これを受け医師、看護師、多職種ともに患者と妻
の自宅退院への想いがこれほど強くハッキリしたものだと捉えることができておらず患者、職員の目指してい
る方向にずれが生じていることに気がついた。多職種と本人、家族を交え、情報共有と意見交換し目標とする
方向を全員で統一し再設定した。
【考察】
今回の症例において振り返りを行うことで医療者は患者中心に考えているようでいて、本当の想いを捉え
ることができていなかったことがわかった。回復期における患者は回復イメージを強く持ち今後の生活の見通
しを立てる。ゆえに患者をチーム医療のメンバーとして捉えその中心に置かなければならない。看護師は回復
イメージをともに描き、多職種を巻きこみ目標を共有化することが重要な役割である。医療者が考える最善の
ゴールが患者にとって最善とは限らない。そんな中で患者が現実を受け止め、その人らしい人生選択ができる
ようサーポートすることが退院支援として重要である。
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多職種連携強化を目指して～リハビリ職員の病棟ミーティング参加による変化～
愛全病院 リハビリテーション部
ほさか りか

○保坂 理香（理学療法士）
，荒井 裕章
【はじめに】
近年リハビリに求められる役割は多様化しており、その役割を果たす為には多職種連携が必要不可欠である。
当院では、多職種連携強化を目的に平成 29 年 12 月よりフロア担当制を開始。それを機に、リハビリ職員（以
下リハ職員）が病棟ミーティング等に積極的に介入することで一定の成果を得たので、以下に報告する。
【対象・方法】
対象 : 障害者等一般病棟に所属している Ns.15 名・CW8 名、フロア所属リハ職員 14 名
方法 : 以下についてアンケート調査を実施
1． 各職種が他職種に求める役割を 17 項目から選択
2． リハ職員の病棟ミーティングに参加による多職種連携の変化を４項目から選択
【結果・考察】
1．各職種とも情報共有の重要性については一致していたが、Ns.・CW からは、リハ職員に対して自立支援の
視点や ADL の向上・動作指導を求める意見が多くみられた。
2．他職種連携について、Ns.・リハ職員間では約 8 割で改善を感じている。一方で、CW・リハ職員間では改
善を感じているのが 5 割にとどまった。
【考察】
1．病棟の特性上、医療度が高く ADL への関わりが難しいケースが多い。しかし、多様化するニーズに対応
するため、リハ職員が生活場面に積極的に介入し情報発信することで多職種が共通認識のもとに自立支援に関
わることが重要であり、今後の課題と考える。
2．CW との連携に対する主観的変化が低い結果となった理由としてコミュニケーション不足が考えられる。
その要因として、職域の認識不足や時間的制約が挙げられる。日常生活における CW の役割は非常に大きく、
連携強化が必要不可欠である。今後は、お互いの職域を知るための研修を実施。また、病棟レクなどの行事に
もリハ職員が積極的に介入することで協業機会をより多く作り連携強化を図っていきたいと考える。
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胃瘻患者の嘔吐予防に対する取り組み
高田病院
かみほりうち しの

○上堀内 偲乃（看護師）
，野元 菜摘，池田 慎，田中 ひろみ，宮原 里香，村上 裕樹，井手下 直美，萩原 隆二，
髙田 昌実
【はじめに】
肺炎は日本の死因順位 3 位に挙げられている。慢性期医療の機能を持つ当院において、高齢で経管栄養、胃
瘻による栄養補給を行っている患者は多い。その中でも、入院患者のＡ氏は、嘔吐 ･ 流延が多く誤嚥性肺炎の
リスクが高い。そこで今回、嘔吐 ･ 流延 ･ 悪心を軽減できないか取り組みを実践したため、その結果を報告す
る。
【期間】
Ｈ 29 年 10 月 22 日～Ｈ 30 年 2 月 4 日
【対象】Ａ氏
・100 歳、女性。脳梗塞後遺症あり。胃瘻による経管栄養を施行されているが、嘔吐 ･ 流延 ･ 悪心あり、誤嚥
性肺炎リスクが高い。
（日常生活自立度：ｃ 1、寝たきり）
・四肢の拘縮強く、円背。コミュニケーションをとることができない。
【実践】
(1) 半固形栄養剤を使用（栄養科介入）
。Ａ氏には合わず、途中で中止。
(2) ＳＴ、ＯＴの介入。ポジショニング（ギャッジアップ、腹圧除去）
(3) 電動ベッド使用にてギャッジアップの角度を統一。文献を活用し、注入速度を 2 滴 / 秒にて統一。注入開
始前のガス抜きの実施。
【結果】
・統計結果にて、嘔吐 ･ 悪心は、ほぼ見られなくなり、流延は減少が見られた。
・注入にかかる時間も 4 ～ 4.5 時間から 2 ～ 2.5 時間へ短縮された。
・スタッフ全体の注入速度 ･ 体位等、これまでの認識に変化が生じた。
【考察】
研究前、スタッフの多くは「嘔吐しやすい患者に対して頭部をしっかり挙上しゆっくり流す」という漠然と
した認識であった。しかし今回の研究は嘔吐 ･ 流延 ･ 悪心の減少につながり、更には注入時間の短縮という結
果まで生み出した。この結果の背景には他職種間での密な連携によるところが大きく、Ａ氏の細かな部分の個
別性に添うことができたと考察できる。
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医療療養病棟にて多職種と連携しウィーニング・経鼻挿管の抜管に向けて取り組んだ症例
1 泉佐野優人会病院 リハビリテーション科，2 泉佐野優人会病院 看護科，3 泉佐野優人会病院 検査科，4 泉佐野優人会病院
なかむら そうた

○中村 創太（理学療法士）1，茶木 知子 1，加茂 政人 1，坂下 友亮 1，今坂 紀美 2，片木 康二 2，藤原 浩 2，
酒井 瞭 3，川口 一美 2，加藤 寛 4
【はじめに】
当院では 2017 年 6 月から呼吸器チームを発足し、長期的に人工呼吸器管理となっている患者などに対して多
職種によるアプローチを開始した。チームの活動により、ウィーニングに加えて経鼻挿管の抜管に至ったため
報告する。
【方法】
対象は 80 歳代女性。高齢者専用賃貸住宅から心不全の増悪により 2017 年１月当院回復期リハビリテーショ
ン病棟に入院。その後、呼吸不全・意識レベルの低下がみられた。同月、医療療養病棟に転棟し終日人工呼吸
器管理 (SIMV) となる。挿管後から肺炎を繰り返しており、同年 8 月呼吸器チームによる介入を開始する。
開始時は、JCS ２桁、喀痰の吸引回数 12 回 / 日であり、月に１～ 2 回の頻度で肺炎を発症。また胸式呼吸で
あり胸郭拡張性の低下がみられた。定期的に呼吸器チームでカンファレンスを実施し情報や問題点を共有した。
理学療法士は呼吸理学療法や離床、看護師は排痰や循環動態を含む全身状態の管理、介護士は下側肺障害を予
防するための体位変換、臨床検査技師はウィーニング・抜管の為の検査・評価を行い、多職種での介入を約 6
カ月間実施した。
尚、今回の報告は本人、家族に同意を得ている。
【結果】
介入開始から約 2 カ月後、ウィーニングに成功し終日インスピロンとなり、約 3 か月後、経鼻挿管を抜管した。
JCS は正常、呼吸パターンや呼吸機能は改善し、喀痰の吸引回数は 2 回 / 日、肺炎の再発は認められず、普通
型車椅子での約 2 時間の離床が可能となった。
【考察】
人工呼吸器の離脱は早期に行うほど成功率が高いとされている。しかし今回のように、長期人工呼吸器管理
を行った症例であっても、ウィーニングに加え経鼻挿管を抜管することができた。多職種と連携し、カンファ
レンスの開催やプロトコルに基づいたアプローチが有効であったと考える。
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認知症の摂食嚥下障害を有する超高齢者へ多職種介入を行い、3 食経口摂取に至った一例
1 藤井政雄記念病院 看護部，2 藤井政雄記念病院

リハビリテーション部

なかもと えみ

○中本 恵美（看護師）1，吉田 恵美子 2
【はじめに】今回、発症後約 5 か月間絶食であった超高齢者へ療養病棟で多職種介入を行うことで、経口摂取
再開することができた症例を経験したため報告する。
【症例】100 歳代女性。心不全・気管支喘息・アルツハイマー型認知症。施設入所中、気管支喘息発作にて平
成 29 年 X 月当院入院。入院後食事提供は継続していたが、嘔吐・口腔内カンジダにより経口摂取困難、絶食
となる。全身状態は改善したが経口摂取困難のため TPN 施行し（X+2 月）療養病棟に転棟。
【経過】転棟後もほぼ寝たきりの状態。嚥下機能は RSST：指示困難、MWST: とろみ付きで 4 点、FT:4 点、
左咽頭に貯留音あり、複数回嚥下を必要とした。食欲低下があり 1 回の介入での摂取量は数口にとどまった。
咳嗽反射は残存、口腔内環境は改善していた。超高齢のため離床とともに本人の嗜好に合わせた介入を担当
ST と行った。
認定看護師活動日と ST 訓練日に棒付きあめ・干し梅、コーヒー味の濃厚流動などを使用し介入継続。X+6 月
には食欲の改善を思わせる発言があった。X+7 月より試し食として嚥下調整食（3）1200Kcal を 1/4 量で 1 週
間提供。結果、継続可能と判断し食事再開とした。著明な麻痺はなくセッティングにより自己摂取が可能。年
齢を考慮し補食を組み合わせることで 3 食提供。副食 1/2 量に増量し提供エネルギー量 950Kcal とした。食事
に伴い TPN 終了し、特別養護老人ホームへ入所となった。
【考察】超高齢者が一旦絶食となり、その期間が延長することで廃用の進行、体重減少、低栄養、食欲低下、
更には嚥下障害が進み機能回復が困難となる。しかし、療養病棟であっても多職種での長期的な介入により摂
食嚥下機能の改善を認め、楽しみﾚﾍﾞﾙの経口摂取から最終的には、経口栄養法を確立することができた。超高
齢者であっても、多職種介入することで摂食嚥下機能の回復の可能性がある。
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チーム医療（2）

地域にて身体合併症を呈した精神科病棟入院患者の退院に関する検討
秋津鴻池病院
かとう まさや

○加藤 雅也（理学療法士）
，神田 孝祐，石橋 雄介，西田 宗幹
【はじめに】
本研究では、地域にて身体合併症を罹患した精神科入院患者を対象に、PT 終了時に退院に至らなかった患者
の特徴について調査した。
【方法】
2011 年 4 月～ 2016 年 5 月の期間に、身体合併症の治療目的に当院精神科病棟に入院し、PT を実施した患者
を対象とした。除外基準は、入院中に身体疾患を合併した者、死亡・転院者、追跡不能者とした。PT 開始・
終了時の BI および GAF、患者背景因子、治療経過に関わる項目を診療録から後方視的に調査した。PT 終了
時の転帰を入院継続群と地域退院群に分類し、各項目の比較を行った。2 群間の比較は、χ 2 検定、MannWhitney U 検定を用い、有意水準は 5% とした。また、入院継続群では退院に至らなかった要因を担当理学療
法士から聴取し、PT 終了後 12 カ月間の退院状況を調査した。
【結果】
分析対象は 94 名（入院継続群 29 名、
地域退院群 65 名）
。入院継続群の終了時 BI の中央値［IQR］は 55［30-80］
点、地域退院群は 85［55-95］点であった。また、入院継続群の開始時 GAF は 51［41-55］点、地域退院群は
60［50-68］点、終了時 GAF は入院継続群 55［41-58］点、地域退院群で 61［55-70］点であり、入院継続群で
有意に低値であった（P<0.05）。退院に至らなかった要因では “ 家族の受け入れ困難 ”“ 退院先の調整 ” の項目
に 15 名（51.7％）が該当したが、PT 終了後 12 カ月間で 15 名（51.7％）が退院していた。
【考察】
入院継続群は終了時 ADL や精神機能が低く、家族が退院の受け入れに苦慮する等の社会的な要因も相まって、
転帰先の決定が遅延する傾向にあった。しかし、
12 カ月間で入院継続群の 51.7％が退院している事を考えると、
ADL・精神機能の予後予測を他職種間で共有する事により、転帰先の決定を早め、在院日数の短縮化に繋が
るのではないかと考える。
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他職種協働による関節拘縮予防への取り組み
1 白澤病院 リハビリテーション科，2 院長，3 理事長
わたなべ まさかず

○渡邉 真一（作業療法士）1，荒井 健司 1，菅間 康夫 2，太田 照男 3
はじめに
関節拘縮は、医療・看護・介護を困難とさせるだけでなく、患者の QOL の低下を招く要因となり、ケア時に
骨折を引き起こしやすくなる。今回、当院特殊疾患病棟において、リハビリ職と看護師・介護士が連携を図り、
関節拘縮予防を目的に、関節可動域訓練を実施した。当院における他職種協働、長期療養・神経難病患者の対
応について検討する機会となったためここに報告する。
目的
関節可動域訓練を通して、関節拘縮を予防する重要性を理解し、入院患者に広く実施できるよう方法を検討し、
他職種協働のあり方を確認する。
方法
関節拘縮予防のための病棟内研修会を実施し、基礎知識の伝達、関節可動域訓練の実技指導を行った。対象患
者 5 名を選出し、看護師及び介護士が 1 日 1 回関節可動域訓練を実施した。実施後チェック表へ施行者名、時
間、左右別を記載した。約半年施行し、効果判定は毎月理学療法士、作業療法士が関節可動域測定を行った。
今後の方向性を検討するために施行前後でアンケートを行った。
結果
可動域測定では 5 名全てほぼ維持出来た。また、多い患者では 4 ～ 5 関節で可動域拡大が見られた。しかし、
改善は 5 ～ 10 度の拡大に留まっていた。看護師・介護士による実施での、骨折等トラブルはなかった。毎月
数回の未実施がみられた。
関節拘縮についての知識がある職員は 4 割程度であったが、実施 3 ヶ月後のでは、約 8 割が関節拘縮予防は重
要と答えていた。しかし、効果の実感がない、業務の負担となったという意見もみられた。
考察
今回、関節拘縮予防の重要性は理解を得ることが出来たと考えられた。5 名という少人数では予防効果がみら
れたが、5 人でも業務負担となった。医療・介護依存度の高い患者が多いこと、病棟のマンパワー不足が負担
の原因と考えられた。他職種協働は重要であるため、今後は連携をさらに深め、対象者をうまく選定し十分な
知識のもと、介護時の骨折予防のために継続できる方法を検討したい。
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ADL レベル表示にピクトグラムを用いた取り組みを再考する
～ 1 年経過後のアンケート調査より～
1 北条病院 リハビリテーション科，2 北条病院

外科

いがうえ ちづる

○伊賀上 千鶴（作業療法士）1，土居 玲香 1，三好 麻希 1，髙石 義浩 2
【はじめに】
当院では以前、リハビリテーション科スタッフ（以下リハビリ）と病棟スタッフ（以下病棟）間における入院
患者の ADL レベルの情報共有の為、8 項目からなる記入式の ADL 表を用いていた。しかし掲示場所が確定
しない事や ADL レベル変化時の更新の遅れなどの問題により運用が困難であった。そこで 2017 年 4 月より 3
項目をピクトグラム（絵文字）にて表示する方法（以下 ADL ピクト）を導入した。目的として視覚的な「ADL
レベルの情報共有」と、ADL 表の細かい説明を省略した点を補い、具体的介助法についてリハビリ・病棟間
での言語的な情報交換を促す為の「コミュニケーションツール」としての利用を挙げた。導入後 1 年が経過し
職員の認識度と現状把握を行うため調査を行ったので報告する。
【方法】
リハビリ 13 名、病棟 42 名（看護師 31 名、看護助手 11 名）を対象に、ADL ピクトの「存在や目的」「更新に
ついて」「ADL 表との比較」等についてアンケート調査を行った。
【結果】
ADL ピクトの存在は病棟の 95％に認知されており、実際の業務では主に担当外の患者の移動・排泄の対応時
の確認に用いられていた。また、ADL ピクトの目的について全職員が「ADL レベルの情報共有」を挙げた。
しかし、「コミュニケーションツール」を目的として挙げた者は 2％と認識度が低かった。更に、ADL ピクト
更新時にリハビリから病棟への声掛け実施率は 61％であったが、病棟の 73％は声掛けがないと感じていた。
【考察】
ADL ピクトは視覚的な情報として記憶に残りやすく、確認も容易となった事で、病棟でも認知度が高く「ADL
の情報共有」に有効であったと考えられる。しかし、
「コミュニケーションツール」としての意識づけが不十
分であった為、ツールとして有効に活用ができず、相互的な情報交換は十分に促せていなかった。今後は
ADL ピクトの目的の再認識を促し、多職種で統一した支援を行い、ADL 向上につなげていきたい。
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療養型病院における病棟検査技師の有用性
富家病院 検査科
おおたけ きょうこ

○大竹 京子（臨床検査技師）
，石丸 香，伊藤 幸輝
【はじめに】
当院は昭和 49 年設立の病床数 202 床の療養型病院である。8 年前に病院機能評価の認定取得時に検査技師の
不在の指摘を受けたことをきっかけに、ナースサポートチームとして看護部内に検査科を設置。2 名の検査技
師からスタートし、現在は 4 名の検査技師が勤務し（うち 1 人が透析室常駐）
、主に病棟業務を行っている。
【病棟での業務内容】
1. ベッドサイドでの採血 2. 心電図 3. 脈圧 4. 超音波（シャント）5. 血液ガス・血液培養介助 6. 検体採取（皮膚、
爪、咽頭ぬぐい液、鼻腔ぬぐい液）7. 異常値・パニック値の報告 8. 委員会（感染症、NST、ブラッドアクセス、
輸血療法、医療安全、安全衛生、教育）の参加 9. 病棟からの問い合わせ 10. 検査センターへの問い合わせ等
【結果】
寝たきりの患者さんが多いため、検査技師がベッドサイドに行くことで搬送する時間と人手を省くことがで
きた。看護師は今まで行っていた採血、心電図、皮膚採取等業務移行することで業務負担の軽減となった。ま
た、検査技師が採血することで、分注違いによる再採血はなくなった。
患者さんにとっても様々な面で負担が軽減された。
【多職種からの評価】
他院で働いたことがある医師、看護師等に病棟検査技師の設置で助かる点、困る点を聞いたところ、採血、
検査、エコーの設置等迅速に対応してくれて助かる。その分看護に専念できる。耐性菌の情報をリアルタイム
で発信してくれるため、感染対策にすぐに対応できる。逆に困る点は、新人看護師は検査技師が採血、心電図
等をやってくれるのが当たり前となり、当直時に対応できるか心配。研修会を年に何回ぐらいかやって欲しい。
等意見があった。
【結語】
病棟での検査技師の需要は沢山あり、仕事も沢山ある。病棟でも検査技師の知識、技術は必要とされており、
患者の近くにいることで他職種とのつながりも強くなりチーム医療推進につながっている。
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脳卒中と認知症の合併により胃瘻が必要と思われた患者の経口摂取獲得までの道のり
1 協立温泉病院 リハビリ科，2 協立温泉病院

医師，3 協立温泉病院

看護師，4 協立温泉病院

栄養士

きたさか ひろみ

○北阪 宏美（言語聴覚士）1，櫻井 綾子 1，松本 正行 2，棚田 景子 3，小森 和子 3，武本 尚子 4
【はじめに】
認知症に加え、二度の脳卒中により摂食嚥下障害を呈し、一時は胃瘻も検討した患者が、回復期リハビリ、
地域包括リハビリを経て、在宅復帰に至った経過と多職種との連携、家族との関わりについて報告する。
【症例紹介】
85 歳女性

脳梗塞

摂食嚥下障害

認知症

高齢の夫と 2 人暮し先行期障害 ( 拒食 ) の影響が強く、経口摂

取が進まずに低栄養状態で当院入院。まもなく経鼻経管栄養が開始される。
【経過】
栄養状態の改善と共に、
全身状態は安定し ADL は向上した。しかし、
経口摂取は必要な食事摂取量に至らず、
食事に対する認知機能も低下していた為、胃瘻を検討したが家族は承諾されなかった。そこで主治医、栄養士、
病棟スタッフに加え、家族にも協力を仰ぎ、本人の嗜好品を中心に食事提供を試みた。徐々に「食べること」
に意識が向き始め食事摂取量は安定し始めた。しかしながら、嚥下障害もあり水分量だけはどうしても経口で
補えず、経鼻経管から離脱できずにいた。そこで、市販のゼリーで必要水分量を確保する方法を提案し、しば
らくの間訓練を続けた。
【結果】
水分補給ゼリーの受け入れにより、経鼻経管栄養から離脱することができた。在宅復帰に向け、高齢の夫に
対し、ゼリーの購入及び調理方法を指導した。退院後のサービス担当者に現状を伝達し退院の運びとなった。
【考察】
患者は脳卒中と認知症を合併し、経口摂取が困難な状態であった。認知機能の低下や度重なる発症により、
見通しがつきにくい患者であったため、状態の改善や今後の方向性を見出すのに時間が必要であった。今回、
回復期リハビリの期間では補えきれない部分を、地域包括リハビリで仕上げることで、在宅復帰までの準備を
整えることができた。回復期リハビリ、地域包括リハビリという段階を踏んだシステムと、多職種、家族によ
る協働関係が今回の在宅復帰につながったと考える。
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チームで働く環境の問題解決
博愛記念病院
さいとう かずひろ

○齋藤 和宏（システムエンジニア）
，尾崎 龍太郎，才賀 明，千田 丈慈
[ はじめに ]
チームで仕事をしていると、様々な問題に直面する。
①必要な作業が漏れていた。
②依頼した仕事が期日までに終わっていない。
③変更された作業内容が担当者に伝わっていない。
④メンバー毎の負荷状況が分からない。
⑤担当者変更による引き継ぎに手間がかかる。
これらの問題をシステム事業部ではプロジェクト管理ツールを活用している。
[ 方法 ]
これまでは Excel やスプレッドシート、メールなどで業務管理を実施していたが、それぞれの方法に欠点があ
り問題に対応していくことが難しかった。プロジェクト管理ツールを利用することで、作業の進捗状況や負荷
状況を確認することが容易になり、様々な問題に対応していくことが可能となった。
[ 結果 ]
①作業が発生したらプロジェクト管理ツールにすぐ登録することで、作業漏れを減らすことができた。
②自動作成される進捗表で期日を目視することができるようになり、リーダーが進捗状況を管理しやすくなっ
た。
③作業の更新日を確認することで作業内容に更新があったことを把握することができるようになった。
④担当者別にフィルタリングすることで担当作業を確認することができ、負荷を分散させることが容易になっ
た。
⑤プロジェクト管理ツールに必要な情報が登録されているので、引き継ぎにかかる手間が少なくなった。
[ 考察 ]
プロジェクト管理ツールを活用した結果、期日までに電子カルテの導入を完了することができた。しかし、ツー
ルを導入しただけで簡単に問題解決をすることができるわけではなく、チームで仕事を行っていく上では一つ
一つの作業の粒度に差が出がちである。作業の質を高めていくため社員教育に取り組み、一人一人の作業に対
する意識を向上させていく。今後もチームで協働するために必要なツールである。

第 26 回日本慢性期医療学会 in 鹿児島

8-3-3

チーム医療（3）

当院サクションサポートチーム（SST）の活動と今後の課題
1 定山渓病院 リハビリテーション部・理学療法科，2 定山渓病院
4 定山渓病院 リハビリテーション部・作業療法科

リハビリテーション部・言語療法科，3 定山渓病院

看護部，

うめはら やすたか

○梅原 靖孝（理学療法士）1，谷 領 2，田中 かおり 3，小池 ひとみ 3，梅津 光香 3，伊勢 健佑 4
【はじめに】
2015 年度より当院サクションサポートチーム（以下、SST）は、院内認定制度を構築し活動してきた。SST
はリハスタッフによる、吸引技術提供に基づく入院患者への効果的なリハの実現を目的としている。
今回、リハスタッフによる吸引行為の有用性とその効果について評価し、今後の SST における課題を検討する。
【方法】
無記名アンケート形式 [5 件法 (5 非常に感じる、4 感じる、3 どちらでもない、2 感じない、1 全く感じない )
及び理由 ･ 自由記載 ]
対象 : 当院吸引認定療法士 ( 以下、療法士 )34 名。当院看護師 32 名
【結果】
回収率 100%
療法士
「吸引患者数と頻度」平均 1.7 名、週 2 回「効果的な訓練が可能となった」4･5 が 70%「吸引に不安を感じる」
4･5 が 50%「患者負担軽減、回復促進 ･ 重症化予防に繋がる」4･5 が 65%「情報共有ができている」4･5 が
20%、3 が 71%
看護師
「リハ吸引による業務効率の改善」4･5 が 78%「吸引手技が正確である」4･5 が 31%「リスク管理が正確である」
4･5 が 38%「患者負担軽減、回復促進 ･ 重症化予防に繋がる」4･5 が 72%「情報共有ができている」4･5 が
31%、3 が 44%
理由 ･ 自由記載
訓練 ･ 業務効率の向上、患者負担軽減が図られた等の意見が多かった。一方で吸引経験の間隔が空く療法士よ
り手技への不安が聴かれ、看護師からも吸引場面を見ない為、手技 ･ リスク管理の正確性の把握が困難との意
見が多かった。情報共有は患者変化・痰性状の共有が少ない等の意見が聴かれた。また、訪問に従事している
スタッフからは、利用者への吸引実施体制の整備を求める意見が多かった。
【考察】
療法士の吸引は、入院患者への効果的なリハの実現への有用性とその効果が示唆された。一方で吸引手技 ･ リ
スク管理におけるフォローアップ体制や情報共有のあり方について再考の必要性を認識した。今後は、客観的
指標を用いた効果判定や、吸引技術提供範囲のあり方について提案していきたい。
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チーム医療（3）

ADL の共通認識へ向けての取り組み
－チーム医療、職種をこえて－
聖ヶ丘病院 看護部
はしもと ちほり

○橋本 千帆里（看護師）
，清野 美恵子，白石 珠美代

【はじめに】
A 病棟は何らかの疾患から ADL の維持、拡大のためリハビリを行っている。病棟での個別援助に病棟・セラ
ピスト間で ADL や認知機能面の捉え方に差異があった。そこで、セラピストとの差異をなくし多職種間で統
一した援助を提供するため ADL 状況の把握を図る新たなツールを作成、実施した。
【研究目的】
病棟・リハビリ間の情報共有方法を見直し、患者の ADL 状況の把握を図る。
【研究方法】
アンケート調査結果から問題点を抽出し、新たに ADL 表・伝言表を作成。デモンストレーションの実施・動
画撮影を院内 LAN で共有。
【結果】
ADL 表・伝言表の活用は ADL 状況・全身状態を含め認知機能変化の把握に有効であった。特に、デモンス
トレーション実施と院内 LAN による動画の共有は病棟職員のＡＤＬの共通認識に効果的であった。
【考察】
病棟では個別性と安全性を重視し ADL 介助を行っている。リハビリ訓練室での「出来る ADL」を把握出来
ず能力を活かせていない事がある。また、セラピストは担当制で患者を把握しやすいが、夜間・休日の認知機
能と変動ある ADL 状況の情報が不足している状況にあった。情報共有不足と、捉え方の差異に対し ADL 表、
伝言表、共有ファイルを活用する事は、セラピストと相互的に意見交換ができ、共通した認識と統一した援助
の提供に繋がったと考える。リハビリからの移動方法変更時の、デモンストレーションや動画は、視覚的にも
介助方法の把握と情報共有に有効であると考える。本来の ADL 把握と安全の確保は、
「出来る能力への支援」
に不可多欠であり、多職種の連携は重要で有ると再認識した。
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チーム医療（3）

長期療養型病院における入退院支援～他職種との連携をリハビリの視点から考える～
阪和第一泉北病院 リハビリテーション部
おおにし たけし

○大西 毅（理学療法士）
，小仲 宏幸，山本 明里，勝山 直輝，米田 有希，辻 篤子，田伏 菜美，久保 七海，
住吉山 照代，佐伯 集一
【はじめに】
H29.7.1 より当院では、全 19 詰所のうち 3 詰所を退院支援加算 ( 現在は入退院支援加算 ) 算定対象病棟とし
ている。リハビリスタッフとして、個別リハだけでなく、他職種と密に連携しながら入退院支援に携わり、長
期的な在宅生活を実現できてきているため、今回、取り組みについて報告する。
【方法】
入退院支援を強化するにあたり、リハビリテーション部での勉強会において介護保険制度・在宅の特徴・福
祉用具等の内容を取り入れた。また、当院の連携支援課スタッフに対し、リハビリ見学の場を設け、コミュニ
ケーションの促進を図った。
入院後、すぐに病棟看護師・医療福祉相談員・管理栄養士・リハビリスタッフにて入退院支援カンファレン
スを開催し、今後の方向性を検討。早期より住環境へ訪問し、医療福祉相談員・ケアマネ・福祉用具専門業者
等と協働で、情報収集・評価・調整を進める。退院前には、患者・家族に対し、在宅生活を送る上での注意点
や自主トレの指導を実施。また、退院後の生活がより安全かつ充実したものになるよう、患者・家族・病棟看
護師・医療福祉相談員・ケアマネ・管理栄養士・リハビリスタッフ・在宅ケアチームにて、退院前カンファレ
ンスを行う。
【結果・考察】
入退院支援に関わる他職種の役割や、必要な知識の理解がより深まり、退院後の生活を想定しながら関係職
種と連携を図れた。その結果、生活に添ったリハビリ実施とケアプラン作成時の情報提供、安全で生活しやす
い住環境の設定、関わる全職種でのリスク管理の共有等が実現したと考える。
一方、在宅ケアチームの全スタッフがカンファレンスに出席することは難しく、適切なタイミングで正しい
内容の情報共有が図りきれないことがあった。今後、いかにポイントを押さえた伝達を円滑に行い、より密に
連携できるかが、課題になると考える。
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チーム医療（3）

各部門との連携により在宅生活へ復帰できた一例
～地域包括ケアシステム構築に向けての当事業所の取り組み～
1 国分中央病院 通所リハビリテーション，2 国分中央病院

理事長

みどり たかひろ

○緑 貴弘（理学療法士）1，米田 理恵 1，鳥越 里美 1，藤﨑 剛斎 2
（目的）
当通所リハビリテーション（以下通所リハ）は平成 15 年 4 月に開設し、平成 25 年 10 月よりサービス付高齢
者住宅（以下サ高住）に隣接されてから、地域包括ケアシステム構築の役割を担うことが、今後さらに期待さ
れている。今回、サ高住入居者が病院へ入院となった後、各部門との連携により切れ目のない支援を行うこと
で退院が可能となり、元の生活へ復帰できた症例を報告する。
（症例紹介）
年齢：80 代女性
疾患名：膀胱炎後廃用症候群
既往歴：パーキンソン病、左大腿骨頚部骨折
ADL：要介護 4、車椅子介助レベル
（方法と結果）
入院後、ADL や認知面は大幅に低下していた。そのため在宅生活へ復帰して「一人でトイレに行きたい」と
いう本人の希望を実現するために、①病院との連携②ケアマネジャーとの連携③訪問リハビリとの連携④サ高
住職員との連携⑤当事業所における取り組みなどを行った。その結果、ADL 能力の向上がみられたとともに、
坐位耐久性や認知症状の向上もみられ、在宅生活へ復帰することができた。
（考察）
通所系サービスでのリハビリは、個々の利用者のニーズを踏まえつつ、心身機能の向上に加えて「活動・参加」
の維持・改善を図りながら実施することが求められている。本症例は「一人でトイレに行きたい」というニー
ズに対して、入院当初から各部門と情報の共有を密に取り、身体面と精神面の状態の変化とともにその段階に
合わせた介入・支援を組織として一体的に行ったことで、円滑に在宅復帰できたと考えた。
（まとめ）今後、地域包括ケアシステム構築の実現に向け、通所系サービスでのリハビリには、医療と地域社
会を結ぶという役割も担っている。今後は病院や他事業所との連携をよりいっそう深め、地域における医療・
福祉サービスの架け橋として、
「活動・参加」の維持・改善に向けた取り組みを行い、在宅生活を支援してい
く必要がある。
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チーム医療（3）

診療報酬に関わる記録の充実化について
泉佐野優人会病院
ふるた あゆみ

○古田 あゆ美（診療情報管理士）
，加藤 寛，中村 弘美，保田 真由美
［はじめに］
看護師の記録の抜けが少し目立ち始めたため、看護記録を中心にチェックしていくことにした。その都度不
備修正を呼びかけ、看護師の記録に対する意識向上、記録の充実化を図る。
［方法］
1 週間ごとに記録不備がないかを確認した。
不備があれば表を作成し、日付、どの記録が抜けているか、どんな一文が必要か、不備がある看護師の名前を
一覧表に入力し、病棟責任者へ 2 部配布。
もう一部は病棟責任者が最終チェックをするときに使用する。
期限の日に診管が再度全てチェックし、記録修正が終了しているかを確認する。
この時点で終了していなければ、期限付きで再度不備だしを行い、記録改善を呼びかける。さらに看護師対象
に各病棟で勉強会を開催し記録の重要性を説明した。
［結果］
褥創の大きさや身体抑制の理由、ＰＥＧ交換時のバルン、バンパーの種類抜けなどの一部の記載不備が目立っ
ていた。しかし、毎月不備だしを行うことで、看護師の記録に対する意識が向上し、抜けが減少していった。
現在（始めてから半年後）では、ほとんど抜けがなくなってきている。また、疾患・症状・算定している加算
によって必要な記録というものが改めて看護師サイドは理解でき、各病棟と診管の連携が強まったことも大き
な要因である。
〔考察〕
なぜ、記録の入力を充実させないといけないか。を説明し理解してもらい、記録の不備修正を行えた。ただ、
「不
備があるので入力してください」と依頼する事より、当院で算定している加算を理解してもらい、記録がなけ
れば診療報酬が算定できない、病院の利益損失に繋がるということを改めて勉強会を開き、説明したことでよ
り理解が深まり、記録の充実に繋がったといえる。今回は看護記録を中心に行ったが、今後は他職種の記録の
質向上にも努めていきたいと考える。

第 26 回日本慢性期医療学会 in 鹿児島

8-4-1

チーム医療（4）

院内における医療クラークの取り組み
～医師事務作業補助体制加算を算定して～
1 加治木温泉病院 医事課医療クラーク係，2 加治木温泉病院

事務部，3 加治木温泉病院

たけのうち やすこ

○竹之内 靖子（事務職）1，松﨑 綾乃 1，安藤 千佳 1，雨乞 知子 1，大嶺 奈緒子 1，岩元 めぐみ 1，坂元 真一 2，
田中 紀子 2，髙田 昌実 3
【はじめに】
病院勤務医の業務の負担軽減を目的に、平成 20 年に急性期病院を対象に医師事務作業補助体制加算制度が
開始され、医師事務作業補助者の導入が全国で進んだ。当院においては平成 23 年 8 月より医師の負担軽減を
目的に医療クラークを配置している。平成 25 年 4 月には 8 名に増員。平成 27 年 3 月の電子カルテ導入に伴い
業務内容も変化した。平成 29 年 4 月からは医師事務作業補助体制加算を算定している。医師をはじめとする
多職種へ医師事務作業補助体制加算を算定することによる医療クラークの業務内容の理解・周知度を確認する
とともに、当院医療クラークの業務の課題について検討したので報告する。
【方法】
当院医療クラーク業務に関する理解度のアンケート実施
対象：医師・各部署役職者（全 73 名）
有効回答数

59 名

有効回答率

81％

【結果】
アンケートから平成 28 年診療報酬改定にて療養病棟において医師事務作業補助体制加算が算定可能になっ
たこと及び当院が医師事務作業補助体制加算を算定していることを約 6 割理解していた。しかし、医師事務作
業補助体制加算算定における医師事務作業補助者の業務内容についての理解は約 4 割であった。また、医師の
みではあるが、今後、医療クラークに最も求めるスキルは「コミュニケーション力」
、
「医療知識」との回答が
多かった。
【考察】
今後、私たちの課題として、チーム医療が行われている現在、多職種との連携が必要不可欠である。業務を
円滑に行うためにその調整役を担わなければならないと考える。そのためにも、医師はもちろんのこと多職種
と協力関係・信頼関係を築くためにもコミュニケーション力は必須である。また、チーム医療の一員として協
働で業務を行う中でも医療知識の向上は、個々でも必要であるが医療クラーク全体として取り組まなければな
らない課題の一つと言えるだろう。
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チーム医療（4）

脳梗塞再発後 , 多職種連携により構音機能 , 嚥下機能の改善を認めた一症例
～リハビリテーション栄養の実践～
温泉リハビリテーション いま泉病院 リハビリテーション科
はね みく

○羽根 未来（言語聴覚士）
，米倉 杏奈
【はじめに】
脳梗塞を再発し構音機能 , 嚥下機能が悪化したが , 多職種で連携しながらﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ栄養を実践し , 改善を認め
た症例を報告する .
【症例】
80 歳代 , 男性
医学的診断名 : 脳梗塞再発 , ｽﾃﾛｲﾄﾞ性糖尿病現病歴 :X-26 年に小脳出血と診断され A 棟入院 . １カ月後継続療養
目的にて当院入院 . 発症からＸ -29 年Ｙ月後 , 昼食中軽度意識障害出現 . 呂律回らなくなる . 脳梗塞再発と診断 .
神経学的所見 : 構音障害 , 嚥下障害
【経過】
脳梗塞再発１日目 , BI:25 点 , 体重 :47.5㎏ , 発話明瞭度 4, 右顔面麻痺 , 右口角より流涎 , 湿性嗄声 . 昼食時軟飯 ,
軟菜一口大 ( 学会分類 2013 ｺｰﾄﾞ 4: 以下ｺｰﾄﾞで示す ) 取りこぼしあり . 口腔内残渣著明 . 水分で嚥下前にﾑｾ . ｿﾌﾄ
主菜ｾﾞﾘｰ２品 ( ｺｰﾄﾞ 0j ～１j) へ変更 . 摂食機能療法開始 .4 日目 , 病棟で食前ﾌﾞﾛｰｲﾝｸﾞ開始 .13 日目 , ﾘﾊﾋﾞﾘ , 食事
拒否増加 , 経口摂取量低下認め , ｢お粥食べたい , ｾﾞﾘｰ食べたくない｣ の訴えあり . 体重 :43.8㎏へ減少 .16 日目 ,
ﾐｷｻｰ粥やわらか食 ( ｺｰﾄﾞ 1j ～ 3) へ変更 .46 日目 , BI:45 点 , 体重 :46.2㎏ , 発話明瞭度３. 栄養強化 , 機能改善を目
的に管理栄養士 , 看護師と相談し , ﾘﾊﾋﾞﾘ後にﾌﾟﾛｷｭｱ ( ｺｰﾄﾞ 1j) 摂取開始 . 徐々に右口角の流涎 , 湿性嗄声減少 .150
日目 , BI:55 点 , 体重 :45.9㎏ , 発話明瞭度 2. 全粥やわらか食 ( ｺｰﾄﾞ 2 ～ 3) へ変更 .
【考察】
御子神は ｢脳卒中では急性期に嚥下障害を 70% 認めると言われている . 嚥下障害を認めた場合は早期から多職
種が適切に連携し介入を行う事で経口摂取獲得能力に繋がる｣ と述べている . 本症例は , 摂食機能療法に加え ,
病棟ﾘﾊﾋﾞﾘも早期に開始した事で , 構音機能 , 嚥下機能が改善し , 食形態の向上に繋がった . 経過途中に経口摂
取量が低下し , 体重減少を認めたが , 多職種で連携し , 本人の希望に沿った食事内容を検討した事で , 摂取量が
安定し , 体重が増加した . 更に , 機能改善を目標とし , 活動量を考慮した栄養管理も行った事で , 体重の維持 ,ADL
の向上に繋がり , 本人希望の全粥を摂取出来る嚥下機能まで改善する事が出来たと考える .
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チーム医療（4）

患者の持てる力を活かして～高齢患者の経口摂取を支える看護
石巻健育会病院 看護部 3 階病棟
あべ くみこ

○阿部 久美子（看護師）
，武山 裕美子，小野寺 晶
【はじめに】
経管栄養を行っていた高齢患者に対し、残存機能に着目し持てる力を活かした看護介入を行った。その結果、
3 食経口摂取まで回復し、施設退院できた症例を報告する。
【症例紹介】
90 歳 女性 長男と同居。脳出血発症し、右片麻痺あり。長期療養目的にて療養病棟に転院。入院時、IVH、
経鼻胃管留置中、寝たきり状態。短い単語での会話は可能だが構音障害あり。
【経過】
IVH 自己抜去のため、経鼻経管栄養を開始したが、経鼻胃管も自己抜去を繰り返した。入院翌日から、リハ
ビリ介入。ST の評価より嚥下機能に問題がないこと、また家族の希望もあり、入院１ヵ月目より、経口摂取
に移行した。しかし、食事に対する意欲がなく、開口困難もあり、食事摂取量が十分に得られなかった。経口
摂取をすすめるため、KOMI チャート、KT バランスチャートで評価した。ST 介入に併行して、看護師は環
境調整、五感に働きかける食事介助方法と前向きな声がけで食事への認識を高める援助を行った。食事量は、
徐々に増加したが、安定はしなかった。しかし食べ物に手を伸ばす動作がみられた為、再度評価し、自分で食
べる事を目標に食事介助方法を見直した。次第に食事量は安定し、摂取できた喜びを自ら表現するようになっ
た。その結果、3 食自力摂取可能となり、施設へ退院した。
【考察】
食べる意欲は、人間にとって生きる楽しみや喜びにつながるといわれている。今回、KOMI チャートと KT
バランスチャートを用いてアセスメントしたことで、患者の持てる力を明確にすることができた。まず、食事
への認識を高めるための五感を刺激するケアと食事に集中できる環境を整えることが食べる意欲の向上につな
がった。さらに、患者は食事を楽しみ、できた事を賞賛されることで食べる喜びを自ら表出するまでに至った。
このように患者の持てる力を評価しながら、目指す目標を変更し看護介入したことが摂食に対する意欲の向上
と維持に繋がったと考える。
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チーム医療（4）

『食べる』を支えるチームアプローチを目指して
南野病院 療養病棟
かわぐち きょうこ

○川口 今日子（看護師）
，阪口 裕美子，塚原 真由美，余里 康子，森 良子
Ⅰ . はじめに
M 病院療養病棟では「食べる喜びをいつもでも」をモットーに、摂食訓練を行っている。チームでのアプロー
チを強化したなかで、年度毎の経口摂取回復率を検討したので報告する。
Ⅱ . 目的
近年、当病棟では経口摂取不能と終末期と考えられ入院した患者で対処の結果、経口摂取可能となり在宅復
帰するケースが増えている。チームアプローチにより回復した要因を分析し、質の向上を目指す。
Ⅲ . 方法
1) 研究対象：平成 27 年 4 月 1 日～平成 30 年 3 月 31 日までの入院時摂食嚥下グレード ( 藤島 )1 以上 ( 以下Ｇｒ．
1 以上 ) の患者。平成 27 年度 24 名 28 年度 24 名 29 年度 33 名
2) 研究期間：平成 27 年 4 月 1 日～平成 30 年 5 月 31 日
3) 研究方法：年度別に経口摂取回復率（Ｇｒ．1 以上で、その後３食経口摂取となった割合）を調査し比較し、
チームアプローチ方法と回復した要因を検討する。
4) 倫理的配慮：個人が特定されない事、研究目的以外に使用しない事を当院の倫理委員会にて了承。
Ⅳ . 結果
平成 23 年に摂食・嚥下連携マニュアルが、十分に機能せず、平成 27 年度の経口摂取回復率は０％であったが、
手順に沿い入院時から口腔ケアチームアプローチを実施し、言語聴覚士による摂食訓練の実施時間を十分に確
保した。平成 28 年度は各種カンファを確実に実施。各患者毎の問題点を明確にして各職種の役割を認識し、
取り組むようになり 12％へ上昇。平成 29 年度では各職種での情報共有と技術の向上により、取り組む姿勢も
変化し 26％に上昇した。
Ⅴ . 考察
入院時からチームで口腔ケアを実施し入院後１週間での退院支援カンファレンスと、週１回のリハビリカン
ファレンスで方向性を確認。訓練方法を可視化するなどケアの統一を図り、目標達成するための方法を見出だ
せたため、一貫したケアの提供に有効な方法であったと考える。
Ⅵ . おわりに
チームアプローチの強化で患者の生活の質の向上や喜びにもつながることを念頭に置き、継続していく。
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チーム医療（4）

チームアプローチにより二次的合併症の予防と認知機能の改善を認めた脳梗塞の 1 症例
1 平成扇病院 リハビリテーション科，2 平成扇病院 栄養部，3 平成扇病院 診療部
おおつか ひろゆき

○大塚 裕之（理学療法士）1，市村 大輔 1，近藤 穂波 1，小河原 雄大 1，高木 洋平 1，新木 理恵 2，三ツ間 小百合 3，
松井 敏史 3，佐野 哲孝 3
【目的】
近年、認知症のリハビリテーションやケアにおいてチームアプローチが注目されている。しかし、その定型的
な方法に関しては不明な点が多い。今回、認知機能障害を呈した患者に対し、入院直後から多職種で連携し、
二次的合併症を予防し、認知機能の改善を認めた症例を経験したので報告する。
【対象】
80 代男性。MRI 画像では、FLAIR 画像にて、左側脳室後角領域の分水嶺梗塞とともに、右レンズ核を含む多
発性脳梗塞・深部白質病変（Fazekas 分類 Grade 3）
・大脳萎縮が認められた。入院時、徘徊・易怒性・夜間
せん妄・右半盲および右半側空間無視を認め、FIM は 55 点、NM スケールは 4 点であった。発話・摂食時に
湿性嗄声が認められた。入院時の食事は、副食は全量摂取も主食は拒否強く未摂取であった為、必要摂取量の
5 割程度であった。
【方法】
チーム全体で、以下の転倒対策・誤嚥性肺炎による二次的合併症の予防を徹底した。
①薬剤調整に伴う歩行動揺・嗄声などの症状変化の共有、②居室内環境の整備、③病棟内移動見守り、③個別
リハビリテーション、④臥床時姿勢の設定、⑤離床促進、⑥適切な食事・水分形態の設定、⑦食事提供方法の
工夫、⑧患者と積極的な会話。
【結果】
3 か月の入院期間に転倒・誤嚥性肺炎などの二次的合併症は生じなかった。食事提供方法の工夫にて必要摂取
量の 9 割まで増加した。体重・筋肉量は、入院時から漸減していたが、食事量の増加に伴い微増した。退院時
FIM は 71 点であり運動面を中心に改善を認めた。また、笑顔が増えると共に従命指示や簡単な会話が可能と
なり、NM スケールは 18 点に向上した。
【考察・結論】
本症例に対し、多職種が共働し包括的な介入を行ったことで、本症例の二次的な合併症を予防でき、認知機能
の改善につながったのではないかと考える。
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チーム医療（4）

ケアチームの中での医事課職員の役割
愛全病院 事務部医事課
のぐち ひでお

○野口 英朗（事務職）
，柴田 佳代，吉村 梨沙，近江 順子
1. 【はじめに】
当院では、平成 28 年 12 月より排尿自立指導料、平成 29 年 2 月より認知症ケア加算の算定を開始した。医師
をはじめとするケアチームに医事課職員も関わり、適切な保険請求や医事データの提供、チームが円滑に活動
できる様、書類の入力作成の面からチームに関わった。その成果について報告する。

2. 【内

容】

医事課職員がチームで関わる目的を明確にし、チームの活動に参加した。一つ目はチームの医師や看護師、コ
メディカルの負担軽減を意識し、カンファレンスや定例会議における議事録の作成、対象患者の把握のための
リスト作成や管理を行いチームが患者さんへのケアへ専念できるようサポートすること。二つ目は、チームの
活動を適切に保険請求するため、必要な算定要件について周知、確認を行うことである。

3. 【結

果】

ケアチームの活動を裏方として支えることにより、チームが巡回やカンファレンスに専念できる環境を作るこ
とに貢献した。医事課の立場から、施設基準で求められる記録や体制について周知を行い、課題をチーム全体
で共有することで適切な保険請求に繋がったと考える。また、加算の算定実績について資料を作成し、定期的
にチーム内で報告することにより、成果を可視化でき、モチベーションのアップに繋がったとの声が看護師よ
り上がった。

4. 【まとめ】
現場の負担軽減と適切な保険請求を目的にチームへ参加したが、その中で、これまで不足していた専門知識を
深めることもできた。事務職の立場から、チームの中で出来ることを考え行動することで、チームの中での存
在意義を見出すことができたと考える。この経験を生かし、保険請求だけでなく、現場のスタッフを支え信頼
される医事課職員でありたい。
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チーム医療（5）

患者の自分らしい生活の実現に向けて
～チームアプローチからみえたこと～
総泉病院 地域連携室
つくだ みほ

○佃 美帆（ソーシャルワーカー）
，半田 澄枝，野澤 美沙紀，小山田 淳，平野 高史，数藤 祐希，酒井 英之
【はじめに】
当院は、353 床を有する千葉県の療養型病院である。求められるニーズの変化に伴い、長期療養目的の患者の
ほか、緩和ケアや在宅復帰などを目的とした患者の紹介も増加している。
【目的】
「患者が自分らしい生活」を送るための支援方法について、発症から間もなく障害受容に至っていない患者に
おいて検討した。
【事例紹介】
A さん 60 代男性。閉塞性動脈硬化症にて右下肢を切断。当院へ転院後、スタッフへの暴言と悲観的な発言と
もに、「義足で歩行したい」と訴えた。
義足の適応はなしとの前医からの情報を踏まえてそれぞれの職種が A さんへ関わるも、受容に至らなかった。
今後の支援方針を多職種で話し合ったところ、「義足作成の目的は歩行に限らないのでは」
「元の身体の形に近
づける意義があるのでは」などの意見が挙がった。改めて「A さんにとっての義足作成の目的や意味」を引き
出したことで、「自由に生活を送る」ニーズを叶える手段であると共有できた。Ａさんの自己決定を尊重した
支援を継続したところ、義足作成には至らなかったが、A さんの障害受容と、
「自分らしい生活を送る」目標
に向かっての前向きな感情を引き出すことができた。数か月後、Ａさんは有料老人ホームに退院し、自分らし
い生活を送っている。
【考察】
多職種でのチームアプローチが、Ａさんの「ニーズ把握」や「障害受容」につながり、
「自分らしい生活を送る」
ための支援ができたと考える。病気や障害を抱えた患者の思いに寄り添い、多職種の視点でニーズを把握し、
支援する重要性を実感した。
【まとめ】
療養型病院では、急性期治療を終えた患者と比較的長い時間を共有でき、信頼関係のもと、身体的・心理的な
ケアを行なうことができる。今後も多職種と協働した支援により、患者の「自分らしい生活」の実現を目指し
たい。
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チーム医療（5）

透析患者さまの教育入院に対する支援
～社会復帰を促すためのアプローチ～
高田病院
いけだ だいち

○池田 大知（社会福祉士）
，上坂元 勇，平石 尚子，柴 愛佳里，尾ノ上 正実，中野 麻由，三反田 美保，萩原 隆二，
髙田 昌実
【はじめに】
当院には、多くの透析患者さまが存在する。今回は、透析教育入院となった患者さまの事例を通して、患者さ
まの意識変化に焦点を当てて支援を行った。実際に変化した様子がみられたので、ここに報告する。
【事例紹介】
氏名：A

さん

60 代

女性

主病名：末期腎不全
既往歴： 糖尿病、両側変形性膝関節症
入院期間：H29 年 8 月 22 日～ H29 年 3 月 4 日
入院前のサービス状況：当院外来透析を週 3 回（月・水・金）利用。昼食まで当院で食べてから帰宅。当院通
所リハビリを週 2 回（火・土）利用。
【考察】
今回の支援は、主に①入退院を繰り返さないよう、社会資源の調整、②社会復帰の意欲を復活させる、という
2 点に焦点を当てて行った。
①については、外泊時状況、経済的負担を考慮して、本人、家族に負担が少ないよう社会資源の情報提供が出
来たと思う。
②については、MSW から本人へアプローチをするが、意欲を取り戻すまでに至らず。本人が信頼している夫
から、「また家族で過ごしたい」という言葉を引き出せたことで、本人も「早く帰らなくては」という意欲を
取り戻すことが出来た。MSW として、外泊前後で毎回面談行い、外泊する意味を本人へ意識づけるよう支援
を行った。
【終わりに】
本人の社会復帰意欲を取り戻すために、多職種でのアプローチはもちろん必要だと思う。しかし、それ以上に、
ご家族を中心としたインフォーマルなものから、アプローチを仕掛けることが重要であると再認識できた。今
後も、患者さまが安心して社会復帰できるよう、多職種連携はもちろん、インフォーマルな部分とも連携を図っ
ていきたい。
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チーム医療（5）

もの忘れ外来におけるチームで取組む在宅生活への支援
前頭側頭型認知症（FTD）を介護する娘への関わり
1 宇和島徳洲会病院 もの忘れ外来 看護師，2 宇和島徳洲会病院 もの忘れ外来
4 沖縄徳洲会 指定居宅介護支援事業所 ケアセンターパール 介護支援専門員

医師，3 宇和島徳洲会病院

もの忘れ外来，

もうり けいこ

○毛利 桂子（看護師）1，貞島 博通 2，奥本 伸子 1，浅尾 由希 3，末光 弘美 3，山口 賢児 4
【目的】FTD 中等度の父親を介護する娘は、
自営の責任者としても多忙な毎日であり支援の必要性を認識した。
通院を通して①娘が疾患や症状を理解ができる ②異食・物盗りの非社会的行動に対するケアの提案 ③社会資
源の活用に医師・看護師・介護支援専門員等のチームで取組んだ約３年半の経過を振り返り、今後の FTD 家
族支援の示唆を得る。
【方法】受診日の診察・看護記録、面談記録より支援経過を抽出し、経時的に整理・分析を行った。
倫理的配慮：娘に本研究の主旨と個人保護に留意することを口頭で説明し了解を得た。
【結果】①見当識障害・記銘力低下・常同化行動に対し医師より説明があり、娘自身も勉強され知識を深めら
れた。②朝食時間に準備がないと冷蔵庫を開け未調理食材を食べ始めた。パッキン付き容器に入れ替えたが効
果は無く、扉に鍵を付けることであきらめ異食は治まった。物盗り行為は１人での外出は控え、店に病気を伝
え協力を得ていたが、パターン外の行動で警察に通報された為、診断書を所持し証明できるようにした。③介
護申請後、デイサービス利用でオムツ交換や入浴等の抵抗を示した。自宅での行動パターンを施設に伝えると
協力が得られ、介護抵抗が治まり週１回から２回利用に増えた。
【考察】FTD はもの忘れに加え非社会的行動や常同化した行動に、家族の不安は計り知れない。家族が疾患を
理解することは様々な症状に対して心構えができ、不安の軽減に繋がると考える。
支援介入過程は受診日外に電話相談・面談時間を設け、娘の意見や決断を尊重し信頼関係が構築できたこと。
他職種と話合いや連携を図りチーム力を高め介入できたこと等が、娘の介護負担軽減の一端に繋がり、「出来
る限り家で見る」と望む生活が継続されていると考える。
今後も「ここに行けば気軽に話ができ、相談できる」相談窓口の場として、在宅支援ができるように取組
みたい。
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チーム医療（5）

サービス導入に向けての多職種連携について
～事例を通して～
富山県

紫蘭会

光ヶ丘病院

ケアセンター

よしだ こうじ

○吉田 幸滋（介護支援専門員）
【目的】
知的障害と認知機能低下の利用者のサービス導入に向けての多職種連携の課題を示す。
【方法】
事例検討（一症例）
【研究機関】
H29/6/16 ～ H30/5/22
【経過】
74 歳、男性、要介護 3。幼少の頃から知的障害がある。独身で結婚歴はない。弟家族の家で生活をする。
H29/2 本人の母が他界。H29/4 頃から便失禁がみられ入浴も嫌がるようになる。介護する弟の嫁の介護負担が
大きくなり、本人に介護サービスを利用してもらいたいと相談があった。自宅訪問し本人と面談するも「いい」
「帰れ」と拒否。1 人で対応できないと判断し、地域包括支援センター、認知症初期集中支援センター、デイサー
ビスに相談。本人に安心・信頼してもらう事を目標にし毎日、朝 ･ 夕にデイサービススタッフが訪問をし挨拶
など言葉を交わすようにした。次第に安心してもらえる関係ができた所でデイサービスを利用。その後、ショー
トスティも利用することができた。熱発し肺炎で入院することもあった。初めての環境で点滴の針を抜くなど
落ち着かれない状態であった。在宅担当者らが本人の状態や対応の仕方を医療機関に伝えた所、入院 2 日目に
は概ね落ち着き早期に退院することもできた。
【結果】
・多職種と連携する事でサービス導入ができた。
・入院時は在宅サービス担当者が、対応方法など情報提供をする事で早期退院ができた。
【考察】
今回、サービス導入への家族の主訴を優先することになったが、本人の思いにできるだけ沿えるよう現場で
の対応の仕方や情報の共有など連携を意識した。また入院生活は福祉サービスとは大きく環境を異にするため、
早期に在宅の関係者が医療機関に出向き本人と面談したり、対応の仕方などを伝えたことで、早くに入院生活
に順応ができたのではと考えている。
【まとめ】
サービス導入には、多職種連携は不可欠である。良質な医療・介護を提供するには、早期に介入できる多職
種連携のネットワーク構築が重要である。
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チーム医療（5）

看取り状態に入った入居者様のポジショニング・安楽姿勢を目指して
1 ヴィラ四日市 介護，2 ヴィラ四日市
6 ヴィラ四日市 介護支援専門員

看護，3 ヴィラ四日市

リハビリ，4 ヴィラ四日市

相談員，5 ヴィラ四日市

医師，

べっしょ たくま

○別所 拓真（介護福祉士）1，中野 敏和 3，寺村 康平 3，大山 京子 2，寺村 真梨子 2，門永 紗緒里 1，西 多恵子 4，
福井 英広 6，井川 誠一郎 5
［目的］
不適切なポジショニングは褥瘡形成や筋緊張、関節拘縮により呼吸苦や身体不調を引き起こす原因となる。そ
のために適切なポジショニングを行い、快適で安定した姿勢を提供することで褥瘡予防、呼吸や循環機能・摂
食嚥下機能の維持向上、関節変形拘縮の予防、安楽でリラックスできることで生活支援や当事者に好影響となっ
た事例を報告します。
［対象］
M様

女性

93 歳

体重 35.4 ｷﾛ（やせ型）介護度５

認知度Ⅲ a

安静度 C2

ALB2.2

嚥下状態が低下し経口摂取困難な状態、傾眠状態増加している。
［方法］
クッション等を活用して身体各部の相対的な位置関係を設定し、目的に適した体位を安全に保持していく。従
来のポジショニングを見直し、筋緊張の強さ、皮膚への刺激状況を確認する。多職種連携しながら関節可動域
の状況を確認して頂き、適した介助枕の選択を行った。ポジショニング完成写真を職員全員に共有し同じ状態
を継続できるシステムを作り、理学療法士が定期的に評価を行う。
［結果］
拘縮や筋緊張が緩和され日常の支援がスムーズになる、呼吸が安定したことで、咀嚼・嚥下もスムーズに出来
るようになり食事量やアルブミン値向上にも繋がる。適切なポジショニングを行う前は不良姿勢や身体のゆが
みやねじれ、過剰な圧迫による痛みや不快感といった侵害があったが、実施後はそれらが緩和され安定し入居
者様にとっても穏やかな苦痛のない表情への変化がみられた。
［考察・結論］
不適切な体位やポジショニングが職員間で統一できていなかったことで、拘縮や筋緊張を亢進させてしまった。
職員全員が個別的な介枕（形・大きさ・素材）を理解することで、個々の拘縮の程度からそれに適した物品の
選択を行えるようになった。また、他の入居者様にも意識が向くようになり職員の意識向上となった。日々の
取り組みが入居者様に良い変化をもたらすことが実感でき、今まで以上に前向きに支援に取り組めるように
なった。
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チーム医療（5）

当院での多職種連携による経口摂取維持への取り組み
京都東山老年サナトリウム 歯科
うえの しまこ

○上野 司真子（歯科衛生士）
緒言：認知機能が低下している高齢者が、摂食嚥下機能低下に加えて、複合した合併症を有し、さらなる廃
用性症候群へと移行する場合も少なくない。その中で「いかに最後まで自分の口で食べ物を噛み、味わって食
べること、そして自分らしく生活すること」が重要かを念頭に置き、多職種協働による経口摂取の安定を目指
しています。
取り組み：安全で安定した摂食嚥下機能維持のためには、栄養管理・基礎訓練と摂食訓練の組み合わせ・P T、
OT、ST、歯科衛生士との協働によるリハビリテーション・セルフケア拡大が必要である。当院では、定期的
なカンファレンス実施とは別に、随時必要に応じて患者の情報交換を行い、各部署のリハビリテーション実施
時間を患者に沿った日程で行うことで、効率、効果の向上につながっている。
症例：６３才女性 病歴 脳梗塞後遺症・左弛緩性片麻痺・胃瘻造設。入院時より PT・ST によるリハビリテー
ション開始。合わせて歯科衛生士による口腔ケアも開始、高次脳機能障害があり感情失禁もみられるがコミュ
ニケーションはとれる状態。当初より拒否反応は無く、自発的。入院約２か月経過後のカンファレンスにて発
語、嚥下状態に改善が認められたので、昼食時のみ嚥下食に変更。現在入院６か月、再評価にて食事形態変更
検討中。
まとめ：慢性期医療においては、経口摂取が

重要な要件となる。いつまでも口から食べるためには、摂食嚥

下機能に対する正しい評価に基づくリハビリを行うことによって機能の維持向上を目指す。さらに、
本人に合っ
た食事形態の提供や食事内容の変更をおこなう必要がある。すなわち、医師、歯科医師、看護師、ST、PT、
OT、歯科衛生士、管理栄養士、介護士がチームとなり、ミールラウンドやカンファレンスを行うことにより、
常に連携を取り、取り組むことが最重要であると改めて認識している。
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チーム医療（5）

脳血管障害患者における退院支援・指導に着目した回復期クリニカルパス改良の試み
1 加治木温泉病院，2 鹿児島大学医学部保健学科（作業療法学専攻）
かじ まいこ

○鍛治 麻依子（看護師）1，東 みどり 1，有川 さくら 1，宮之前 未来 1，木原 さやか 1，山下 のぞみ 1，島田 泰裕 1，
窪田 正大 2，高田 昌実 1

【はじめに】
当院回復期病棟は在宅復帰に向けて、服薬パスを使用して内服薬管理を指導したり、退院前には家屋調査を実
施し、それをもとに退院支援を行なうなどの取り組みをしている。これらの取り組みを、現在使用している回
復期クリニカルパスに取り入れることで、さらに計画的に退院支援が行なえるのではないかと考え、退院支援
に着目したパスの改良を行なった。
【研究方法】
1. 改良前のアンケート調査の実施
2. パスの見直しとその改良
3. 改善後のアンケート調査
【結果】
アンケート調査の結果、パスに対する認知度の低さと、退院支援に関する項目が必要ではないかという結果が
得られた。そこで退院支援に着目したパスの改良を行なった。チームで検討する項目として、ＡＤＬゴール確
認、在宅に向けての検討課題を設けた。また、患者家族の関わりも不可欠と考え、病態への理解や受け入れ状
況を確認する項目も設けた。退院へのステップとして試験外泊の項目も追加し、在宅での生活の問題点や不安
を確認できるようにした。改良後のアンケートでは多職種との情報共有や退院後の生活を意識するようになっ
たという意見が聞かれる結果が得られた。
【考察】
退院支援に着目したパスに改良したことで、退院後の生活を想定した支援が提供でき、さらにチームで目標を
明確化し共有することで、多職種間でのチームアプローチが円滑になると思われる。改良後のパスは従来のパ
スより必要性が感じられ、入院から退院までの関わりがスムーズになったと考えられる。今回の研究において
はパスの改定までしか行なえなかったため、継続して使用し、その中で見えてきた問題点をさらに検討してい
き、より良いパスにしていきたい。
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薬剤（1）

回復期リハビリテーション病棟における DOAC の使用調査
1 福山記念病院 薬剤科，2 福山記念病院 脳神経外科，3 福山記念病院 外科
にしつか とおる

○西塚 亨（薬剤師）1，酒井 照美 1，小土井 亮介 1，峯浦 一喜 2，藤井 功 3
【目的】当院は平成 28 年 6 月より回復期リハビリテーション病棟（以下、回復期リハ病棟）を増床し、地域
医療において回復期機能をより充実させていく方針となっている。回復期リハ病棟での対象疾患は脳血管疾患
や大腿骨頸部骨折等であり、特に脳卒中患者においては在宅復帰に向けて薬学的ケアへの介入は重要である。
そこで今回、回復期リハ病棟での DOAC の使用状況を調査し、当該病棟における薬剤師介入の必要性につい
て検討した。
【方法】調査期間を平成 28 年 6 月から平成 30 年 1 月（20 か月間）とし、DOAC の処方内容を後ろ向きに調査
した。調査対象は調査期間中に DOAC を持参された患者（ポストアキュート）の中で対象疾患を NVAF とし、
当院の回復期リハ病棟（2 病棟：67 床）で病棟薬剤師が担当した患者 55 名とした。DOAC の用法用量のチェッ
クに際しては至適投与量計算表を Excel で作成し、ツールとして活用した。
【結果】当院の回復期リハ病棟での対象患者おける DOAC（持参薬）の対応は、処方変更なしが 43 件、他剤
への切り替えを含む処方変更が 9 件、処方中止が 3 件であった。対象患者における急性期病院での処方の経緯
について、新規処方が 36 件（Warfarin からの切り替え 8 件を含む）と多く認められた。DOAC（持参薬）の
用量と適否について、Rivaroxaban（以下 Riv）
、Edoxaban は低用量剤型の使用割合が多い傾向にあり、低用
量剤型の under dose の割合は全体で 12 例（21.4%）認められた。under dose の内訳について、Riv7 例（投与
患者の 66.7%）、Apixaban5 例（投与患者の 23.5%）であった。DOAC の CCr 分布について中央値・平均値は
4 剤ともほぼ同等であった。
【考察】DOAC は急性期病院で新規処方されるケースが多い。回復期リハ病棟で薬剤師は在宅での服薬管理を
念頭に患者指導にあたる義務があるとともに、急性期病院で処方された DOAC を効果と安全性について経過
時系列に応じて評価し、適正使用の向上に努めることが必要と考える。

第 26 回日本慢性期医療学会 in 鹿児島

8-6-2

薬剤（1）

睡眠薬処方と転倒転落の関係
聖ヶ丘病院 薬剤部
あおやなぎ よしえ

○青柳 由枝（薬剤師）
，石橋 朋子，輪嶋 亮太，塚越 建介，上田 麻衣子，坂本 高規，谷口 陽一
（目的）入院患者の転倒転落は大きな問題である。今回、聖ヶ丘病院における睡眠薬処方と転倒転落事例から
その関係性を調査し、リスク軽減を目指す。
（方法）2017 年 3 月から 2018 年 3 月までの期間で以下を調査する。①入院患者の睡眠薬服用状況、②転倒転
落発生の時間帯と睡眠薬の関係性、③睡眠薬服用による夜間の転倒転落率④転倒転落スコアと睡眠薬の関係性
（結果）① 2017 年 3 月 1 日現在、睡眠薬（抗不安薬は除く）を服用している患者は 11.0％であった。採用睡眠
薬は 12 種類、使用量はゾルピデム酒石酸塩、リルマザホン塩酸塩水和物、ゾピクロン、ラメルテオンの順で
多かった。②期間中 823 件のインシデント・アクシデントのうち転倒転落は 318 件であった。さらに夜間（20
時から 8 時）に起きたのは 112 件で全体の 35.2％であった。③夜間の転倒転落で睡眠薬を服用していたのは
41 人で 36.6％であった。睡眠薬服用患者の転倒転落率は 13.7％であり、服用無患者で 2.1％であった。しかし、
今回は非 Bz 系薬剤の方が Bz 系薬剤より転倒転落率が低いことは示されなかった。④睡眠薬の服用は夜間の
転倒転落危険度を示すスコアが低い患者の転倒転落率を高めた。
( 考察 )
睡眠薬服用の転倒転落率が、服用無と比べ 6 倍であることから、転倒転落のリスクを高める因子であることが
わかる。比較的安全と言われる非 Bz 系薬剤でも転倒率が高かったのは、比較的活動性の高い患者に処方され
ていたことも影響したと推測される。さらに安全性が高い薬剤への転換を目指すべきだが、薬の依存が高い高
齢者も多く、薬剤の変更が不安を高めることもあるため、薬剤管理指導を通し、症状や運動能力、依存度、薬
物代謝、排泄を考慮した提案をしなければならない。
（結語）転倒転落リスクを下げるには、転倒転落事例と睡眠薬の処方状況を調べることでその関係性を掴み、
入院患者や環境の変化を考慮した睡眠薬を選択することが肝要である。
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薬剤（1）

高齢者の減薬への取り組み

－多職種がどう関与できるか－

なかじま中央病院
よしだ だいすけ

○吉田 大佑（薬剤師）
〈はじめに〉高齢者の多剤併用について、減薬に向けてどのように取り組むべきかを考え、医師、薬剤師を中
心に他の職種のスタッフがどう関与できるか検討する。
〈方法〉2017 年 10 月、当院各職種を対象にポリファー
マシーについての勉強会とアンケート調査を行い、減薬についてどのような意識をもっているか、いつ・どの
ように介入していけるかを検討した。その後、2017 年 5 月 1 日時点と 2018 年 4 月 1 日時点で入院患者の定期
薬が退院時に減少しているかを比較した。
〈結果〉アンケートの結果、薬剤師は入院時に持参薬とお薬手帳を
確認して、服用薬の重複がないかを確認するようにした。また、看護師・介護士は病棟で、ケアマネージャー
は訪問先の自宅でめまい・ふらつきなどの副作用がないか、きちんと服用できているかなどの聞き取りや観察
をして必要に応じて医師へ報告することで減薬へ繋げていくことになった。しかし、実際には日常の業務の中
で減薬に至る事例はほとんどなく、2017 年 5 月時点と 2018 年 4 月時点での入院患者の定期薬が減少したとい
う結果にはならなかった。
〈考察〉減薬を推進していくことについて、医師をはじめ他の職種のスタッフも積
極的に介入していこうという意識はあるものの減薬に至らなかったのは、実際に減薬が必要となるケースがな
かったり、日常の業務に減薬についての時間を取り入れにくかったためと考えられる。今後も勉強会やアンケー
トを実施し、各職員の意識を高めていくとともに、
「高齢者の安全な薬物療法ガイドライン」や「高齢者の医
薬品適正使用の指針」をもとに具体的にどのように業務に取り入れていくか検討していこうと思う。
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薬剤（1）

お薬手帳を通じた退院時の薬物療法伝達の試み
切れ目のない薬の橋渡しへ
1 千里リハビリテーション病院 薬剤部，2 千里リハビリテーション病院

医局

あいかわ まなみ

○相川 学美（薬剤師）1，辻 令奈 1，松原 映里 1，山口 亜弓 1，冨松 幸子 1，森 功美子 1，太田 はるみ 1，
橋本 康子 2
目的
これまで当院退院患者のお薬手帳に退院時薬剤管理サマリー（禁忌薬や入院中の薬の経過、持参薬の変更・中
止、調剤上の工夫等を記入）のお薬手帳版を作成し貼付していた。今回当院でも充実した情報を提供するため、
以前実施した薬剤管理サマリーについてのアンケートに挙げられた意見や、２０１８年１月改訂された日本病
院薬剤師会の薬剤管理サマリーを参考に改良した。お薬手帳を通して退院後も患者が安心して安全な薬物療法
を継続する試みとして、退院時の薬物療法伝達を実施したので報告する。
方法
以前実施した薬剤管理サマリーについてのアンケートに挙げられた意見と日本病院薬剤師会の薬剤管理サマ
リーを基に、薬剤情報書発行専用ソフトを手直しした。薬剤管理サマリーおよびお薬手帳に継続されている薬
剤の処方意図や調剤方法、服薬時介助方法、投与間隔、投与方法等に留意が必要な薬剤の記載の欄を加え主治
医確認後患者に交付した。
結果
継続されている薬剤の処方意図が分かることにより、患者に漫然と投与されることが未然に防止できる。一包
化等の調剤方法や服薬時介助方法を明記することでコンプライアンス維持に繋がる。腎機能に合わせた投与間
隔を記すことで副作用防止等のリスク回避に繋がる。簡易懸濁等の投与方法が明確になることで適切な薬剤を
選択することができる等、入院中の薬剤管理情報を退院後にも繋げることが可能になったと思われる。
考察／結論
当院では入退院時および月一度のカンファレンス等を通して常日頃より多職種と情報共有し患者の状態を把握
している。普段の業務から得られたお薬に関する生きた情報を、お薬手帳を通じて提供することで、患者への
効果的で安全な薬物治療を継続するための試みを実施した。今後の課題としてこの試みの有用性を検証するた
め、退院時お薬手帳を渡す際患者へ追跡調査を行っていきたい。
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薬剤（1）

併用薬剤数は腎機能低下のリスクの 1 つになり得る
1 緑成会整育園 診療部・薬剤科，2 緑成会病院 薬剤部
やまだ まこと

○山田 誠（薬剤師）1，河合 柚佳里 1,2，草野 文華 1,2，吉田 琢磨 2，市地 智子 2，瀧田 大輔 2，秋田 美樹 2
【背景】高齢者等における多剤併用は、様々な有害事象の発生や薬剤費の高騰による社会問題を引き起こして
いる。最近、高齢者 1 人あたりの併用薬剤数が 6 剤以上になると、有害事象発生率が有意に増加することの報
告がなされた。また、腎臓は多くの薬剤代謝物の排泄に寄与することから、多剤併用の腎機能への影響は容易
に想像できる。しかしながら、併用薬剤数と腎機能との関連性を検討した報告はないのが現状である。
【目的】多剤併用による腎機能へ及ぼす影響について、検討することを目的とした。
【対象】当園入所中の重症心身障害者のうち、2017 年 7 月～ 2018 年 1 月において血清クレアチニン値を含む
血液検査を実施された 20 ～ 40 歳代の利用者で、かつ内服薬のみの加療を受け、腎疾患の既往のない 36 名（男
性 17 名、女性 19 名）を対象とした。
【方法】腎機能の指標は、推算糸球体濾過量（eGFR）を採用し、横軸に併用薬剤数を縦軸に eGFR をとった分
散図から、両者の相関性を調べた。
【結果】年代別や性別による併用薬剤数と eGFR に有意な差を認めなかったことから、すべての症例を対象と
した分散図を作成すると、逆相関の傾向（相関係数：-0.239）を示した。
【考察】今回対象とした症例については生理的腎機能が維持されていると考えると、この eGFR 低下は薬剤性
に生じた可能性が強いと考えられた。また、既報での有害事象発生率の増加が不連続性であるのに対し、
eGFR の低下は連続性であることが示唆された。同法人緑成会病院薬剤部・草野らは、65 歳以上を対象に多剤
併用と腎機能との関連性を報告している。一連の報告が、高齢者等の適正な併用薬剤数のヒントとなることを
期待したい。
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薬剤（1）

高齢者は内服薬が 6 剤以上で有害事象の原因となる腎機能低下をきたし得る
1 緑成会病院 薬剤部，2 緑成会整育園
あきた みき

○秋田 美樹（薬剤師）1，河合 柚香里 1，吉田 琢磨 1，市地 智子 1，瀧田 大輔 1，山田 誠 2
【背景】高齢者における多剤内服については、医療費の面で大きな社会問題となっており、加えて高齢患者の
内服薬剤数が 6 剤以上になると、薬による有害事象が有意に増加するという報告もされている。一方で、腎臓
は薬剤代謝・排泄において重要な役割を担っており、その機能状態が心筋梗塞や脳卒中の大きな risk factor
となる事が知られている。しかし、内服薬剤数と腎機能との関連性については、未だ報告がない。

【目的】高齢者における内服薬剤数と腎機能との関連性の検討を目的とした

【対象】2017 年 12 月から 2018 年 3 月までに当院へ入院された患者のうち、1 剤以上の内服薬を使用している
65 歳以上の高齢者 49 名（男性 21 名 平均 81.3 歳、女性 28 名 平均 85.1 歳）を対象とした。

【方法】入院時の検査値・身体所見から腎機能の指標として推算糸球体濾過量（eGFR）を算出したと同時に、
採血時点での内服薬剤数を調査した。横軸に内服薬剤数、縦軸に eGFR をとり、分散図から両者の相関性を調
べた。また、既報で有意差のあった 5 剤以下と 6 剤以上の内服薬剤数に群分けし、t 検定を行なった。

【結果】高齢患者において、内服薬剤数の増加に伴い eGFR が低下するという傾向が示され、6.9 剤以上では
eGFR が 60 mL/min/1.73m2 を下回った。また内服薬剤数が 6 剤以上の患者では、5 剤以下の患者と比較して
eGFR が有意に低下していた。

【考察・結論】今回の結果より、既報にある 6 剤以上の内服で起こりうる有害事象の発生原因の一つが、腎機
能の低下にある可能性が示された。また日本腎臓学会では eGFR が 60 mL/min/1.73m2 未満の状態が 3 か月
以上持続する場合を慢性腎臓病（CKD）と定義しており、本研究では高齢患者の内服薬剤数が 7 剤以上で
CKD となる可能性が示された。当院では現在、入院患者に対して多剤内服改善に向けた取り組みを行ってい
ることから、今後は内服薬剤数の削減による腎機能の変化についても検討していく。
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薬剤（2）

ピッキングシステム・錠剤監査システム導入による調剤過誤対策の評価
北中城若松病院 薬剤課
ひが のぞみ

○比嘉 望（薬剤師助手）
，中村 苗美，榎本 三樹，瑞慶山 正代，山口 ミチル，大城 なつき，照喜名 重裕，
小田垣 勝世
【はじめに】
北中城若松病院薬剤課は平成 23 年 9 月から重大なミスを防止する為に PDCA サイクルに基づき対策を立てて
きた。しかし、人為的なミス防止対策には限界があり、
昨年 8 月に PTP 監査支援システム “F-WAVE
（TOSHO）”
と錠剤監査システム “MDM（TOSHO）” を導入し、医療安全に取り組んだ。前者はバーコードリーダーで
PTPGS1 を読み取るシステムであり、後者は錠剤分包機で一包化された薬品が一包毎に撮影され、登録された
データと照合させるシステムである。今回、導入前と導入後のインシデント発生件数を比較したので報告する。
【方法】
導入前の平成 2018 年 3 月～平成 2018 年 8 月と導入後の平成 2018 年 9 月～平成 2019 年 2 月の各 6 ヶ月間の
薬剤取り違え、数量ミス、一包化された薬剤のエラーについて調査した。
【結果】
薬剤の取り違えは「薬剤違い」と「規格違い」の 2 種類に分けられ、薬剤違いは導入前内用・外用薬両剤で 6
件、注射薬 3 件であったが、導入後は全て 0 件であった。規格違いは導入前内用・外用薬両剤で 7 件、注射薬
1 件であったが導入後は全て 0 件となった。数量ミスについて導入前内用・外用薬両剤で 28 件、注射薬 0 件
が導入後は内用、外用薬両剤で 14 件、注射薬は 0 件であった。また一包化調剤では導入前 3 件、導入後 1 件
であった。
【考察】
導入後においても数量ミスは内用薬、外用薬で起こっている。これはバーコードリーダーに表示されている
数字を見落としている事が原因と思われる。注射薬については払い出し総量をプリントアウトし、調剤前に数
量取り揃えを行っているため調剤時の過不足は未然に防げている。しかし PTP 監査システムも錠剤監査シス
テムも手順を守らず次の動作に移るとミスに繋がる。調剤過誤ゼロを目指す為には原点に立ち返る事が必要だ
と考える。
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薬剤（2）

Microsoft Excel による輸液評価シートの作成 ~ 薬剤師による栄養輸液処方支援を目指して ~
神戸平成病院 薬剤部
なかはる とおる

○中晴 徹（薬剤師）
，丹波 日向子，松本 和磨
【背景・目的】
チーム医療において薬剤師が求められる業務の一つとして、栄養輸液の処方設計・処方支援が挙げられる。患
者個々の病態・状況に合わせた栄養輸液処方について、薬剤師による的確な処方支援が可能になれば栄養輸液
療法のレベルアップが期待できる。
しかし、処方支援に必要な栄養輸液評価のための水分量・カロリー・蛋白量（NPC/N）
・電解質・流量等の計
算は、労力と時間がかかるため多忙な日常業務においては大きな負担となることが本業務の大きなハードルと
なっているのが現状である。
そこで今回、表計算ソフト MicrosoftExcel を利用して輸液評価に関する計算等を容易にするための輸液評価
シートを作成したので報告する。
【目的】
表計算ソフト MicrosoftExcel を用いて、輸液組成等に関する計算シートを作成することにより、輸液評価を
容易にする。
【方法】
栄養輸液の薬品名・投与量（投与速度）を選択・入力すれば、投与予定エネルギー量・電解質組成が自動計算
される輸液評価シートを作成した。
また、複数 PC・他病院でも利用も想定して、マクロ等の機能は使用せずにエクセル関数のみで作成した。
【結果】
今回作成した輸液評価シートにより、栄養輸液評価のための計算の労力が軽減され、理論的で的確な処方評価・
提案が容易になった。
【考察・結論】
臨床薬剤師は栄養輸液療法にも精通し、薬学的視点から理論的にアプローチする能力が必要である。本エクセ
ルシートは、臨床薬剤師が栄養輸液療法で利用可能なツールの一つになり得ると考える。
また、輸液リストを変更することにより、当院だけでなく他病院でも利用可能であるので希望する病院があれ
ば提供したい。
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薬剤（2）

プロトコールに基づく薬物療法
～「入院時血中濃度評価」「曝露後予防投与」～
総泉病院 薬剤部
こいけ けんた

○小池 健太（薬剤師）
，米川 英宏，米川 沙耶香，新井 友紀，成田 博美，小林 航，棗 則明
【目的】
高齢者は、薬物代謝能力低下と長期服薬の為、過量投与による有害事象が発現しやすい。そこで、薬物療法の
安全性と有効性を向上させる為に「プロトコールに基づく薬物療法の提供」を行っている。
【方法】
①入院時薬物血中濃度評価
薬物療法の質を確認する為に、入院時に該当患者の薬物血中濃度を評価している。
②オセルタミビル予防投与オーダ入力
インフルエンザ流行期に病棟単位の予防投与を行う際には、薬剤師が全員の腎機能を計算し、用法・用量、
剤形の選択から処方オーダ入力を行っている。
【結果】
①入院時に測定を行った 29 名中 11 名（38.0%）が基準域から外れていた。そのうち、下限未満の 3 名は状態
安定のため継続。上限を超えていた 8 名のうち 4 名は中止、1 名は減量、1 名は継続、残り 2 名は提案を行い
変更となった。
②予防投与を行った患者は 77 名であった。
予防投与を行う前にインフルエンザ検査を行った患者が 14 名、そのうち陽性患者が 10 名（71.4%）
、
予防投与中にインフルエンザ検査を行った患者が 6 名、そのうち陽性患者が 1 名（16.7%）であった。
ワクチン接種記録が確認できたのは、該当病棟入院患者 90 名中 70 名（77.8%）であった。
陽性患者 11 人中ワクチン接種記録が確認できたのは 8 名であった。
腎機能低下のため減量を行った患者は 9 名であった。
【考察】
①薬物血中濃度を入院時に評価することで、特に過量投与に早期対応できると考えられる。
②オセルタミビル予防投与による感染割合の低下を認めた。しかし予防投与と同時に、面会制限も行っている
ことから、薬剤単独の効果は評価できない。また、予防投与中に陽性となった１名は、看護記録よりコンプラ
イアンス不良の為薬剤を服用していなかった。
【結語】
慢性期医療を行う病院では、薬物代謝能力の低下・長期服薬のため、過量投与に注意する必要がある。プロ
トコールに基づく薬物療法を行うことで、有効で安全な医療が効率的に提供できると考えられる。
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薬剤（2）

平成横浜病院回復期リハビリテーション病棟におけるワルファリンカリウムと併用薬の状況調査
平成横浜病院
ふけた かよこ

○更田 香葉子（薬剤師）
，神田 美和，三輪 健
目的
平成横浜病院では薬剤師がすべての入院患者の持参薬の鑑別を行なっている。日々鑑別業務を行う中で、ワ
ルファリンカリウムと消炎鎮痛剤の併用例で入院時の検査の結果 INR が高値に変動しているケースを何件か
担当することがあった。抗血栓薬ワルファリンカリウムは、その歴史が長く安価で血栓塞栓症の治療や予防に
広く用いられている。血液凝固能検査値に基づいて投与され、併用される薬剤によっては INR が高値に変動
する可能性がある。
今回私達は回復期リハビリテーション病棟を対象に併用薬の影響で INR が高値になるケースを調査した。
調査期間およひ対象
2017 年 4 月 1 日 ~2018 年 1 月 31 日
回復期リハビリテーション病棟入院患者
結果および考察
この期間の新たな入院患者は 157 名で、ワーファリン持参患者は 12 名。全てのケースで入院時に 血液凝固
能検査が実施されており、INR が高値で「併用注意」である消炎鎮痛剤を持参しているケースは 1 件だった。
また、入院中に「併用注意」のクラリスロマイシンが処方され、INR が高値に変動したケースが 1 例あった。
いずれも必要なタイミングで検査が実施されており速やかにワルファリンカリウムが減量されていた。
今回のケースでは出血に至る事象はなかったが、回復期リハビリテーション病棟では、他の医療施設で整形
の手術を受けその後のリハビリテーション目的での入院も多い。今後も持参薬にワルファリンカリウムと併用
注意の薬剤が含まれていないか、新たに処方された薬剤ではどうか注意深く確認するとともに検査オーダーの
有無も確認したい。
薬剤関連の検査オーダーが自動化されていない現状では、薬剤師から積極的に働きかけることも 医薬品の適
正使用につながるのではないかと考る。
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薬剤（2）

低用量クラリスロマイシン投与による喀痰分泌抑制効果の検討
1 浜寺中央病院 薬剤部，2 浜寺中央病院

看護部，3 浜寺中央病院

医局

としおか ゆうこ

○年岡 優子（薬剤師）1，福里 香織 2，松岡 美代子 2，新谷 英夫 3
[ 背景 ]
喀痰分泌量が多く、頻回の吸引を要する入院患者は、頻回の吸引処置が必要であるが故に、施設退院や在宅復
帰が妨げられることが少なくない。近年、気道の慢性炎症性疾患に対して、気道のクリアランス改善を目的と
して、痰の主成分であるムチン糖蛋白の生成抑制作用を有するクラリスロマイシンの低用量投与が広く行われ、
その有効性が報告されている。しかし、気道の慢性炎症性疾患を有さない患者への本剤の喀痰分泌抑制効果に
ついては明らかではない。
[ 目的 ]
頻回の吸引を要する患者へのクラリスロマイシンの低用量投与が、喀痰量を減少さあせ、吸引処置回数を減ら
すことができるかを検討した。
[ 対象 ]
平成 29 年 6 月～平成 30 年 3 月の間に、喀痰量の減少目的でクラリスロマイシンの低用量投与を行った、気道
の慢性炎症性疾患を有さない、気管切開施行後の入院患者 6 名である。
[ 方法 ]
気管内吸引処置で吸引瓶に貯留した分泌物の重量を測定し喀痰量とした。クラリスロマイシン投与前 8 週間と、
１日 200 ｍｇ投与中 8 週間の平均１日喀痰量を算出し、投与前後の喀痰量の変化を検討した。本剤の抗菌目的
投与時の副作用である、消化器症状・肝腎機能障害の有無を評価した。
[ 結果 ]
全症例において 1 日喀痰量は投与後減少した。6 例の１日喀痰量は、投与前平均 74.7 ｇから投与後平均 54.1 ｇ
と有意に ( ｐ＝ 0.04) 減少し、喀痰分泌抑制効果が認められた。また、投与の中断を必要とする副作用の出現
はみられなかった。
[ 考察・結論 ]
頻回の喀痰吸引を要する、気道の慢性炎症性疾患を有さない長期療養入院患者において、クラリスロマイシン
の低用量投与により、副作用症状の出現なく、喀痰量を減少させ、吸引処置回数を減らすことができる可能性
が示された。喀痰分泌抑制効果に伴う吸引処置回数の軽減を目的としたクラリスロマイシン投与は、かかる患
者に対する在宅復帰促進の一助となり得ると考えられた。
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薬剤（2）

高齢者の排尿障害はアコファイド ® で解決する
～ Pressure Flow Study による立証～
堺温心会病院
あきやま たかひろ

○秋山 隆弘（医師）
[ 背景 ] 慢性期高齢者には低活動膀胱型の神経因性膀胱が極めて多い。致死的重大副作用から保険適用量が半
限 さ れ た ウ ブ レ チ ド ® に 比 し 副 作 用 が 皆 無 で 且 つ 強 力 な ChE-Inhibitor ア コ フ ァ イ ド ® Acotiamide
hydrochloride hydrate を私達が見出し、クロスオーバーを含め多様な比較検討での本剤の優位性を証明し本
学会、日本排尿機能学会や複数の英文論文で報告した。本剤の低活動膀胱への保険適応拡大を目指すには、よ
り直接的な本剤の排尿筋収縮力増強の立証が望まれている。
[ 目的 ] 本剤投与前後の排尿時排尿筋圧の Pressure Flow Study(PFS) による変動をみた。
[ 対象 ] 残尿量の多い低活動膀胱患者 10 名（男女各 5 名、平均年齢 75.9 歳）とした。
[ 方法 ] 本剤投与前、12 週投与後で PFS を施行した。既投与中の症例は 8 週休薬で wash out 後導入した。
maximum cystometric capacity(MCC)、maximum detrusor pressure(Pdet Max)、detrusor pressure at
Qmax(Pdet Qmax) と IPSS・OABSS の推移で評価した。
[ 結果 ] IPSS は投与前 9.6 ± 1.9 →後 6.0 ± 5.98 (p 0.058)、OABSS は投与前 3.0 ± 1.89 →後 3.7 ± 2.75(p 0.373)、
PFS は MCC:281.4 ± 179.2 → 341.0 ± 99.0(p 0.168)、Pdet Max:51.1 ± 18.0 → 80.9 ± 37.5（p 0.013）
、Pdet at
Qmax:34.9 ± 11.9 → 50.6 ± 25.4(p 0.075) であった。
[ 考察・結論 ] 10 例中 5 例で本剤による排尿時排尿筋圧上昇を認め、投与後の排尿筋圧低下例は皆無で、本剤
による排尿効率改善の機序が排尿筋収縮力の増強によると証明した。
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食事サービス（1）

食べる喜びを再び ～多職種連携に着目して～
横浜病院 看護部
こいけ じゅんこ

○小池 順子（看護師）
，木嶋 尚子，尾形 秀子，川合 義恵
患者紹介
Ａ様は、80 歳代の女性で既往歴にイレウスとうつ病の既往があり、平成 29 年 9 月 26 日心原性脳塞栓症発症
した。手術時血管損傷によるくも膜下出血を合併し、嚥下困難・右麻痺・失語が残存、経鼻経管栄養の状態で、
継続加療目的にて 11 月 13 日当院へ転入院された。
看護目標及び看護計画
Ａ様の看護目標を「合併症を併発せず自力で経口摂取ができる」とし、①イレウスの予防と誤嚥予防に留意し
た経口摂取、②右麻痺へのケア、③失語症によるコミュニケーション障害へのケアの３点を中心に看護計画を
立案したが、今回は、経口摂取に焦点を絞り発表する。
看護の実際
当病棟では患者様には、可能であれば人として自然な形の経口摂取への支援を推進している。前病院から行っ
ている経鼻経管栄養に言語療法士が介入し、ゼリーの経口摂取から始めた。
食事時の車椅子の選択や移乗の方法及び食事中の姿勢は理学療法士の支援やアドバイスを受け、介護者・看護
者は慎重に食事の介助を行うと共に、観察とアセスメントを繰り返し、経口摂取への可能性を探った。
食事の形態、自助食器・太柄スプーンの活用等もあって、ステップアップし、１月６日からほぼ自力で経口摂
取が可能となった。
家族の面会頻度は月に数回程度であり、Ａ様の経口摂取への積極的な介入はなかった。自力で摂取が可能とな
り、当病棟で企画した「お寿司の会」に参加された時の様子を伝え、家族としてとても喜んでおられた。
まとめ
摂食嚥下障害のある人の経口摂取への援助を行うには、食事をとる際の体位を整え、自助食器をはじめとする
適切な食器を選び、その人に合った食事内容を選択するなど様々な工夫が必要である。今回は入院時より多職
種（医療連携室、看護・介護、リハビリ課・栄養課）で多面的に情報を共有し、各々の専門性を活かし関わっ
たことで、合併症の併発もなく自力による経口摂取に繋がったと考える。この学びを今後のケアに活かしたい。
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食事サービス（1）

拒食のある認知症患者への援助
～その人らしい食とは～
北中城若松病院 看護部
しまぶくろ かつし

○島袋 勝志（看護師）
，崎原 亜莉沙
【はじめに】
胃瘻造設予定で入院してきた患者がチームでの関わりの中で、自分で食事をとるようになった事例を経験し食
への援助について考えさせられたので報告する。
【症例紹介】
性別：女性 年齢：80 歳 日常生活動作 :C2
入院時診断名：混合型認知症 右大腿骨遠位端骨折術後
【取り組み / 経過】
平成２５年頃にレビー小体型認知症発症、粗暴行為、拒薬があり食欲不振から点滴負荷。点滴自己抜去予防で
ミトンを着用、胃瘻造設検討も含め当院に入院。家族の情報を元に栄養士と相談しながら食事形態を変更し挨
拶や声掛けを積極的に行い、本人の要望に対応しミトンを外してと訴えあったため食事中のみミトンを解除す
る。その後飲み物を自分で取り飲む動作がみられるようになる。最終的には主食をなくし本人が好む液状の栄
養食の提供で１日 1400Kcal にて調整。粗暴行為はケア時にみられることもあるが、食べ物の投げ捨てや吐き
出し行為もなくなった。点滴の必要もなくなり終日ミトンを解除。毎食全量摂取され体重の変動もなく経過し、
胃瘻造設の話はなくなった。
【考察】
今回、拒食の原因は何か他職種を含めチームでカンファレンスを行い、抑制を解除した事、食事内容を適宜変
更した事、家族からの情報、ケアの中で本人の意思を尊重する関わり方をしたことが、食事への意欲に少しで
も影響を与えたと考える。
長期入院患者が多く、長く経過をみているため、評価・修正が行いやすく、介助する側も患者の食べるリズム
や個人の癖等の特徴を掴めた。本人と相性の良い職員が出来るだけ介入する事で患者へ安心感を与えることも
できた。
【まとめ】
今回の事例を通してその人らしい食とは何かということを考えさせられた。食事能力を維持し、本人の満足で
きる食事をどう提供し保っていけるようにするかが今後もチームでの課題と実感した。
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食事サービス（1）

食欲への取り組み
～行動変容ステージへの援助を通して～
博悠会温泉病院
だいら ひろし

○大良 弘志（看護師）
【はじめに】
今回、在宅では家族と同量の食事を摂取していたが、胃捻転術後嘔気嘔吐を繰り返し食欲の低下が見られ注入
食を実施していた I 氏に対し、行動変容ステージに対しての援助と御家族の協力をもらうことで、食欲の回復・
摂取量のアップに繋がり経口食のみとなった 1 症例を報告する。
【事例紹介】
Ⅰ氏 90 歳代女性、右大腿骨頚部骨折、横隔膜ヘルニア根治術・胃軸捻転解除術・胃瘻造設
【方法】
嗜好や入院前の食生活についての情報収集、摂取したくない理由の聴取、食事摂取量チェック、嗜好品の提供、
在宅での食器を使用、注入食の検討
【結果】
在宅で使用していた器へ変更し、9 月 11 日夕方から季節の果物や I 氏が好むものを提供した。9 月 26 日果物
等の持ち込みは中止し、
病院で提供する食事のみとした。初日は夕食もほぼ全量摂取。朝食（200kcal）開始し、
10 割摂取。摂取量が増加した事で、朝昼夕の食事を１食 400kcal へ変更、注入食を中止した。朝食は 10 割摂取、
昼食は 2.5 から 9.5 割、夕食は 4 から 7 割摂取出来ていた。
【考察】
胃軸捻術後約 1 か月で当院入院となったが嘔気・嘔吐は続いており、不安やストレスによる嘔気・嘔吐があり
中枢性食欲不振があったのではないかと考える。食事摂取は 1 割程度であり、無関心期にあたると考え、夕方
の注入時もテーブルに付いてもらい、I 氏が好む物を提供し、食に対する興味を持てるよう援助した。次第に
食事に対し関心が向き始め、無関心期から関心期へと移行したと考える。自ら食事を摂取するようになり準備
期に移行したと考え、自宅で使用していた器で提供する事で、自宅で食べている雰囲気に近づき、食事に対し
て嫌なものから楽しい物に変化したのではないか。次第に「私の食事はないですか？」などの発言も聞かれ実
行期に移行した。入院期間中は実行期までの援助となったが、食欲が回復し、口から食べる喜びを再獲得でき
QOL を高められたのではないかと思われる。
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食事サービス（1）

高齢者の減退した食欲に対して色が及ぼす影響
鶴巻温泉病院 看護部
しんむら けいこ

○新村 佳子（介護福祉士）
，岸 由希子
Ⅰ .【目的】
暖色の食欲増進効果が、当病棟の患者の自己摂取への意欲につながるか検証する。
Ⅱ .【方法】
研究期間 : 平成 29 年 11 月 16 日～ 12 月 1 日
研究対象：A 病棟 自己摂取可能で全量摂取できない患者 4 名（うち 2 名は軽介助を要す）
研究方法：オレンジ色のランチョンマットの使用前後で食事摂取量・摂取時間、介助が必要な患者 2 名につい
ては介助を行った時間・介助にて摂取できた量を測定し、平均値を出した。
Ⅲ .【倫理的配慮】
当院臨床研究倫理審査小委員会の承諾を得たのち、対象患者の家族へ説明して同意を得る。
Ⅳ .【結果】
自力摂取できる A 氏・B 氏において摂取時間は、マットを使用後の方が両者とも僅かに短縮し、摂取量も主
食は全量摂取できたが、副食は A 氏は増加、B 氏は僅かに減少した。軽介助が必要な C 氏・D 氏においては、
自力摂取時間に差はなく C 氏はマット使用後、自力摂取量が減少した。D 氏はマット使用後、介助介入時間
13 分から 5 分へと減少し、自力摂取量も 5 割から 7 割へと増加した。
Ⅴ .【考察】
暖色の食欲増進効果については、加齢による視力低下に加え、水晶体の黄変化により、全ての色において黄色
みを帯び、全体的に茶色がかって見えたのではないか。また、対象者の年齢や嗜好による影響が大きく、色の
持つ効果だけでは食欲につながらなかったと考えられるが同じ暖色でも赤や黄色では変化が見られた可能性が
ある。今回は視覚の中の色覚のみに着目したが食欲増進を促すためには、光覚・形態覚も含めた検討が必要で
あった。また、今回は研究実施期間が 1 週間と短期間であったが、長期に継続することにより有効性が高めら
れたのではないだろうか。
Ⅵ .【結論】
暖色のオレンジ色が有効であるという明確な結果は得られなかった。
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食事サービス（1）

介護老人保健施設と療養型病院での食形態の検討
～利用者を重視した食形態を目指して～
1 介護老人保健施設 メディコ平針 リハビリテーション科，2 介護老人保健施設
3 並木病院 リハビリテーション科

メディコ平針

栄養科，

たかやなぎ ひとみ

○高柳 仁美（言語聴覚士）1，石田 友香理 1，植田 祥子 2，小石 将秀 3，池俣 裕一 3，若林 陽 3
【はじめに】
当施設は 100 床を有する介護老人保健施設で、当施設の向かいには同一法人の療養型病院 ( 以下、病院と略す )
があり、入所・退所の連携は年間約 2 割と近隣の諸施設よりも多い状況である。
昨年度途中から病院在籍中の言語聴覚士 1 名が異動し、常勤言語聴覚士 2 名の体制となったが、当施設と病院
では食形態の種類や形状、硬さなどには差異が生じていた。本来の嚥下能力に見合った食形態の選択が難しく
なっていたため、言語聴覚士から改善可能な課題であると発信した。
今回、当施設での食形態を多職種で見直す機会を経験したので以下に報告する。
【目的】
当施設と病院間の食形態統一化を図ることで利用開始時から安全な食事環境の確保ができ、誤嚥予防だけでな
く満足度の向上を目指すことである。
【方法】
形状が不均質で食べにくさなどの訴えがあった極きざみ食を見直し、病院で提供がされているきざみ食をもと
に新しい食形態の試作を行った。その後、言語聴覚士の評価により極きざみ食からきざみ食へ変更した利用者
10 名 (88.3 歳± 17 歳、摂食嚥下能力グレードⅢ -7 ～ 8) の喫食率の変化を平成 29 年 6 月から平成 29 年 11 月
の期間で調査した。
【結果】
極きざみ食からきざみ食に変更した利用者における喫食率に優意差は認められなかったが、平均値ではやや低
下を示した。
今回の検討により、言語聴覚士による摂食嚥下機能評価を行った際に食形態の段階的な変更がすすめやすく
なっただけでなく、当施設と病院間の食形態に関する申し送りが円滑となった。
【考察】
喫食率に優意差が認められなかった要因として、調査対象者が少なかったことや認知症状を伴う利用者の割合
が高かったことなどが影響しているとものと考えられた。
肉や魚類については、食べやすさや調理のしやすさなどの理由から、献立として使用する食材の種類の限定化
や不均質化が課題として挙げられた。
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食事サービス（1）

多職種と連携し「食べたい」を叶える
奈良厚生会病院 看護部
いとう ゆき

○伊藤 由紀（介護福祉士）
【はじめに】本人の「口から食べさせて欲しい」と言う意思を尊重し、多職種と連携して、嚥下訓練やケア支
援を実施し経管栄養から経口摂取への移行を試みたので報告する。
【患者紹介】
Ｙ氏 80 代女性、病名：脳梗塞後遺症【左半身麻痺】認知症
平成 28 年 10 月 25 日長期療養の為介護病棟に転入
要介護度：3
【期間】
平成 29 年 2 月 3 日から 8 月 8 日
【経過】
転入時より ED チューブ挿入、右手ミトン着用中。最初に身体拘束解除目的としてミトンを外してみたが何度
も自己抜去が見られた。本人の食べたいという希望がある為、ST・PT と連携しスタッフ一同で経口摂取への
移行に取り組んだ。
【結果】
今回、経口摂取へと移行するにあたり初めは、経管栄養を行っている方に対して口から食べる事は無理ではな
いかという思い込みもあり不安もあった。しかし、実際に移行することにより患者様の笑顔が増え、また自分
でやろうと意欲的な表情も見られた。食事形態が変化するにつれて表情も柔らかくなり発語も増え言葉もはっ
きりと聞き取りやすくなっていた。多職種との連携が大切であるという事も再認識した。
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食事サービス（1）

より良い食事提供への取り組み
～食べやすい軟菜食を目指して～
市比野記念病院
うえの もえこ

○上野 萌子（管理栄養士）
，金谷 志穂，今別府 るみ子，黒田 篤，鉾之原 大助
【はじめに】当院では、軟菜食としてキザミ食・みじん食・ミキサー食を提供している。その中で、みじん食
については大きさや仕上がり等の基準が曖昧で、調理者の判断で行われており、ばらつきがあった。また、患
者様や食事介助者から、
「みじん食の魚や肉がパサついていて食べにくい」という声を頂いた。そこで、みじ
ん食の改善が図れないか検討したのでここに報告する。
【方法】キザミ食・みじん食の食材の大きさにばらつ
きがあるか、また料理による食材の取り扱いの違いについて検討し、大きさを方眼用紙を用いて測定し写真を
撮影した。次に、パサつきのみられる肉・魚料理、水分の少ない和え物に「むせないとろみ」というとろみ調
整食品を使用し、適量を検討した。最後に、適切な軟菜食について「学会分類 2013」を基に、分かりやすい
表を作成した。【結果】①キザミ食は大きさにばらつきが無く、認識が統一されていたが、みじん食は各自の
判断で行っているので、同じ食材でも大きさのばらつきが見られた。②「むせないとろみ」の適量が分かった。
肉・魚料理は 1 人 1/2 包、和え物は 1/4 包。この分量以上使用すると粘りが強く、料理として違和感があった。
③「学会分類 2013」をもとに作成した当院の軟菜食の位置づけについての資料と「むせないとろみ」の適量
についてまとめた表を用いて調理スタッフと検討し、軟菜食についての認識の統一を図った。
【考察】今回の
取り組みを通して、今まで曖昧だったみじん食についての認識の統一を図れる良い機会となった。 よりよい
軟菜食の提供には、食材の大きさ、軟らかさ、バラつきを調理者、配膳者の両方で注意する必要がある。作成
したマニュアルや掲示物を活用して、患者様にとっておいしく、楽しい食事となるように今後も軟菜食の改善
に栄養士・調理スタッフ一同協力して取り組んでいきたい。
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食事サービス（2）

心あるフードサービスに向けた取り組み
～五感に響く食事と患者様の笑顔の為に～
愛全病院 栄養科
うえさか ゆき

○上坂 有紀（管理栄養士）
，南 明日美，中田 雅江，吉川 歩

≪はじめに≫
病院食は疾患治療の重要な要素の一つであり、患者様の病態・機能に合わせた食事の提供は、病態の改善・早
期離床の促進・入院期間の短縮など治療効果向上に寄与する。しかし、減塩など治療上必要な制限や、嚥下食
など摂食機能に合わせた食事の提供は、食事に対する嗜好性低下のリスクを含み、患者様の摂食量低下に繋が
る可能性が考えられる。そこで、病院食の一般的なイメージから一新した、患者様の満足度の向上を目指し、
多職種共同により行っている愛全会ならではの食事サービスについて報告する。
≪取り組み≫
・多職種共同により、食事に関するレクリエーション活動の充実を図った。
・より多くの意見を取り入れるため、患者様に携わる職員にも食事調査を行った。
・適正原価の見直しと、献立内容の強化を行った。
・厨房作業工程を見直し、ベルトコンベアーの撤去を行った。
≪結果≫
これらの取り組みにより、笑顔が溢れる食事を提供できるようになり、患者様の食事満足度の向上に繋げるこ
とができた。今年度より行った病棟職員へのアンケートでは、患者様の真の声や多くの情報を聞くことができ
た。多職種と共に行った食事のレクリエーションでは、普段は嚥下食を召し上がっている患者様の食事摂取量
向上が見られたとともに、職員間のコミュニケーションにも繋がった。
≪おわりに≫
患者様の声を聞き、愛全会ならではの心あるフードサービスの取り組みを多職種と共に広げていき、パイオ
ニアとして病院食のイメージの改革と向上に努めていきたい。すべての患者様に生きる喜びや活力を食事面か
らも提供できるよう、更なる多職種連携とスキルアップに努めたい。
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食事サービス（2）

難治性てんかん患者に対する糖質制限食導入の報告
鶴川サナトリウム病院 栄養科
あおき あやか

○青木 文香（管理栄養士）
，松永 裕美子，藤澤 靖彦
目的 : 平成 28 年度診療報酬の改定により「てんかん食」が治療食と認められ保険収載されたが、その作用機
序や栄養素の比率などの具体的な内容は未だ明確化されていない。反復する発作により患者は生理的、心理的、
社会的な障害を有する。てんかん食により発作が抑制可能となれば、患者の QOL 向上に繋がると考え当院で
も導入に至った。てんかん食の中には厳しい糖質制限を必要とする栄養療法もあるが、嗜好による QOL も維
持したく、緩やかな制限から開始し効果の検証を行ったので報告する。
方法 : 難治性てんかんを患う 40 代男性に対してんかん食療法を開始。食事内容はミキサー食の主食をとうふ
風味の栄養補助食品に変更、胃瘻より糖質制限経腸栄養製品 800kcal 及び付加水に MCT パウダー 26g を混ぜ
投与した。栄養内容は E:2650kcal、P:119g、F:153g、C:199g。脂質 : 糖質＋たんぱく質重量比は 1:1 で開始し、
尿中ケトン体及びてんかん発作の頻度、生理的変化、喫食状況を観察した。
結果 : てんかん食開始前はほとんど毎日みられていた部分・全般発作が月 5 回になり減少した。またミオクロー
ヌス発作はほぼなくなった。尿中ケトン体は ( − )。発作の影響により摂食が困難な場合を除き喫食状況は良
好であった。
考察 : 今回の栄養内容では頻回に見られていたミオクローヌス発作がほぼなくなり、部分・全般発作も減少し
ている。前後の違いはてんかん食の導入のみであったため、効果を有する可能性があると示唆された。L- カ
ルニチン不足により脂質をエネルギー化できない可能性を危惧し、現在レボカルニチンを少量から投与開始し、
尿中ケトン体及びてんかん発作の頻度を検証している。結果は当日報告する。
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食事サービス（2）

長期療養患者に対するミルクオリゴ糖の便通改善効果
長島中央病院
なかにし さほこ

○中西 佐保子（管理栄養士）
，山川 知里，伊藤 淳子，難波 美幸，和藤 容子，上國料 惠美子
【はじめに】長期療養患者は便秘を発症しやすく、下剤や浣腸の使用による負担が多いことはよく知られてい
る。療養病床 256 床を有する当院でも、便秘と排便処置に関しては予てより問題提起がなされてきた。そこで
今回、食事サービスの一環として便通改善を図る検討を行った。
「ラクチュロース」は、浸透圧性緩下作用と
プレバイオティクス作用が便通に効果を期待される、乳糖由来のミルクオリゴ糖である。これを便秘症患者に
摂取させることで便通改善を試みたので、結果をここに報告する。
【方法】2017 年 10 月 2 日から 4 週間、便秘症を有する患者 31 名 ( 経管食 16 名、経口食 15 名 ) の昼食時飲料水
に、ラクチュロース 50％シロップを 15 ml 添加した。シロップ摂取期間の排便日数 ･ 回数、排便処置回数に
ついて摂取前と比較し、t 検定を行った。また、便性状の変化についてブリストルスケールを用いて観察した。
【結果】摂取期間の週あたりの排便日数と排便回数は、摂取前より有意に増加を認め (P<0.001)、排便処置回数
は減少した (P<0.05)。4 週目では、排便日数が約 50％増、処置回数が約 30％減であった。便性状については、
摂取 1 週で下痢便の度数が増加したが、4 週目には摂取前と同程度となった。硬便は摂取前から僅かではあっ
たが、ほぼ見られなくなった。なお、以上の変化について、経管食患者と経口食患者とでは概ね差が無かった。
【考察】ラクチュロースの摂取により、排便処置が減少して自然な排便に近付いたといえる。飲料水へのシロッ
プ添加は、経管食、経口食を問わず簡便に実施でき、便秘に関わる負担の軽減に繋がると考えられる。社会背
景的にも、高齢者や長期療養者の医療では減薬が求められており、食事での排便コントロールは有益である。
ただし、今回の結果を費用対効果の側面から鑑みると、シロップ使用量を減らしての更なる検討が必要であり、
これを今後の課題とする。
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食事サービス（2）

患者様の必要水分量摂取への取り組み
加治木温泉病院 看護部 3 階南病棟
うめだ かずみ

○梅田 和美（介護職）
，安楽 英敏，中村 美智子，上村 成美，木原 さやか，山下 のぞみ，新本 紀子，
高田 昌実

【はじめに】
回復期リハビリテーション病棟へ入院している患者は 6 ～ 9 単位（120 ～ 180 分）/ 日リハビリを行っており、
活動量が多く療養目的の患者と比べ、水分の喪失量が多いといえる。しかし患者の中には食事中の水分摂取の
みにとどまっている方や、必要水分量の半分ほどしか摂れていない患者もいた。介護職が飲水の重要性や脱水
によるリスクを正しく理解できているか、指導や促しを行えているかを調査し、調査結果をもとに共通認識を
もって患者への指導を行うことで患者の水分摂取行動へ繋がるのではないかと考えた。
【研究方法】
1. 食事摂取表より、研究前後の水分摂取量調査
2. 介護職への水分摂取の重要性の理解と患者様への関わりについての研究前後の
アンケート調査
3. 飲水制限のない経口摂取可能な患者 5 名を対象患者とし、必要水分量
の計算
4. 対象患者へ水分摂取の重要性の理解についての研究前後のアンケート
【結果】
介護職へのアンケートで、飲水の促しが積極的に行えていない事が分かり飲水に関する勉強会を行った。介護
職が患者へ飲水の重要性を口頭と資料で説明することは、水分の重要性を理解し飲水を意識することに繋がっ
た。また、床頭台に必要水分量を貼付したことにより、あまり介護者が促さなくても必要飲水量に達成する患
者もいた。食事全介助の患者には介助者がひとめで分かるように、必要水分量の掲示をすることで飲水量が増
加した。飲水に抵抗がある患者へは水分をゼリーにする事で飲水量の増加があった。
【考察】
患者・スタッフ双方が飲水に対しての共通認識を持ち、周知することで飲水量の増加が見込めることが分かっ
た。また、そのためには形態の工夫や促しの掲示、患者や患者に関わる全ての職種が水分摂取に対して意識す
る事で、飲水量増加には効果的であったと考えられる。
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食事サービス（2）

MCT パウダーを使用した栄養補助食品の作成と体重変化について
多摩川病院
みやざき りな

○宮﨑 利奈（管理栄養士）
背景
療養病棟において、食事全量摂取は難しい患者や低体重、低栄養状態の患者が多くみられる。食思不振の患
者には希望した栄養補助食品をつけることが多いが食事の途中で疲労を感じ全量は食べられない患者もいる。
また、栄養補助食品の種類も限られている。
目的
現在、中鎖脂肪酸の MCT パウダーは料理に混ぜることでエネルギーが増量できると注目されている。緩和
ケア目的の患者にとって経口摂取を苦痛に感じさせないようにしたい、入院生活が長いので食事の時間を楽し
んでもらいたいという思いから、少量で高エネルギーを摂ることができる栄養補助食品（シャーベット 2 種類）
を、MCT パウダーを使用し作成した。
対象
療養病棟入院患者

経口摂取し低体重、または低栄養がみられ糖尿病のない患者

6名

なお、研究期間に経口摂取中止、施設退院、死亡退院した患者は除く。
方法
平成 29 年 9 月～ 11 月

毎日昼食時に手作りのシャーベットを提供。

結果
8 割の患者が全量摂取した。食思不振の患者もシャーベットのみ食べることができる日があった。食思不振
の患者には、食事を残してしまうことに罪悪感をもつ患者もおり、シャーベットだけでも食べられたことに達
成感を得ている様子がみられた。体重変化は 6 名中 2 名が減少したが 4 名は増加した。
考察・結論
MCT パウダーは無味なため、味の違和感なく摂取可能である。エネルギーの高い栄養補助食品の作成だけ
でなく主食や汁物にも付加できるので低体重、低栄養改善に効率良くつながると考えられる。
緩和ケア目的での入院も多く当院での食事が最後の食事になる可能性も高い。食事を楽しいと思ってもらう
ことによって、患者が規則正しく覚醒することにもつながると考えられる。患者に満足感を得てもらうことで
少しでも不安や苦痛を和らげられるよう医療従事者として努力していく必要がある。
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食事サービス（2）

甘くない栄養補助食の改良と開発
博愛記念病院
ふくざき ゆうな

○福崎 友菜（管理栄養士）
，日下 球士，折野 亜衣，森 奈穂子，増田 好恵，後藤 啓人
【はじめに】
当院では食欲不振の方や栄養状態が低下した患者様へ、嗜好に応じた栄養補助食を提供している。栄養補助食
は、主にエネルギー補給を目的とするためソイミルやプリン等甘いものが多い。しかし、実際に患者様へ嗜好
をお聞きする中で、甘くなく高栄養の栄養補助食があるとさらに活用の幅が広がると感じたので、従来の補助
食の改良と新しい補助食の開発を行った。
【方法】
①従来の茶碗蒸しは量のわりに栄養価が低いことが欠点であったので、栄養強化食品を用いてより高栄養なも
のへ改良する。
②甘くない補助食の選択肢を増やすため、新しくピーナッツ豆腐を開発する。
①②を院内スタッフに試食してもらい、アンケートを実施する。また、患者様へ提供し、摂取栄養量の変化を
調べる。
【結果】
①メイプロテイン、MCT パウダー、クリームベース、ゼリー K を付加し、食感や風味を損なわず従来品より
高栄養なものへ改良できた。従来品 40kcal たんぱく質 3.2g 脂質 2.6g →改良後 108kcal たんぱく質 5.8g 脂質 4.2g
（どちらも 100ml あたり）
② 1 個 90ml あたり 120kcal たんぱく質 6.0g 脂質 8.0g と栄養価の高い補助食を開発できた。 アンケート結果：
どちらも味・食感ともに ｢良い・やや良い｣ の回答が過半数を占めたが、ピーナッツ豆腐は珍しいメニューで
あり「やや悪い・悪い」が 1 割を占めた。 患者様の摂取栄養量に大きな変化は見られなかった。
【考察】
甘い栄養補助食が摂取できない方でも、食べやすい形態の栄養補助食での栄養強化が可能となった。ピーナッ
ツ豆腐においては「甘じょっぱい」味により、甘い栄養補助食に頼りがちな患者様の食思向上に繋がった。
今後も患者様の栄養補給を効率良く行えるよう改良・開発に取り組んでいく。
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看護計画

パーキンソン病患者の「食べる」を支援する看護
石巻健育会病院 看護部

2 階病棟

さいとう しょうこ

○齋藤 笑子（看護師）
【はじめに】
嚥下機能低下から経鼻経管栄養を実施していたパーキンソン病患者に対し、経口摂取への取り組みを行った
結果、嚥下機能の向上につながった症例を報告する。
【症例紹介】
76 歳 男性 妻・娘と 3 人暮らし 入院前はゼリー食を経口摂取していた
主病名：肺炎
現病歴：パーキンソン病 Hoehn Yahr 分類 5 度 日常生活機能障害度 3 度
入院時の状態：痰絡み多く、1 ～ 2 時間毎の吸引を要する。会話困難
【経過】
本症例はパーキンソン病の悪化から嚥下機能が低下し肺炎を発症した。経口摂取の継続は困難であり、パー
キンソン病薬の確実投与を目的に入院時より経鼻経管栄養が開始された。本人、家族は経口摂取できることを
望んでいた。そこで KOMI チャート・KT バランスチャートを用いてアセスメントした。咀嚼・嚥下、意思疎
通、知的活動の項目に着目し、残された力を活かしながら、日中の覚醒時間の拡大、口腔体操やポジショニン
グなど看護計画を立案した。入院 1 ヶ月目には ST によるゼリー摂取の介入を開始した。
その結果、生活リズムが整い、常に絡んでいた痰は減少し、ゼリーを毎日 2 個摂取することができるようになっ
た。また、入院時は自発的な発語はほとんどなく聞き取りも困難であったが、
「腹が減った」などの発語が明
瞭に聞かれるようになり、日常的な会話が困難なく成立できることが増えた。
【考察】
ナイチンゲールは、
「あなたがそこにいるとき自分がすることを、あなたがいないときにも行われるよう対処
する方法を知らないならば、その結果はすべてが台無しになったり、まるで逆効果になったりしてしまう」と
述べている。今回、KOMI チャート・KT バランスチャートを用い残された力に着目し介入していくことで本人、
家族の希望である経口摂取実現に向けて取り組むことができた。今後、栄養障害や体力低下が予測される症例
に対して、「食べる」を支え続ける看護は、心身の機能維持及び QOL 向上に繋がっていくと考える。
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看護計画

Let's go home
退院の課題を探るために、在宅移行計画書を作成・活用する
水城病院 内科
みずた ひろし

○水田 洋（看護師）
，友清 弘章，後藤 祐喜

超高齢社会をむかえて、度々の医療制度・診療報酬改定により、入院医療における在宅復帰の推進がなされ続
け、それに伴って療養病床の課題も重くなってきています。
高度急性期病院は退院する患者の 75% 以上を自宅退院か回復期リハや在宅復帰機能を有する病院や施設への
転院を義務付けられています。
従って、これまで「急性期医療を終えたが、自宅での療養困難な患者」を受け入れていた私たち慢性期療養病
床は、これらの回復期リハや在宅復帰機能を有していなければ、高度急性期から患者を受け入れられません。
その為に当病院の医療病棟である 2A 病棟が、平成 26 年から在宅復帰機能加算を取得しました。
算定条件は
①入院基本料 1 を届け出ていること
②在宅に退院した患者が 50％以上であること
③退院患者の在宅生活がひと月以上（医療区分 3 は 14 日以上）継続すること
更に平成 28 年の法改正により、
④ 急性期・一般病院より転院して在宅復帰した患者が年間平均入院患者数の 10％以上であること
新たに算定項目が追加となりました。
（※現 30 年改正にて 15% 以上に追加）
そもそも自宅での療養困難な患者をいかに在宅へ返していくのか・・・？患者自身の気持ちは？受け入れる家
族の思いは？仮にできてもひと月以上も在宅で生活できるのか？
このような厳しい条件のなかで、在宅復帰機能加算病棟として在宅復帰に繋がる退院支援を検討し、実施した
事を発表したいと思います。
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看護計画

閉塞性尿路感染症による高アンモニア血症を発症した患者への看護
印西総合病院 看護部
くめ いおこ

○久米 以央子（看護師）
，柴田 ひとみ，目黒 正啓
はじめに
閉塞性尿路感染症をきたす疾患の鑑別には、高アンモニア血症は重要な原因病態の 1 つである。高アンモニ
ア血症の原因としては、肝障害・薬剤性・消化管出血、痙攣や熱傷などが知られているが、稀にウレアーゼ産
生菌の感染が原因となることがある。
今回の症例は、ウレアーゼ産生菌による閉塞性尿路感染症に起因する高アンモニア血症から意識障害をきた
したと考えられる稀な症例を経験したので報告する。
患者紹介
Ａ氏 79 歳 女性 レビー小体型認知症 パーキンソン病 ＪＣＳ：Ⅲ -300
看護の関わり
・尿道留置カテーテル（以後Ｂａとする）挿入を希望しなかったＡ氏に対し、その思いに
傾聴・共感の姿勢で対応した
・Ｂａ挿入後はＢａを留置しなければいけない理由について指導した
・Ｂａ挿入時は膀胱より低く保ち尿路感染予防に努めた
考察
本症例の意識障害は高アンモニア血症が主たる原因であったと考えられる。一般的には肝機能障害・薬剤の
使用・消化管出血・痙攣や熱傷などが挙げられるが本症例ではどれも示唆する所見はなかった。
稀ではあるが、ＥＳＢＬから起因するプロテウス属細菌が、ウレアーゼ産生菌を生成し尿路に感染し尿中の
尿素がアンモニアに分解される。そして何らかの理由で閉塞性尿路障害をきたした場合、膀胱や腎盂が過伸展
し周囲の静脈叢からアンモニアが吸収され、肝臓を介さずに直接体循環へ移行することで高アンモニア血症に
なったと考えられる。
今回、Ａ氏希望の自力排尿の実現はできなかったが、Ｂａ留置により退院後も高アンモニア血症の再発なく
経過されており、再発予防に繋げられたのではないかと考える。
結論
今回の研究ではＢａ抜去にてＡ氏のＱＯＬを向上させる結果には至らなかったが、高アンモニア血症の再発
予防につとめることができた。
Ｂａ留置している患者へのＢａ留置時の取り扱い方も高アンモニア血症再発の予防の 1 つとなった。
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看護計画

患者の QOL 向上を目指すチーム作り
－チームメンバーを知る大切さ－
定山渓病院 看護部・３Ａ病棟
さの あやこ

○佐野 亜矢子（看護師）
，杉山 優佳，吉野 晶菜，麻生 弘子，鈴木 公子
１. はじめに
チームナーシングとは複数の人間が関わり、
多角的に看護が出来ると言われている。看護は患者の QOL 維持・
向上を目指して、チームとして支えケアしなければならない。
チームメンバーが暗黙知で看護実践を行うことも多い。個々の思いを共有し、患者の QOL 向上に寄与する
必要がある。
２. 目的
チームとして機能する為に、
看護者が患者の QOL に対する思いや、
どのような看護を行いたいかなど共有し、
チームとして協働体制強化を目指す。
３. 研究方法
アクションリサーチを参考に、カンファレンスで、チームメンバー個々の思いを共有し、その状況を観察・
記述した。
４. 結果
1）カンファレンス前に QOL と実施したいケアについて意見聴取した。
「患者の意見を尊重する」
「意欲を
高める」「コミュニケーション、患者主体のケア」などの意見があった。
2）意見聴取をもとにカンファレンスを実施し、個々の看護観をディスカッションした。
各々得意分野があり、良いケアを行っている事を認め合えた。しかし、伝達不十分だという問題が明らかになっ
た。患者の個別性に合わせた日常生活援助を大事にすることが重要と共有した。
５. 考察
1 人の意見に同調する傾向があった。また、患者対応で中座せざるをえない状況があった。暗黙知で個別に
理解していた QOL や、自分が行っているケアを話すことに、最初は戸惑い、意見が出なかった。互いの良い
側面を伝え合い、緊張がほぐれ、看護観を確認し合い、良いケアを行っていると実感できた。
患者カンファレンスだけではなく、チームメンバーを知ることは重要である。経験年数、教育背景の違いなど
あるが、複数の目で見れば気付く事もある。個々の情報を共有し、実践に活かすことが問題解決に繫がり、そ
れが患者の QOL 向上に繋がると示唆された。
６. おわりに
チーム作りにはメンバーを知る事が欠かせず、それが患者の QOL 向上を目指す第一歩となりえる。
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看護計画

早期退院を望む骨折後の高齢者と介護する家族の困惑感
~ 安心・安全な退院支援を目指して ~
愛全病院 看護部
やまだ かおる

○山田 かおる（看護師）
，森 公恵
< はじめに >
骨折後の高齢者が、早期退院を強く望み、不安が生じた家族に対し、退院後の課題を明らかにし、本人家族の
思いに寄り添うことで自宅退院につながった事例をここに報告する。
< 事例紹介 >
A 氏、92 歳、男性。妻と２人暮らし。長男・長女は市内に在住。
診断名：上左坐骨寛骨臼骨折、誤嚥性肺炎、不整脈、前立腺肥大
自宅の階段で転倒し歩行困難のため H 病院に入院。リハビリ目的のため B 病院回復期病棟へ転院したが、1
週間後に尿路感染で抗生剤開始された夜間に意識消失、VT あり医療療養病棟に転棟した。ADL 制限や食事
形態の変更があり苛立ちが募り、自宅退院を強く望んだ。
< 看護実践 >
入院期間：平成２９年４月２８日～８月９日
A 氏の身体状況、リハビリ状況、退院に向けての準備について説明をしたところ、自宅退院への思いは強く、
帰りたいということに変化はなかった。そこで A 氏に家屋調査、試験外泊を行うことを提案したが、拒否さ
れた。もう一度、A 氏と家族が今後の予定について話し合う機会を作り、A 氏も納得され、長女の手伝いの
もと家屋調査、試験外泊が実施された。家屋調査で、自宅の玄関で躓き下肢を擦りむいたことで今後のリハビ
リの必要性も理解でき、試験外泊で妻は「自宅へ退院して様子を見ながら施設入所は考える」という前向きな
言葉も聞かれた。２度目の家屋調査へ出向き、A 氏は地域でどのように暮らしていきたいのか希望を語り、妻
も食事形態や行動制限が守れるのか不安を表出することができた。そこで退院前カンファレンスを実施し、多
職種で調整を行い、無事退院に至った。
< 考察 >
高齢者と家族が具体的なイメージを持って意思表示できるよう、外出・外泊を計画し、予測される問題を明確
化することで、本人の価値観を支えることが退院支援に必要である。高齢者がどんな人生を送りたいのか受け
止め、家族もケアの対象として生活の再構築をしていく事が重要であった。
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栄養ケアマネジメント（1）

療養病棟のサルコペニア高齢者を対象にした
リハビリテーションと栄養の併用による骨格筋量改善効果
北九州古賀病院 リハビリテーション科
すえよし はるき

○末吉 春樹（理学療法士）
，小柳 康裕
【背景】現在，高齢者に低栄養を認めることが多いと言われており，低栄養高齢者の割合は，病院で 38.7％，
リハ施設では 50.5％と言われている．
【目的】飢餓・悪液質・高侵襲のない療養病棟におけるサルコペニアの高齢者に対して，リハビリテーション
と高 BCAA 含有の栄養補助食品の併用が，骨格筋量に及ぼす効果を検証した．
【方法】対象は 65 歳以上のサルコペニア高齢者．主要アウトカムを下腿周囲長に設定．リハビリテーション直
後に栄養補助食品を摂取した群（R/N 群）9 人と，栄養補助食品を摂取しないリハ単独群（R 群）9 名に無作
為に割り付け，栄養介入による骨格筋量 ( 下腿周囲長 ) の変化を検証した．下腿周囲長 27.4 ± 1.8㎝で両群間
のベースライン特性に有意差なし．統計解析は IBM SPSS Statistcs21 を用い，危険率 0.05 を統計学的有意と
した．本研究は，院内の倫理委員会の承認を得て実施した．
【結果】2 元配置分散分析による郡間比較では R/N 群の下腿周囲長に有意な改善を認めた．また 1 元配置分散
分析による R/N 群の群内比較では，ベースラインに対して 3 ヶ月後に有意差を認めた．以上の結果から，療
養病棟の高齢者に対しても，リハビリテーションと栄養の併用により，骨格筋量の改善が可能であると示唆さ
れた．
【結論】RCT 群間比較試験を行った結果，R/N 群の下腿周囲長で有意な改善を認めた．先行研究では，回復期
病棟の高齢者を対象に骨格筋量の改善を認めていたが，療養病棟の高齢者を対象にした報告は少ない。今回の
研究により，療養病棟における高齢者においても，リハビリテーションと栄養の併用が骨格筋量の改善に有効
であることが示唆された．高齢者の日常生活能力の維持向上や，介護予防を目的とするリハビリテーションの
質を高める上で，リハビリテーションと栄養付加を併用することが，骨格筋量を改善し，ひいては健康寿命の
延伸につながると考えられた．
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栄養ケアマネジメント（1）

経管栄養中の離床の効果
緑成会病院 看護部
いとう ゆうじ

○伊藤 裕二（看護師）
，遠藤 萌満，鈴木 路子
[ 目的 ]
離床することによる肺炎予防以外の効果や必要性についてさらに追及したく研究を行った。
[ 対象 ]
H 氏 91 歳女性
H29 年 7 月脳梗塞発症し急性期治療より当院入院。左片麻痺。嚥下機能の低下が著しく
胃瘻造設。意思の表出が少なく発語も少ない患者。誤嚥を予防するため経管離床を開始。
N 氏 85 歳女性
多発性脳梗塞 嚥下障害。H29 年 8 月高熱にて当院受診し肺炎と診断。家族は経口摂取を希望
し、嚥下造影検査や経口訓練施行するが経口摂取難しく胃瘻造設。発熱繰り返しベッド上での生
活となっていた。痰の量も多く、吸引回数も多い。
S 氏 66 歳男性
左視床出血 右上下肢麻痺 慢性心房細動。H29 年 6 月に脳出血発症。家族は経口摂取希望する
が嚥下不良にて誤嚥性肺炎繰り返していたため、経鼻から胃瘻造設となる。吸引回数は多く血圧
の変動もある。
[ 方法 ]
全ての事例に経管栄養時の離床中の反応や吸引回数・覚醒状況・昼夜の状況を 2 か月間データを
収集する。
[ 結果 ]
H 氏 : 意思表示 ( 笑顔・名前や簡単な単語 ) が多くなり、離床を続ける事で吸引回数が少なくなっ
た。
N 氏 : 発熱なく意思表示や笑顔が多くみられるようになった。自身から自発的に発語みられるようになった。
また、周囲に対する興味が出てきた。
S 氏 : 発熱なく問いかけに反応多く見られるようになった。吸引回数減少し肺炎も改善。自宅への退院調整が
可能になった。
[ 考察・結論 ]
元々肺炎を繰り返していたが離床し椅子に座ることで肺炎予防になることや吸引回数が減ることで苦痛が減
る。また、刺激となり発語や自発的な行動につながることがわかった。刺激があることで認知症の悪化予防に
もなる。
当初退院は施設を検討していた患者が、経管離床から自宅退院が視野に入るまでに回復できたことは大きな変
化といえる。最後に、私たち看護師は患者の意思・QOL 向上・家族の精神的安定に関わっており、常に寄り
添い支えていかなければならないと再確認できた。
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栄養ケアマネジメント（1）

回復期リハビリテーション病棟入院患者への高ロイシン含有分岐鎖アミノ酸栄養介入効果
1 花川病院 リハビリテーション部（理学療法士）
，2 花川病院（医師）
なかむら ようへい

○中村 洋平（理学療法士）1，憲 克彦 2
【研究背景】筋力増強運動はタンパク質同化を刺激する重要因子であり、その直後に必須アミノ酸含有の栄養
剤を摂取することで、タンパク合成速度を急激に増加することが知られている。本研究では、筋力増強運動直
後に高分岐鎖アミノ酸 (BCAA) 含有飲料を摂取する事で、通常の病院食のみの患者と比較して、骨格筋量だけ
でなく ADL や認知機能が改善するかを明らかにする。
【対象】回復期リハ病棟入院患者で立位・歩行訓練を実施している者。除外基準：牛乳・大豆アレルギー、腎
機能障害、ゼリーを摂取出来ない者。
【方法】対象患者を以下の２群にランダムに割付けした。介入群 (n=25): 通常の病院食＋高 BCAA 含有飲料 ( リ
ハたいむゼリー ) １本 / 日 ( リハ直後に摂取 )。対照群 (n=26): 通常の病院食のみ。介入期間：２か月継続。共
通運動プロトコル : 最大筋力 60％負荷量で 20 回反復立ち座り実施。
【評価項目 ( 開始時、１か月後、２か月後 )】FIM 運動項目、骨格筋指数 (BIA 法、測定機器：InBody S10)、
認知機能 (HDS-R、FIM 認知項目 )、栄養状態 (CONUT score)、歩行能力 ( ６MD、TUG、歩行速度 )
【データ解析】統計解析には R2.8.1(CRAN) を用い、背景因子に対する群間差比較検定、分割プロットデザイン
による分散分析後に Sheffe の多重比較を行った。
【結果】背景因子に群間差なし。CONUT score および HDS-R において介入群でのみ有意差あり (p<0.05)。そ
れ以外の結果因子に群間差なし。
【考察】骨格筋量や FIM 運動項目に関しては、共通運動プロトコル以外の内容は各担当セラピストに委ねてお
り、運動量や質のばらつきにより栄養介入による独立した影響を与えなかったと考える。また、タンパク質摂
取にて脳内カテコルアミン神経伝達物質の代謝亢進や神経栄養因子の発現亢進が示唆されており、このメカニ
ズムが今回の認知機能改善に寄与したと考える。今後、認知症を類別化し、栄養状態や運動機能と認知機能障
害の関連についてのさらなる検討が必要である。
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栄養ケアマネジメント（1）

回復期リハビリ病棟における栄養とリハビリの効果を考える
城山病院 看護部
さかた まさひろ

○坂田 正広（看護師）
，次田 景子
【はじめに 】
近年の超高齢化社会の中で 90 歳過ぎでも回復期リハビリテーション病棟での対象となる患者がいる。急性期
から転院してくる患者は安静臥床による低活動、不十分な栄養管理による飢餓にて医原性サルコペニアとなる
ことが問題となる。今回当病棟のリハビリを行う患者について、多職種が栄養の視点で関わり機能訓練後、在
宅復帰した経過を報告する。
【方法】当院を退院した患者及び現在入院中の患者の血液データより低栄養患者の状況を知る。その中より歩
行を目標とした患者の栄養とリハビリについて症例の中から考えることにした。
【症例紹介】60 歳 男性 脳梗塞 うっ血性心不全
取り組み：入院時に NST での栄養状態を評価し、低栄養を疑う患者については歯科衛生士や ST による口
腔内状況、食事の摂取状況及び嚥下評価、管理栄養士による食事内容の検討を行い必要時に捕食提供した。ま
た定期的にデーターをとり低栄養状態の改善について評価すると共にリハビリでの機能評価を行った。歩行訓
練や音読の訓練時には息切れによる持久力の低下があり、障害受容、病気の理解が乏しく在宅復帰への意識は
低かった。
【結果】入院患者のスクリーニングで当院の入院患者もやはり低栄養状態の患者がいた。ST よる嚥下機能検査
を行い食事の摂取状況を評価。摂取エネルギーと消費エネルギーのバランス、必要エネルギーを算出し栄養科
にて補正が必要と判断し捕食を追加した。その後、持久力が高まり、息切れ、疲労感などが改善することでリ
ハビリ意欲が高まり、各データも徐々に改善。活動性、運動機能が上がり在宅復帰した。
【まとめ】
今回の事例で看護師が臨床の場で栄養を意識することがサルコペニアを改善しリハビリの効果を上げる為に重
要であることを確認した。再び自宅で自分らしい生活を送るために、食事が生きていく力として退院後の生活
でも重要であることを私たちは理解し退院支援を行う事が大切であると感じた。
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栄養ケアマネジメント（1）

当院回復期病棟におけるサルコペニア患者の割合と生活自立度との関連
世田谷記念病院 リハビリテーション科
いとう しゅん

○伊藤 瞬（理学療法士）
，熊谷 公美，末吉 諒平
【key word】
サルコペニア・高齢者・FIM
【はじめに，目的】
高齢化の進行が著しい日本ではサルコペニアが深刻な問題となりつつあり、平井ら 1) は「サルコペニア該当
患者は、非該当患者と比較して FIM 獲得点数が低値を示す」と報告している。しかしサルコペニアについて
は研究段階であり、不明な点が多いのが現状である。そこで本研究では当院回復期病棟におけるサルコペニア
患者の実態調査及び、生活自立度から見た非サルコペニア患者との比較を行った。
【方法】
2016 年 4 月～ 2017 年 7 月の期間中、当院回復期病棟に入院されていた 112 例を対象とし、入院時と退院時に
おける InBody 測定結果から骨格筋量指標（SMI）を算出。ヨーロッパワーキンググループによるサルコペニ
アのアルゴリズムに則り、
サルコペニア群 ( 以下 A 群 ) 及び非サルコペニア群 ( 以下 B 群 ) の 2 グループに分け、
入院患者に対する A 群の割合調査及び、入退院時における A-B 群間の FIM 得点 ･ 利得の差異について調査を
行った。
【倫理的配慮，説明と同意】
本研究は当院倫理委員会の審査及び承認を得た。
【結果】
1) 対象者 112 名中、入院時 A 群が 80 名 (71.4%)、B 群が 32 名 (28.6%)、退院時 A 群が 76 名 (67.9%)、B 群が 36
名 (32.1%)。
2)A 群と比較し B 群の方が、FIM の得点において入院時・退院時共に高値を示した。
3)2 群間で入院期間における FIM 利得に有意差は見られなかった。
【考察】
入院時と退院時を比較して A 群と B 群の割合に大きな変化は見られなかった。サルコペニアに対して特化し
たアプローチを行っていなかった為、サルコペニアからの脱却には至らなかったと考える。
FIM 利得で有意な差が生じなかったのは、A 群は FIM 点数の伸び代はあるものの改善が乏しい傾向にあり、
B 群は自立度が向上しやすいが伸び幅自体が少ないため、それらの要素が影響したと考える。
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栄養ケアマネジメント（1）

低栄養患者に対し栄養状態の改善を図るとともに運動負荷量をアップすることで ADL の著明な
改善を認めた 1 症例
1 広川病院 栄養管理室，2 広川病院リハビリ室，3 広川病院看護部，4 広川病院内科
いまむら かよ

○今村 佳代（管理栄養士）1，服部 綾子 2，岡村 和代 3，松本 昌人 4，天ヶ瀬 紀昭 4
【はじめに】栄養状態の改善に伴い、運動負荷量をアップし、ADL の改善を認めた症例を経験したので報告
する。
【症例】90 代女性。診断名は脱水症、第 3 腰椎圧迫骨折、心不全、身長 150cm、体重 31.6kg、BMI14.0kg/㎡、
TP5.3g/dl、Alb2.8g/dl、TC125mg/dl、CRP1.17mg/dl、ADL24 点。前院より食思不振持続、輸液管理（TPN）
となり在宅復帰困難のため療養目的で紹介入院となった。推定必要栄養量 1,200kcal（BEE 818kcal、AF1.2、
SF1.2）タンパク質 38.5g（NPC/N170）と設定。腰椎圧迫骨折による腰痛緩和、可動域維持、廃用予防目的に
リハビリ介入となる。
【経過】入院時より飲水可能であったため 3 病日より経口摂取併用。摂取量は 1 割程度。25 病日 NST 介入し
補助食品を開始。29 病日発熱にて CV 抜去、静脈栄養中止、補助食品 3P とした。71 病日食事摂取量は 4 割程
度となったがその後は増加を認めず、見た目からの食欲減退と補助食品過多の可能性を示唆し 79 病日に提供
量を 1/2 量に、補助食品を 1P へ減量した。リハビリはベッドサイドにて心機能に負荷がかからない程度
1.1METs、22kcal より開始し座位保持、起立、トイレ動作、歩行訓練と徐々に運動負荷量をアップした。165
病日頃より体調不良、病棟内感染症発生にて約 2 週間リハビリ中止となるも日常生活動作は継続、栄養状態を
良好に維持出来ていたため身体機能の低下を認めることなく再開出来た。
【結果】食事摂取量は 4 割程度、TP6.7g/dl、Alb3.7g/dl、TC158mg/dl、CRP0.26md/dl と栄養状態改善を認め、
運動負荷量は 3.0METs、63kcal に増加、トイレ動作自立（見守り）
、10m 程度の自立歩行が可能となった。
【考察】静脈栄養患者に対し経口摂取を試み、補助食品併用し必要栄養量の充足を図ることにより栄養状態の
改善に至り ADL の向上に繋がった。本症例より身体機能向上には栄養状態の改善、維持が不可欠であると考
える。
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栄養ケアマネジメント（1）

医療療養病棟における高齢者の栄養管理についての一考察
1 堺温心会病院 看護部，2 堺温心会病院

医師

たなか ようこ

○田中 陽子（看護師）1，山里 久仁恵 1，宮本 一広 2
1. 背景
入院患者の平均年齢が８０歳を超える病棟に於いて在宅復帰を妨げる要因の 1 つとして経口摂取による十分な
栄養確保が困難であることが大きな壁となっている。栄養管理の選択場面で胃ろうを始めとする経管栄養の選
択を拒むケースもマスコミ報道影響下での「延命治療の拒否」としてあり、TPN から離脱できずに在宅への
受け入れが困難なケースも増え、在宅復帰調整に苦渋することも多い。
2. 目的
病棟内における栄養管理の傾向を明確化し、経管栄養に切り替えての在宅復帰調整を増やす指標とする。
3. 対象
H28 年 4 月～ H30 年 3 月までに当医療療養病棟 (40 床 / 療養加算 1) に入院となった患者のうち新たに経口摂
取以外の栄養管理を要した患者。
4. 方法
上記対象者の疾患、経口摂取困難となった要因、栄養摂取の方法、栄養評価、介入と結果、栄養状態評価を集
計し、そこから見えてくる傾向と課題を明らかにする。
5. 結果
入院時病名としては誤嚥性肺炎と、経口摂取低下による脱水症に二分化される。既往歴に脳疾患を伴う機能低
下より加齢に伴う嚥下機能の低下が多く、また認知症に伴う拒食も多くみられる。栄養摂取の方法としては治
療上一時的に TPN となりその後、ST が介入しても経口摂取量が確保できない場合や嚥下評価で経口不可と
判断された場合に、経管栄養を拒絶され TPN の継続しか望まない群と経管栄養に移行できた群に分かれる。
栄養状態の評価としては経管栄養の群においての改善が明らかであった。
6. 考察・結論
栄養摂取の経路として消化管を使うというのは自然の理にかなったことである。今回症例をまとめる上で、
TPN 時には経口リハビリが進まなかったために胃ろうとなったが、経管栄養開始後に活気がでて経口リハビ
リが継続され十分な摂取量が維持でき胃ろうの抜去に至った症例も 2 例あり、経管栄養に切り替えての在宅調
整の促進についての意義を感じる。
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栄養ケアマネジメント（2）

NST における歯科介入の必要性と今後の課題
1 わかくさ竜間リハビリテーション病院 診療部
3 わかくさ竜間リハビリテーション病院 診療部

歯科，2 大阪歯科大学附属病院

口腔リハビリテーション科，

きしま まさこ

○貴島 真佐子（歯科医師）1,2，糸田 昌隆 1,2，錦見 俊雄 3
【目的】
当院では平成１６年１０月より栄養ケアマネジメントにて入院患者の栄養管理を行い，現在も継続して実施し
ている．一方，NST は平成２８年１１月より発足し，歯科医師もチームの一員として参加している．誤嚥性
肺炎や脳血管疾患後遺症の入院患者が多く，口腔環境の整備と口腔機能および嚥下機能の評価や可能な限り経
口摂取アプローチを実施するためにも歯科の介入は重要である．本研究では，NST 介入患者の現状の把握を
調査し，歯科の介入の必要性と今後の課題について検討を行う．
【方法】
対象は，平成２８年１１月から１年間，NST 介入した患者１５６名のうち，歯科介入患者４６名（平均年齢
８１．３歳）とした．調査項目は，主病名，介入期間，リハビリテーション介入の有無，歯科介入内容，栄養
評価，摂食状態について後ろ向き調査を行い，対象者を NST 介入終了時の転帰別（死亡群と６ヶ月間介入お
よび在宅・施設 ENT 群）の 2 群に群別し，NST 介入時と介入終了時において比較・検討を行った．
【結果と考察】
主病名は，誤嚥性肺炎をはじめとした廃用症候群が多く，次いで心疾患が多い傾向であった．歯科介入内容は，
死亡群では約６０％が口腔ケアであるのに対し，６ヶ月間介入および在宅・施設 ENT 群では，義歯作製・調
整をはじめとした歯科治療が５０％であった．摂食状態は，死亡群ではほとんどが非経口摂取であった．SGA
による評価は，介入後、高度栄養障害は減少した．
慢性期病棟における NST 介入において，対象者の選定を今後再検討する必要性があると考えられる．また，
歯科が介入し，口腔環境や口腔機能および嚥下機能の評価を経時的に行い，経口摂取が可能となるような口腔
ケアや歯科治療などの口腔管理を行うことが重要であることがわかった．
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栄養ケアマネジメント（2）

入院時人工的水分・栄養補給状態から経口摂取可能となった症例の検討～当院での多職種連携に
よる取り組み～
1 協立温泉病院

医局，2 協立温泉病院

栄養科，3 協立温泉病院

言語療法科

すみだ あつこ

○住田 厚子（医師）1，和泉 美津子 2，林 知子 3，藤岡 秀樹 1，黄 泰平 1
【はじめに】当院では急性期病院からの転院時に人工的水分・栄養補給法（以下、AHN）を施行されている
患者が多い。原疾患は、脳血管障害や神経難病とともに、高齢者の嚥下障害による誤嚥性肺炎や認知症に伴う
拒食などである。当院では、経口摂取移行に向けて多職種が連携し、退院支援にも取り組んでいる。今回、経
口摂取可能となった症例の検討を行い、今後の課題を考察した。
【対象】2015 年 1 月から現在までに中心静脈
栄養（以下、TPN) から経口摂取に移行できた症例 14 例と、経腸栄養（胃瘻や経鼻経管栄養）から移行でき
た症例 23 例を対象とした。
【結果】TPN14 症例の原疾患は脳血管障害 2 例、神経難病 1 例、老衰・認知症・
その他の疾患による廃用症候群が 11 例であり、経腸栄養 23 例ではそれぞれ 17 例、1 例、5 例であった。その
うち退院できた患者の割合は、TPN 症例の 4 例（28.6％）
、経腸栄養症例の 10 例（43.5％）であった。一部具
体例を交えて報告する。【結語】今回の検討では、TPN 症例では老衰による嚥下障害や認知症症例が多く、受
け入れ先の検討中に誤嚥性肺炎を再発し、入院が延長する傾向がみられた。一方で経腸栄養症例では、経口移
行により自宅や施設への退院が可能となったケースも多かった。現在、経口摂取できない高齢者の受け皿は少
なく、病状が落ち着いても退院できない患者が激増している。特に誤嚥性肺炎後は AHN 施行中にサルコペニ
アが進行し、さらなる摂食機能低下、寝たきり、褥瘡発生の悪循環を起こしやすい。患者自身の食べたい、帰
りたい希望を叶え、医療費を削減し、より充実した社会保障を実現するために、経口摂取への取り組みは慢性
期医療に課せられた大きな課題と考える。医師、看護師がリハビリ療法士、管理栄養士、社会福祉士等のメン
バーと積極的に個々の患者の摂食嚥下改善に取り組み、患者・病院・地域社会の満足を得るため努力を続けた
い。
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栄養ケアマネジメント（2）

栄養指導時における、栄養ケアプロセス (NCP) を用いた評価を活用して
富家千葉病院 栄養科
まつい なるみ

○松井 成美（管理栄養士）
，伊藤 早紀
【はじめに】
当院では、平成 27 年 10 月より栄養指導録で栄養ケアプロセス ( 以下 NCP) を用いた評価を導入した。導入 3
年目となり疾患系統別にどの栄養診断コードが多く見られるのか検証を行ったのでここに報告する。
【目的】
栄養指導介入目的は、患者によって様々であるが疾患系統別で栄養に関する問題はどのように分かれるか規則
性は見られるか検証する。
【方法】
期間：平成 28 年 4 月から平成 30 年 4 月
対象：上記期間内の栄養指導全 85 件 ( 入院：79 件、外来：6 件 )
主疾患を系統別に分け調査を行った。疾患系統は脳血管疾患・糖尿病・人工透析・高血圧・運動器障害・廃用
症候群の 6 分類。栄養診断コードは NI( 摂取量 )、
NC( 臨床栄養 )、
NB( 行動と生活環境 ) が大きな 3 分類である。
そこから分類毎に細分化される。
【結果】
各疾患とも最多該当は NB( 行動と生活環境 ) 該当事例である。脳血管疾患・糖尿病では NB-1.1( 食物・栄養に
関連した知識不足 ) が最多であった ( 各 10 件、4 件 )。人工透析では NB-1.3( 食生活・ライフスタイルの変更へ
の心構え不足 )、NB-1.7( 不適切な食物選択 ) が多かった ( 各 2 件 )。高血圧では NB-1.4( セルフモニタリングの
欠如 ) が最多であった (2 件 )。運動器障害は栄養診断コードに適合なしが多く (7 件 )、廃用症候群は栄養指導
介入患者が 2 名と少なく検証不可。
【考察・まとめ】
当院栄養指導は主に入院患者が多く、栄養量が適切にコントロールされている事もあり、NI( 摂取量 ) 該当は
少なかったのではないかと考えられる。NC( 臨床栄養 ) 該当は身体的問題 ( 体重過多や低体重 ) や栄養関連血
液データの異常が見られた事例である。NB( 行動と生活環境 ) 該当は 56 件を占めていた。この結果から食生
活や生活環境の問題が疾患リスクを高めている事が示唆され、多くの事例で NB 解決にスポットライトを当て
た指導を行ってきた。
NCP は栄養問題評価ツールとして有用と考え今後も栄養指導録・栄養管理計画書に使用し評価精度を上げて
再アセスメントへ繋げたい。
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栄養ケアマネジメント（2）

麦の提供による糖尿病・脂質異常症・便秘の改善と減薬の取り組み
山口平成病院
ふじい ゆきこ

○藤井 由希子（管理栄養士）
，藤本 奈緒美
〔背景〕
麦に含まれる食物繊維には、血糖値上昇抑制・コレステロール値低下・便秘改善といった効果があるとされ
ている。食事でこれらの効果を得ることができれば、投薬を減らすことができると考えた。
〔目的〕
麦ご飯の提供によって糖尿病・脂質異常症・便秘の改善を図り、減薬を目指す。
〔対象〕
糖尿病・脂質異常症・便秘の服薬があるまたは特別食を提供している患者

計 22 名

〔方法〕
FDA は水溶性食物繊維 0.75 ｇ以上含む食品に血清コレステロール値を低下させる作用があるとしている。
昨年当院で行った研究では 1 日 3 回の麦ご飯の提供を行ったが、今回は患者様の負担が少なくなるよう 1 日 1
食の提供で効果を検証した。麦ご飯における麦の割合は通常 20% であるが、効果を高め、かつおいしく食べ
ることができるよう割合を検討し、25% に設定した。
実施期間：平成 29 年 10 月 5 日～平成 30 年 1 月 11 日
実施方法：摂取開始前と 3 ヵ月後の HbA1c、TG、LDL、HDL 値および
糖尿病・脂質異常症・便秘の服薬状況を比較
〔結果〕
・糖尿病：6 名中 5 名 HbA1c に低下がみられた。うち 1 名は服薬中止し、その後も HbA1c は上昇することな
く推移した。
・脂質異常症：投薬を行っていた 4 名中 2 名は服薬中止したが、うち 1 名は服薬中止後に LDL 上昇、1 名は
LDL 上昇・HDL 低下がみられた。残り 2 名は検査値に大きな変化はなく、投薬量も変化はなかった。
・便秘：15 名中 3 名は服薬中止し、その後も定期的な自然排便がみられ、排便コントロールに問題はなかった。
〔考察〕
麦ご飯の提供は、糖尿病と便秘の改善には効果がある可能性が示唆される。脂質異常症に関しては結果に個
人差があり、FDA が推奨する量を 1 食しか満たしていなかったため改善が少なかったと考えられる。食事に
よって薬が減ることで、患者様の身体への負担が少しでも軽減したのではないかと思われる。
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栄養ケアマネジメント（2）

食欲低下・意欲減退のある患者への食事支援－本人の嗜好を取り入れて－
聖ヶ塔病院 看護部
うえの すみこ

○上野 須美子（看護師）
，坂門 幸枝，森木 結奈，後藤 寿美子，仲西 壽美
【はじめに】
食事は、精神・身体・社会的側面の影響を受けやすい生活行動であるため、食べることが人生の楽しみや生き
る意味にもなる一方で、環境の変化や病状の進行、不安などにより、食欲減退し、生命維持の危機につながる
こともある。
本症例は、高齢で活気がなく、ADL は低下、拒食があり、悲観的な発言をし、ケアに対する拒否も増えていた。
このような患者に対する援助として、患者の食べたいものを提供し、自分で手に持って食べることで、食べる
ことに関心を持ってもらえるのではないかと思い実践した結果、食思の向上を図ることができたため、その経
過を報告する。
【研究期間】平成 29 年 3 月 30 日～ 5 月 19 日
【研究方法】カルテより、A 病棟転入時から死亡前までの食事摂取状況、精神状態の変化とスタッフのかかか
わりに関するデータを収集する。
【研究対象】87 歳の女性で主な疾患名は、ラクナ梗塞、うつ病、低栄養状態にあり、認知症がある。
【倫理的配慮】研究対象家族に研究の目的・趣旨・方法の任意性を説明し同意を得た。また A 病院の倫理委員
会の承認を得た。
【結果・考察】
入棟当初は、食事摂取量の変化が大きかった。嚥下には問題がないため、患者の好きな食べることができそう
なものの中から、自分で手に持って食べられそうな芋まんじゅうから開始したところ、とても喜ばれた。この
ことをきっかけに、ようかんやおにぎりなど徐々に食べたいものが増えてきた。また、表情や発語も増え、人
との交流も増えてきた。
手は第 2 の脳ともいわれ、患者が手に持って食べるという行動は脳への刺激にもなる。そのため、自分で食
べるという行動は患者の主体性を促し、さらに精神活動の活性化につながったと考えられる。食欲低下してい
る高齢者には、患者の好きなものを、主体性をもって食べられるような方法で摂取できるようにかかわること
も重要であるということが症例を通して学ぶことができた。
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栄養ケアマネジメント（2）

加糖したゼリーで経口摂取量の向上を目指した取り組み
～食欲低下の高齢患者を対象として～
平成記念病院 リハビリテーション科
なかにし じゅんや

○中西 順哉（言語聴覚士）
，武田 止揚，道簱 諒子，西岡 大毅，藤井 孝，石本 知一，武久 洋三
【はじめに】
当院では食欲低下のため精査目的で入院する方がおり、栄養摂取の方法や食事の経口摂取に難渋している。食
欲低下の原因は多岐にわたるが、その一つに加齢に伴う味蕾細胞の減少による甘味閾値の上昇がある。今回、
加糖したゼリーを提供し経口摂取量、嚥下機能に変化があるかを調べた。
【対象と方法】
平成 29 年 12 月から翌年 2 月に当院入院中で、重度の器質的・機能的嚥下障害がなく、食事は準備しているが
十分な摂取量に至っていない 6 名（女性 6 名、平均年齢 89 歳、FIM 平均 27 点）
。初日に初期評価を実施し、
翌日より 5 日間果汁 100% のゼリー（以下、普通ゼリー）を提供した。次に中間評価を実施し、翌日より 5 日
間加糖したゼリー（以下、加糖ゼリー）を提供し最終評価を実施した。評価項目は認知機能評価（HDS-R）、
食欲評価（JSNAQ）
、嚥下機能評価（ RSST、TLST、FOIS、MASA）
。統計処理は、ゼリーの摂取量の比較
は対応のある 2 標本の差の検定を実施し、各評価項目は対応のある 3 標本の差の検定を実施した。統計処理に
は統計解析ソフト R version2.8 を用い優位水準を 5% 未満とした。尚、本研究は当院倫理規定に則り患者・家
族に説明を行い同意を得た。
【結果】
加糖ゼリーの摂取量は普通ゼリーの摂取量より有意に多かった（t 検定）
。各評価項目の初期、中間、最終評
価で有意な差はなかった（フリードマン検定）
。期間中に食事の経口摂取量が増加した方がいた。
【考察】
嚥下機能に変化はなかったが加糖ゼリーの摂取量が増加したことは、食欲低下の方にとって、甘みの強いも
のが食べやすいことが示唆された。また、加糖したゼリーを提供する方法は食思低下の方の嚥下機能維持や経
口摂取再開のための直接的嚥下訓練として有効であると考えている。今後は甘み以外についても調べ、食欲低
下の方の食欲増加と嚥下機能の維持・向上について考えていきたい。
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栄養ケアマネジメント（2）

酵素を使用したペースト粥ゼリー提供に向けた取り組み
東浦平成病院
はまべ のりこ

○濱部 典子（言語聴覚士）
，中村 純子，花城 茂樹，中野 亜弥，白山 真美，宮尾 知住，北河 宏之
【はじめに】
これまで当院で提供されていたペースト粥は口腔内への付着性が高く、口腔内や咽頭部へ残渣となりやすい状
態であった。また唾液（アミラーゼ）がスプーンを介してペースト粥へ混ざると離水が発生し、粘性が低下し
た状態となり、むせや誤嚥に繋がるリスクがあった。また調理過程においては、フードプロセッサーによる撹
拌時間の長さから作業効率が悪く、機械故障の原因ともなっていた。 今回、従来提供されていたペースト粥
の問題解決に向けて、酵素を使用したペースト粥ゼリーの導入に向けた取り組みを行ったので、ここに報告す
る。
【方法】
粥用酵素 K １を用いたペースト粥ゼリーを試作試食し、
従来のペースト粥と比較。粘性については簡易的なシー
トを用いて測定、摂食嚥下面は食べやすさや安全性について、調理工程面では作業効率について各々検討する。
試食は医師、管理栄養士、言語聴覚士にて実施。作業については調理師、栄養士、管理栄養士にて実施する。
【結果】
従来のペースト粥と比較しペースト粥ゼリーは口腔内の付着性が低く、口腔内から咽頭へ送り込みがスムーズ
であった。唾液による離水もほぼ見られなかった。また味についてもペースト粥ゼリーには適度な甘味が感じ
られ、美味しいとの意見が上がった。調理面では、酵素導入による工程は増えるものの、フードプロセッサー
での撹拌時間短縮による作業時間の短縮が得られた。
【考察・まとめ】
ペースト粥ゼリーは酵素によるでんぷん分解が成されており、でんぷん特有の粘度が低下していたため、口腔
内への付着が低下したと考える。また離水の減少に伴い、摂食嚥下障害を抱える患者にとっては誤嚥等のリス
ク軽減にも繋がると期待する。また調理工程について作業時間短縮により、作業効率の改善に繋がったと考え
られる。
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栄養ケアマネジメント（3）

当院の栄養食事指導の現状と課題
1 北条病院 栄養科，2 北条病院 外科
しげまつ さき

○重松 紗希（管理栄養士）1，髙石 義浩 2
はじめに
平成 28 年度の診療報酬改定では栄養食事指導料の対象が摂食・嚥下機能低下、低栄養、がん患者にも拡大さ
れた。当院ではもとより摂食・嚥下機能低下の患者に対する指導を積極的に実施しており、算定件数の増加が
見込まれたが実際は変化に乏しかった。そこで、当院の実態を調査し算定件数増加のための今後の課題につい
て報告する。
方法
平成 30 年 2 月～ 4 月の当院の入院患者 164 名を対象に、疾患、栄養状態、食事形態、日常生活自立度などを
調査し、算定対象者を把握した。また、指導実施症例について振り返り、指導料の算定に結びつかなかった理
由について調査した。
結果
算定対象となる患者は、疾患名では 79％、低栄養では 33％、嚥下食の提供数から 23％、全体で 145 名（88％）
であった。平成 28 年度以前の規定での対象は 119 名（73％）であった。また、指導の実施が困難となる可能
性の高い日常生活自立度Ⅲ以上の患者は 28％存在した。この期間の入院患者に対して実施された指導件数は
13 件あり、そのうち算定は 7 件であった。指導料の算定に至らなかった理由としては、患者本人の不在や短
時間の実施となったなどがあげられた。特に短時間となった原因は、
退院当日の指導依頼など予定していなかっ
た場合であった。
まとめ
突発的な実施が多く、算定要件を満たさない指導内容となったものが半数存在した。入院時からしっかり評
価を行い、最適なタイミングで介入できるようにしていく必要があると考える。栄養食事指導は原則として本
人を対象に実施しなければならないが、認知症や身体レベルにより患者本人が食事療法の理解・調理方法の習
得が不可能である症例が一定数存在することが示唆された。さらに、患者家族や施設に対する指導の要望も多
くあり、指導料の算定に関わらず、栄養食事指導を必要とする症例に対しては積極的に実施することが望まし
いと考える。
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栄養ケアマネジメント（3）

オーダーメイドで叶える経口摂取維持の取り組み
愛全病院 栄養科
ささき さやか

○佐々木 清楓（管理栄養士）
，中村 由貴子（管理栄養士）
，冨崎 琴美（管理栄養士）

【はじめに】
当院では、病態、嚥下機能、嗜好などを考慮し、患者個人に合った食事を組み合わせ苦痛なく経口から栄養
を摂取できる限定食という形で取り組んでいる。ここにその食事を提供し栄養管理を行った 2 症例を報告する。
【症例】
① 72 歳・女性：脳梗塞後遺症、嚥下障害
中心静脈栄養による管理であったが、嚥下訓練の継続と経口摂取機能回復を追及したいとの意向があり、当院
へ転院。3 食経口摂取可能となり中心静脈栄養からの離脱を目標とし多職種にて評価・介入。
② 80 歳・男性：糖尿病、慢性腎不全
自宅で誤嚥、食欲低下があり急性期病院へ入院したが、その後療養目的で当院へ転院。嘔気や嗜好の強さから
食事拒否も見られた。常食から限定食にする事で、本人と家族の希望である経口摂取を維持する事を目標とし
た。
【結果】
①昼食のみの提供から開始し、徐々に段階を経て食事回数を増加した。その後も全量摂取できる頻度が増加し、
必要栄養量を徐々に確保できている為、輸液の減少に至った。
②嘔気が強くなり、食思不振になったため、限定食の内容を変更し経過を観察した。ドリンク類やゼリーは好
んで摂取でき、それらを組み合わせて経口摂取を維持できた。
【まとめ】
食べる事は生きる事に直結し、五感を通じておいしさを感じられる事は非常に重要であると改めて実感した。
今後も口から食べられる可能性を最大限活かすとともに、患者・家族の意向に寄り添った食事提供を行い、経
口摂取で得られる喜びの時間を患者・家族と多職種で共有していきたい。
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栄養ケアマネジメント（3）

嚥下障害に対する在宅訪問栄養指導介入の２症例
江藤病院
いのうえ なおみ

○井上 奈緒美（管理栄養士）
，日下 至弘，由宇 教浩，武久 洋三
【背景】
地域包括ケアシステムの構築により、在宅生活を送る上で、適切な食支援が重要となっている。その中でも嚥
下障害に対する支援は誤嚥性肺炎や食事摂取量の低下による低栄養を予防するうえで有効だと思われる。
【目的】
平成 29 年 6 月より管理栄養士による在宅訪問栄養食事指導を実施している。今回、嚥下機能の低下した在宅
療養者に対し、訪問栄養食事指導を実施して、在宅生活を継続することを目的に取り組みができた症例を報告
する
【対象】
1：41 歳

女性

左視床出血・高血圧・高次機能障害

要介護 3

介護者は同居の両親

VE にて咽頭蓋谷に

残留あり。
2：88 歳

女性

誤嚥性肺炎

要介護 5

介護者は同居の次女

VE にて喉頭残留あり。

【方法】
1：食事は介護食の市販品を使用。月 3 万円以上かかり経済的負担が大きいため担当ケアマネジャーより嚥下
食の作り方についての指導依頼があり訪問栄養食事指導を開始。食材の選別・調理方法・保存の仕方等の指導
を実施した。
2：誤嚥性肺炎で入院後、軟菜から嚥下食に変更。退院後は本人の好きなものを食べさせてあげたいとの介護
者の希望から訪問栄養食事指導を開始。普段は主に市販の介護食を利用。訪問時はご本人の食べたいものを事
前に確認し、食材を準備してもらい、昼食前に調理指導するという流れで指導を実施した。
【結果】
手作りの嚥下食を提供することにより、月 3 万円以上かかっていた市販品を使用しなくなったため、経済的負
担の軽減や、嗜好に合った食事を提供することにより、普段は食事量が少なく摂取ムラのある在宅療養者が介
入時には全量摂取することができるようになった。
【考察・結論】管理栄養士が自宅に訪問し栄養指導を行うことにより、環境や介護者の調理能力に合わせた嚥
下食を作ることができた。嚥下障害のある在宅療養者の食支援や介護者の負担や不安の軽減には管理栄養士に
よる訪問栄養食事指導は大切であると考える。
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栄養ケアマネジメント（3）

認知症状症状のある患者の栄養改善方法の検討
富家病院 看護科
しん じゅびん

○沈 樹敏（看護師）
< はじめに >
回復期病棟に入院する患者の多くは高齢者であり、基礎疾患に認知症を合併している。認知症による食欲不振、
栄養低下を呈する患者はリハビリテーションを実施することが困難となり、ADL 改善の妨げとなる。今回、
患者の栄養改善を向上させる為、事例を通して研究した事をここに報告する。
< 方法 >
1. 提供量にて必要なカロリーを摂取できているか評価。
2. 出来ていなければ、研究参加に関する同意を得て、本人、家族と面談して調査する ( 食に対する意欲、嗜好、
病前の摂取方法 )。
3. 介入前後の離床時間、血液データ、食事量にて評価。
< 結果 >
1. 介入して２ヶ月後、日中離床時間は 1 時間から 5 時間に増えた。
2. カロリー摂取量も 100cal から 1200cal に増えた。
3. 血液データよりアルブミンが 2.0 から 2.6、カリウムが 2.9 から 3.5 に増えた。
< 考察 >
食事場所を 6 人テーブル ( 全員が自力摂取可能 ) に移動して他の患者が食べている環境の中で、無理に食べさ
せようとせず、食べれるものを提供する方法が栄養改善の結果に結びついた。
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栄養ケアマネジメント（3）

神経筋疾患患者における体重維持増加の為に必要な栄養量の検討
1 札幌西円山病院

診療技術部栄養科，2 札幌西円山病院

診療部

あんどう みなこ

○安藤 未奈子（管理栄養士）1，阿部 沙耶香 1，柴原 知子 1，大久保 由希子 2
【目的】
神経筋疾患は筋固縮や不随意運動によるエネルギー消費量の亢進により体重減少や低栄養に陥りやすい。そ
こで神経筋疾患における体重維持増加の為に必要な栄養量の目標値について検討した。
【対象と方法】
H29 年 1 月から 12 月で神経内科病棟に１ヶ月以上入院した神経筋疾患 28 名（パーキンソン病 18 名とその
他の神経筋疾患 10 名、平均年齢 76.2 歳、FIM 運動項目 54.8 ± 25.0）を対象とした。全対象患者と筋固縮
（MDS-UPDRS2 以上）のある患者で、
それぞれ体重減少群（以下減少群）と体重維持増加群（以下維持増加群）
に分け、REE に乗ずる係数（以下係数）
、摂取エネルギー量、体重 1㎏当りのエネルギー量について比較した。
【結果】
全対象患者の減少群と維持増加群では体重１㎏当りのエネルギー量 31/41kcal（P ＜ 0.05）
、係数 1.4/1.9（P
＜ 0.001）において有意差が見られた。摂取エネルギー量 1524/1775kcal では有意差は見られなかった。筋固
縮がある患者の減少群と維持増加群では係数 1.4/1.9（P ＜ 0.05）と有意差が見られた。体重１㎏当りのエネル
ギー量 31/38kcal 、摂取エネルギー量 1561/1683kcal では有意差は見られなかった。
【考察】
当院の先行研究において神経筋疾患患者（FIM 運動項目 23.2 ± 12.0）の必要係数は 1.7 であった。本研究に
おける神経筋疾患患者（FIM 運動項目 54.8 ± 25.0）が体重を維持増加する為の必要係数は 1.9 であると考えら
れた。また体重１㎏当りのエネルギー量は 40kcal 以上で体重の維持増加を見込めることが示唆された。体重
減少がみられた原因としては必要栄養量を設定する際に筋固縮のエネルギー消費量を加味していなかった為と
考えられる。筋固縮は不随意運動と異なり目に見えにくい為、今後は MDS-UPDRS より筋固縮や不随意運動
を評価し個々人の状態に適した栄養管理に努めたい。
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栄養ケアマネジメント（3）

高齢透析患者における MIS と GNRI の 3 ヶ月評価
1 富家千葉病院 ME 部，2 富家千葉病院

人工透析外科

さいとう かんた

○齋藤 寛太（臨床工学技士）1，小町 敏弘 1，古橋 諭司 1，南出 仁 1，矢野 清崇 2，影原 彰人 2
【背景・目的】
栄養障害は、透析患者の生命予後を不良とするファクターとして重要視されている。また、高齢透析患者は特
に食事摂取量が低下しやすく低栄養状態を招きやすい。
栄養状態のスクリーニングを行う事で、栄養障害への予防や早期介入していくことは生命予後への確かなアプ
ローチとなりうる。今回、高齢透析患者に対して SGA を透析患者用に発展させた評価法 MIS に加えて GNRI
による栄養評価を行い、検討を行った。
【対象・方法】
2018 年１月での当院外来及び入院透析患者、91 名 ( 男 38 名、女 53 名 )。
糖尿病患者は、44 名。平均年齢 77 ± 10 歳、透析歴 8 ± 6 年

平均アルブミン 3.18g/dl。

MIS と GNRI の同時評価を開始し、MIS:15 点以上及び GNRI:82 以下を重度栄養障害と判定し、栄養補助食
品の追加などの食事内容の調整または経静脈栄養補充療法 (IDPN) の検討を行った。
【結果】
重度栄養障害判定者は 13 人。介入の結果、有意差のある改善はみられなかった。8 人は改善せず継続したが
5 人は MIS:14 点以下もしくは GNRI:83 以上となり改善傾向がみられた。
食事の調整によって改善がみられたのは 4 人、IDPN で改善がみられたのは 1 人であった。
【考察・結語】
今回重度栄養障害判定者に対して介入を行った結果、有意差のある改善はみられなかった。しかし、改善傾
向がみられた。また、月を追うごとに重度栄養障害が継続しているが、MIS および GNRI の改善傾向もみら
れた。さらに長期的に介入を行う必要があると考える。
MIS と GNRI を組み合わせてスクリーニングを行うことで、患者全体の栄養評価の把握が可能であり、高齢
透析患者の低栄養状態に対して早期に対応することで、QOL の向上につながるのではないかと考える。
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ターミナルケア（1）

当院で急増する「老衰」に関する研究
～死亡診断書からみた当院における終末期医療の解析～
1 札幌百合の会病院，2 札幌百合の会病院看護部，3 札幌百合の会病院事務部
おおした ちはる

○大下 千晴（看護師）2，瀬川 真知子 2，高橋 雅俊 3，小野寺 次民 1
＜目的＞
厚生労働省によると平成２８年度の日本人の死因別に見た統計では「老衰」は第５位であった。ところで当院
では平成 28 年度以降の死因の第 2 位は「老衰」であり、しかもその数は年々増加している。そのため我々は
過去 10 年間の死因統計を調べ、当院における終末期医療の変遷を解析した。
＜方法＞
平成 20 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日までの 10 年間に当院で発行された死亡診断書から「老衰」を抽
出し、その背景と転帰期間を詳細に分析した。
＜結果＞
１．当院での死因の第 1 位は 10 年連続して「肺炎」であり全体の 38.4 ％を占めていた。
２．平成２６年度より「老衰」が急増し、直近の５年間でみると 19.7％ と死因の第２位となった。
３.「老衰」の死亡時の平均年齢は 90.5 歳、平均転帰期間は 59.9 日であった。
４．「老衰」の転帰期間には栄養方法が大きく関与していた。皮下点滴群の平均は 41.7 日であり、末梢点滴 や
ＩＶＨ群は 150 日、経管栄養群ではさらに長期間のことが多かった。
５．皮下点滴群の終末期での熱発は殆ど認めなかった。
＜考察＞
今回我々は死亡診断書から「老衰」を抽出し、当院における終末期医療の解析を試みた。その結果同じ「老衰」
でも栄養方法により転帰期間と熱発の有無に差があることが明らかになった。つまり当初より皮下点滴を開始
した症例では転帰期間は短いが「熱発を伴わない自然死」であり、全体の８５％を占めていた。一方 IVH や
経管栄養では終末期に細菌感染を伴う症例が多いにも拘わらず、近年は「老衰」の記載が徐々に増えているこ
ともわかった。
そのため今後の終末期医療は「老衰」が主流になり、なかでも「熱発を伴わない自然死」が推奨される可能性
が示唆された。
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ターミナルケア（1）

終末期にある患者の思いに寄り添ったケアの実現に向けて
～介護士の協働する力の源～
1 南八王子病院，2 東京大学大学院医学系研究科

健康科学・看護学専攻

さかもと よしこ

○坂本 良子（介護福祉士）1，田口 美里 1，梅澤 なぎさ 1，田嶋 ひろみ 1，池田 真弓 1，野上 美華子 1，齋藤 弓子 2，
山本 則子 2
【はじめに】
当院は 76 床の医療療養病院である。終末期の患者も入院しており、介護士は患者の思いに寄り添ったケア
を実現するために日々奮闘している。今回、終末期の患者のケアを振り返り、その実現のための具体的な方策
について学びを得たので報告する。
【方法】
ケア実践内容を経過に沿って整理し、
「介護士はなぜこのケアを提供したのか」
「このケアは対象にとってど
のような意味をもっていたと考えられるか」等を事例検討会で検討した。
【事例紹介】
A 氏、80 代、男性。肺腺がん末期のため療養目的で当院へ入院される。入院当初は歩行ができていたが徐々
に ADL は低下した。疼痛等の症状も出現し、病状が進行し永眠される。
【介護の展開】
前期：A 氏は入院後すぐに介護士の名前を覚えて、いつも笑顔で話をしてくれた。介護士は、業務の “ ちょっ
とした合間 ” に A 氏の所へ行き一緒にケア方法を考え実践するようにした。中期：疼痛が増強し眠れない A
氏をそばで見守り、複数の介護士が協力してオイルマッサージや体位変換を行う等、少しでも苦痛が緩和され
るよう関わりを持った。介護士は、ケア後の A 氏の穏やかな表情を見て「できる限りのことをしてあげたい」
と思った。後期：食事が摂れなくなった A 氏に食べたいものを食べてもらうため、車椅子でコンビニへ買い
物に行った。A 氏は「ありがとう」と笑顔で何度も言い、介護士は A 氏の笑顔を見ることができてとても嬉
しくやりがいを感じることができた。
【まとめ】
今回、事例検討会でケア実践を振り返り “ 患者の思いに寄り添ったケアの実現 ” には、『介護士同士の協働』
が重要であることを学んだ。さらに、『患者からの感謝の言葉と笑顔を見ることが介護士の協働する力の源』
であることを再認識した。介護士同士が協働するためには “ ちょっとの時間 ” を作り患者の所へ行くこと、患者・
家族の話を聞き、他の介護士とも話して情報を共有することが重要である。
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ターミナルケア（1）

終末期ケアに対する看護師の認識の明確化について
ー a 病棟でのグループディスカッションによる検討ー
関東病院
おぬま あきひろ

○小沼 明広（看護師）
Ⅰ．はじめに
日本は超高齢多死社会に直面し、看取りは重要な課題であると言える。療養型病床を中心とする当院の入院
患者の９割は DNAR である。そこで本研究では、グループディスカッションを通し、終末期ケアについて看
護要員が持つ思いを明らかにした。
Ⅱ . 研究目的
終末期医療における看取りで大切に思う看護の認識を明らかにする。
Ⅲ . 研究方法
1．a 病棟に勤務する看護要員 28 名のうち、二回の討論会参加者 15 名を対象とし、フォーカスグループイン
タビュー形式で平成 29 年 5 月、10 月に討論会を実施した。討論会での発表内容をコード化し、類似性により
カテゴリー化した。
Ⅳ . 考察
【患者・家族の QOL】が大切だと感じる背景には一人一人の看護観の形成が大切であるとの意見があった。
これは日々のカンファレンスで患者・家族の現状の受け入れや、思いや不安などを看護師間で共有しチームと
して看護ケアを提供するにあたり重要な因子である。< 看取り間際の時間調整＞として、家族が臨終に間に合
うよう連絡するタイミングに難渋していることがわかる。
【家族と医療者の合意形成プロセス】では、患者に代わり意思決定する家族が＜治療の選択＞ができるようイ
ンフォームドコンセントが重要だと感じている背景には、家族と、医療者の治療に対する認識のズレが生じる
場面があるためと考えられる。そのズレは家族と看護師の会話の中で発見され、看護師はジレンマを感じるこ
とから、説明と同意が重要と感じる一要因に結びついたと考察する。そして家族の思いを理解し、良好なコミュ
ニケーションを取ることで信頼関係が構築され、充実した終末期ケアの実践に結びつくと考える。このことか
ら＜家族ケア＞が大切だと感じているのではないか。
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ターミナルケア（1）

カトリック病院である当院での過去 5 年間の癌患者の緩和ケアの実態
ベトレヘムの園病院 看護科
くぼた ゆか

○窪田 由佳（看護師）
，遠藤 かほる，保田 しのぶ

【はじめに】当院は現在慢性期機能の病床を選択し、
「尊厳を大切にした看取り」に力を入れ地域に根差した病
院作りを模索している。今回は当院の癌患者の症例をまとめ、緩和ケアの実態を調査したので報告する。
【目的】H25 年度から H29 年年度の 5 年で退院した癌患者の症例を調査し緩和ケアの課題を明らかにする
【方法】１、5 年間の当院での癌患者の調査 ①症例数②発症部位③入院期間④入院まで経過⑥麻薬等使用薬剤２、
事例紹介 2 例 ③アンケート調査
【結果】①癌患者の死亡は全体の 8％② 34 名中発症部位は 18 か所③平均在院日数 61 日④信者、同施設と一般
病院からの入院が半数ずつ⑤癌患者の 59 日％が麻薬を使用
【事例紹介】A 氏 80 台 下部胆管癌 ADL 食事以外全介助 入院期間 22 日 家族 妻 長女 長男 信者＜入院までの
経過＞根治治療望まず自宅にと考えていたが、本人が「家族に迷惑をかけたくない。せめてカトリックの病院
で」の SOS あり入院＜本人の希望＞疼痛なくミサに出席したい＜実施したケア＞①症状コントロール◆内服、
貼付のオピオイド、ペンタジン使用②精神的なケア◆秋津教会の主日のミサに送り出す③ ADL 援助◆食事内
容の配慮、清潔保持④家族ケア◆ミサに与らせたいという希望に沿う。
【課題】当院での最期を自分の意思で選択してくれる信者さんにとって教会が近い、ミサに与れる、シスター、
神父様の存在など外部環境は双方の緩和ケアにとって大変恵まれており、症例以外にも「ホスピスでなくカト
リックの病院に入りたい」
「ここが最期を迎える場所」など聞かれた。今後は内部環境である提供できる緩和
医療、ケアの質の向上の機会と、病院の理念である「尊厳を大切にする」緩和ケアを実践していく自覚の 3 つ
が必要である。
【終わりに】緩和ケアの原点の２つである①患者さん自身が大切にされていると感じる事②日々のケアを丁寧
に行う事。を大切にし療養病院で実践できる緩和ケアの質の向上を目指したい。
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ターミナルケア（1）

ターミナルケアにおけるマネジメントについて
富家居宅介護支援センター
さかもと よしたか

○坂本 義孝（介護支援専門員）
【はじめに】
今回平成 30 年度の医療、介護の改定において、在宅医療及びターミナルケアについて報酬改定、算定条件、
新たな加算が新設等、
自宅や施設での看取りを推奨していく形が見えてきました。加えて 2025 年問題である「看
取り難民」を今後対処するべきなのか、今回 4 つの事例から検証し、ターミナルケアにおけるマネジメントを
考察してみました。
【各ケースについて】
４ケースの内、３ケースは自宅で看取り、１ケースは病院で看取りを行った。また訪問診療については、３ケー
ス自宅で看取りを行った方すべての方に行っておりました。各ケースから見えてくるターミナルの時期、ター
ミナルの判断、ケアマネージャーとしての対応が４ケース共に共通している部分が多くある事が分かりました。
【考察】
ターミナルケアにおいて、医療との連携は非常に重要である事、自宅で看取りを迎えるにしても、病院であっ
ても医療との連携を密に行うことで、いかなる状況下に置かれても対応ができることが改めて確認が出来まし
た。ケアマネジメントにおいても、何か特別な事をしているわけでなく、利用者の状況を予測しつつ、それに
対するサービスの導入、各事業所と情報交換、連携を行うことを迅速に対応していたと思われます。今回のター
ミナルケアの事例を通じて、何か特別なマネジメントをする事はなく、予測と対応を正確に且つ迅速に行うこ
とが求められている事が分かりました。

第 26 回日本慢性期医療学会 in 鹿児島

9-4-6

ターミナルケア（1）

生活歴を重視したハッピーエンドオブライフ（ターミナル）への作業療法士としての関わり
内田病院
まえはら ゆか

○前原 優香（作業療法士）
，安原 千亜希，木村 あゆみ，田中 志子
【はじめに】終末期を迎えた入院患者について、家族と共に本人の Quality of Life 向上に取り組んだ事例につ
いて報告する。
【症例紹介】
A 氏、90 歳代女性、アルツハイマー型認知症。当法人のグループホームにて生活中に大腸がんによる閉塞性
イレウスと診断。対症療法にて経過観察していたが、食事摂取困難となり他院で処置後、当院障害者病棟に入
院となった。昔、学校で書道を教えていた経験あり。
【症例の推移】
入院 1 週目：入院時の ADL はほぼ寝たきりで、
食事はゼリーと水分のみ。リハビリや食事に対して拒否的であっ
たため、入院中の様子について家族と綿密に情報共有し、本人が受け入れやすいアプローチを相談。
2 週目：徐々に離床に意欲的となり、水分やゼリーの摂取量が増加。ご家族様と院内の活動を見学に行けるよ
うになる。3 ～ 4 週目：個別リハビリとして本人が得意としていた書道を実施。筆を見ると満面の笑みを浮かべ、
姿勢を正され何枚も書かれる。さらに、ご家族と一緒に院内の書道教室に参加。ご家族より「こんな元気にな
るなんて信じられません」と。栄養摂取状況は横ばい。5 ～ 6 週目：屋外散歩実施。花に手を伸ばす等楽しま
れたものの、点滴困難にてわずかな経口摂取のみとなる。7 ～ 8 週目：徐々に意識レベル低下。誕生日を迎え
お祝いをすると笑顔あり。翌日から覚醒不良となり、入院 45 日後に他界。
【考察】
機能維持を目的とした訓練だけでなく、本人の生活歴を踏まえた楽しみを実現できるような介入を行ったこと
で、衰弱していく中であっても本人の意欲や笑顔を引き出すことができたと考える。また、ご家族からは「最
期にいい思い出を残すことができた」との言葉をいただいた。
ハッピーエンドオブライフの患者様に対しては、本人の楽しみや意欲を高めるようなアプローチを家族と共に
行うことが、本人、家族にとっても貴重な時間になり得ると考える。
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ターミナルケア（2）

介護療養病床における終末期ケアの現状
～スタッフに意識調査を実施してわかったこと～
初富保健病院 ロイヤル４階病棟
さとう たかえ

○佐藤 孝枝（看護師）
，大友 きよみ，西村 明美，広瀬 みゆき
【はじめに】当院は千葉県の北西部に位置し、640 床を有する療養型病院である。介護療養病床である当病棟
に入院されている患者の多くはここで終末期を迎える。多い時には２週間に４名の方が亡くなり、一人の死を
悼む間もなく次の患者を看取らなければならなかった。当病棟は看護職員と介護職員のチームでケアにあたっ
ているが、ある患者のデスカンファレンスを行なったところ、それぞれの役割の中での後悔の気持ちや精神的
ダメージなど様々な意見が聞かれた。はたしてスタッフはどのような気持ちや経験の中で、終末期ケアを展開
しているのだろうか。そこで意識調査を行うことによって、当病棟の終末期ケアの現状が明らかになったので
報告する。
【研究方法】研究対象：病棟スタッフ 18 名。期間：Ｈ 29 年 7 月～ 10 月末日 (1) アンケートによる記述調査を
実施 (2) 終末期ケアの勉強会をした後、グループディスカッションを実施 (3) 必要に応じて個別な聴き取り調査
を実施し回答を抽出。研究メンバーにより、回答を分類し考察した。
【倫理的配慮】病棟スタッフの同意を得た。
【結果及び考察】回答より以下の３点の気づきを得た。①看護職員は全人的に患者の状況把握をし、患者・家族、
多職種間との連携には常に責任とストレスを感じている。介護職員に患者情報を伝えているつもりであったが
情報の共有が出来ていない現状があった。②介護職員は清潔ケアに関しては皆、積極的に関わり良い自己評価
をしている。しかし、それ以外のニードについての視点が乏しく関わりが少なかった。③勉強会を通して終末
期ケアにおける各職種の役割を再認識することが出来た。よって継続的な勉強会は必要である。今回きっかけ
となったデスカンファレンスも、特に介護職員には終末期ケアについてイメージがつきやすく分かり易いこと
も明らかとなった。
【まとめ】これらの課題を解決し多職種と協働しながら、より良い終末期ケアを展開していきたいと考える。
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ターミナルケア（2）

当院における Advance Care Planning の意識調査と課題
1 小林記念病院 リハビリ部，2 小林記念病院 診療部，3 小林記念病院 看護部
たなか ちはる

○田中 千晴（理学療法士）1，藤井 恭子 2，北村 美樹 3，成田 嘉乙 1，小田 高司 2
【はじめに】
終末期においては約 70% の患者で意思決定が不可能とされている *．このため，今後の治療・療養について
患者・家族と医療従事者があらかじめ話し合う自発的なプロセスである Advance Care Planning( 以下 ACP)
が重要となる．また，厚生労働省の「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライ
ン（2018）」も ACP の取り組みの重要性が強調され改訂されている．
ACP を浸透させるにあたり，ACP の研修を実施した際に調査した意識調査の結果と意識調査から見えてき
た当院の課題を報告する．
【対象】
当院の地域包括ケア病棟，医療療養病棟，透析室，訪問看護に従事する者 49 名．
【方法】
緩和医療認定医による ACP の概要や必要性，保険診療について研修を実施．研修前後に参加者にアンケー
トを行った．
【結果】
「ACP を知っている」と答えた割合は 22.4% と非常に低く，
ACP の認識がされていない現状であった．また，
知っていても「ACP の取り組みをしたことがある」と答えた割合は 10.4% に留まった．一方で，ACP は患者・
家族のケアに活かせるので「非常に必要」と答えた割合は 77.6% と高く，
「今後 ACP を取り組みたい」と答
えた割合は 100% であった．
【考察】
ACP の認知度の低さから，当院ではさらなるスタッフへの情報発信が必要と考えられた．また，ACP を知っ
ているにもかかわらず，実際に取り組みをしたことがあるものは 10.4% に留まった．これは，患者・家族と話
し合うタイミングを見極めることの困難さや各自のスキルの問題があり，医療従事者の “ACP を実施すること
のためらい ” を取り除くシステム作りが必要と考えられる．
入院早期から，患者・家族の人生観や死生観を考慮した人生の最終段階のケアを実施するため，ACP を当
院で導入し，継続した職員教育やシステム作りを実施していきたい．
＊ Silveira MJ NEJM 2011
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ターミナルケア（2）

末期胃癌患者への終末期の看護
～「食べたい」という要求に対することで学んだこと～
1 東名裾野病院 看護科，2 東名裾野病院

医師

かめたに しずか

○亀谷 静華（看護師）1，柳澤 雅子 1，内木場 拓史 2，木本 紀代子 2
1. はじめに
癌患者数の増加に伴い、慢性期医療での受け入れ増加は当然の傾向である。癌とそれに付随する合併症や、
本人・家族の死生観などから治療を積極的に進めない事例も多く、終末期をどのように過ごして頂くかは、私
達にとって大きな問題である。今回、末期胃癌を患い、出血による重度貧血が懸念され、禁食となった患者に
対して経口摂取の再開を進めることで、生活の質の改善につなげることができた症例を報告する。
2. 事例
89 歳 男性 主病名：幽門部進行胃癌、転移性肝癌
一人暮らしで、妻は施設に入所中、キーパーソンは実の妹で受け入れ困難、独居は不可能な ADL であること
から、療養目的で当院へ転院の運びとなる。
3. 経過及び結果
患者は前院では点滴のみの栄養補給を行っており、当院でも同様に実施していた。しかし、入院時より「ご
飯が食べたい」という発言が多く、不穏状態が続いていた。そこで、家族に食事による病状悪化のリスクがあ
ることを説明し、同意を得たうえで、入院 10 日目より経口摂取を開始した。経口摂取を開始することで食欲
が満たされ、離床回数が増えたことから、入院時より続いていた不穏が治まり、抑制の解除ができた。
4. 考察
患者は半月前まで自宅にて自立した生活を送っていたが、突然食事を禁止され、ベットから自由に動くこと
も制限されたことから、大きな喪失感と自由に過ごせない苦痛があったことが推測される。患者の「食べたい」
に対して食事を提供するという対応をし、食欲への充足を図ることができたが、食べるための環境を整える一
連の流れが、結果的に自宅では必ず行っていた『食行動』の再獲得につながり、生活の質の改善につながった
と考察する。

第 26 回日本慢性期医療学会 in 鹿児島

9-5-4

ターミナルケア（2）

患者家族の思いに添った看取りケアを目指して
長田病院 看護部
いとう ゆみ

○伊藤 由美（介護福祉士）
，椛島 やよい，藤木 翔子，江崎 千代，中島 露子，與田 直子
【はじめに】
当医療型療養病棟では看取りケアを行う機会が多い。その中でスタッフは、看取り期に対する知識不足のた
めに、ケアに対する意見の統一が出来ず、患者や家族のケアに対しあと一歩踏み込めずにいた。そのため、ター
ミナル期に関するスタッフの意識調査を行った。その結果、患者や家族の思いとスタッフの思いが一致してい
ないこと、ターミナル期における患者の身体的・精神的変化とケアに関する知識不足、スタッフ間の情報共有
が不足していることがわかった。これらの問題を解決するための取り組みについて報告する。
【目的】
看取りケアに対する知識の向上を図る。
【方法】
１．対象者：医療型療養病棟

看護師 14 名 ライフケアワーカー 13 名 対象患者 15 名

２．期間：平成 30 年 1 月～ 3 月
３．方法：
１）ターミナルケアについての学習会実施
２）カンファレンス方法の見直し
３）ＱＯＬを重視したターミナルカンファレンスの実施
４）死亡退院患者に対するケアの振り返りアンケートを学習会前後に実施
【結果】
看取り期における観察ポイント、起こりうる症状の予測、症状へのケア、ケアプランの理解についてのスタッ
フアンケートでは、学習会後すべてに改善がみられた。カンファレンスにおいては、ＱＯＬの視点で収集した
情報を書き留めて参加し、多職種で活発な意見交換を行い、個別性のあるケアプランに繋げられるようになっ
た。
【考察】
知識を習得したことで、身体的・精神的変化に気づけるようになり、患者・家族の思いを意図的に情報収集
することができるようになった。またカンファレンスでは、ＱＯＬの視点を重視したカンファレンスに変更し
たことで、個別性のあるケアプランが立案できるようになったと考える。知識の習得とカンファレンスの実施
は、「患者や家族の思いとスタッフの思いが一致していない」ことを解消し、患者・家族の思いに添った看取
りケアに繋がっている。
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ターミナルケア（2）

「 のんちゃん、僕のはなしをきいてもらえる？ 」
～終末期がん患者さんとのコミュニケーションの構築～
1 山元記念病院 看護部，2 診療部
たていし のぞみ

○立石 のぞみ（看護師）1，馬場 ゆかり 1，多久島 圭子 1，山田 正弘 1，山元 謙太郎 2，佐々木 隆光 2，
山元 博 2
（ はじめに ）
がんは生命を脅かす疾患であり、患者は不安や恐怖とともに生きている。
今回、膵がんの終末期患者を受け持ち、最期までその人らしく過ごしてもらうために必要な看護とは何かを
考えた。
（ 研究目的 ）
終末期医療を担う看護師に求められる技術の再認識を目的とした。
（ 方法 ）
病室にて毎日 30 分程度傾聴する時間を設けた。コミュニケーションを図る一つの手段として米国国立がん
研究所 NURSE スキルを参考にした。
（ 結果 ）
入院当初、患者は環境の変化により、心を開くことができずにいた。腹水貯留による苦痛がつよく、看護師
の言葉かけに返答されるのみであった。腹水穿刺中は訪室回数を増やしたことで、笑顔が見られ表情にも変化
があらわれはじめた。
「きてくれたら安心する、また来てね。
」と涙を流される日もあった。
約 1 ヶ月には「のんちゃん、僕のはなしをきいてもらえる？」と患者自身の悩みや治療の相談をしてくれる
ようになった。
（ 考察 ）
患者は長年独居生活を送ってきた身寄りのない患者であった。友人がキーパーソンとなり患者を支えていた
ものの、友人へは迷惑をかけることができないという思いが強く、孤独感もつよかった。米国国立がん研究所
NURSE スキルでは NURSE の N は Naming（命名）
、U は Undersutanding（理解）
、R は Respecting（承認）、
S は Supporting（支持）
、E は Exploring（探索）を表しており患者の感情表出を促進させるスキルであると
言われている。毎日訪室し、慣れない環境に踏み入れた患者の言葉に耳を傾け、患者が望む最期を迎えるため
にできることを一緒に考え、声かけ続けたことで、心を開いてくれるようになったと考える。
（ おわりに ）
卒後、１年目の自分にとって、終末期患者への接し方や対応は非常に難しいものがあり、戸惑うことも多かっ
た。患者より学んだ事を今後も看護の現場で実践へとつなげていきたい。
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ターミナルケア（2）

「最後まで食べたい」と望む患者・家族へのチームアプローチによるケア ～終末期ケアで大切な
こと～
定山渓病院 看護部・5A 病棟
ほんだ かをる

○本田 かをる（准看護師）
，阿部 恵理子，小池 ひとみ
1．はじめに
終末期看護とは、患者に寄り添い、一人の人間として支えることが重要である。
Ａ氏は、多系統萎縮症で長期療養中終末期を迎えた。摂食・嚥下機能低下、経口摂取困難となり、胃婁造設
が検討された。患者・家族ともに経口摂取に対する強い思いがあり胃瘻造設を望まなかった。患者の「食べた
い」と家族の「食べさせてあげたい」思いを実現するために、医療チームで関わった事例について報告する。
2. 目的
患者・家族は「最期まで食べる」ことに意味を持つ A 氏のケアを振り返り、思いを実現したケアの実際を明
らかにする。
3. 方法
A 氏の経過を記録から抽出した。記録の閲覧・公開は個人情報保護を遵守した。倫理審査委員会の承認を得て
実施（承認番号２）
４．結果
本人・家族ともに、身体機能低下を受容するまでに時間を要した。
「まだ、食べられる・食べさせてあげたい」
と葛藤を繰り返しながら状態を受け入れていった。看護者は、最期まで安全に食べられるように、食事形態の
工夫や、食事介助の仕方の工夫を行い、向き合い寄り添うことで、信頼関係を築くことができた。
５．考察
終末期の食事は、野原が、
「一日でも長く経口摂取を継続できたり、最期に一口だけでも摂取できたりする場
合もある。最期まで食べられることは、患者・家族にとって大きな意味をもつ」と述べている。私達が行った
ケアは、安全に最期まで食べさせてあげる希望を叶える一助となった。残存機能をアセスメントし、安全に食
事援助をする。それは「最期までその人らしく」時間を過ごしていただくためにも重要である。本人・家族の
希望を受け止め、ケアの方向性を多職種と共に検討していくことは必要不可欠である。そのためにも患者・家
族を含めたチーム全体で信頼関係を築くことが何よりも大切である。
６. まとめ
本人・家族の意思や心境を傾聴・寄り添うことは、信頼関係を築き、その人らしく最後まで生きる支援につな
がった。
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ナラティブアプローチ

ナラティブアプローチで患者を笑顔に
－患者の生活史をコミュニケーションに活かした取り組み－
協立温泉病院
いまむら ゆみ

○今村 由美（介護福祉士）
，奥野 知穂，立石 かおり，池田 輝美
【はじめに】
療養病院である A 病院では、対話を臨床実践に生かすことは医療の重要な責務と考え、病院理念にも「希望
に沿い満足と納得の医療に努めます」と掲げている。B 病棟は 54 床の療養病棟である。平均年齢は 83.4 歳で
全介助対象者が 60％に及ぶため、病棟職員は対象者とのコミュニケーションも少なく、淡々と業務を進める
傾向があった。反面、職員の声かけや対応により患者から発語や笑顔を受けた時、仕事へのモチベーションが
向上する体験もある。院内活動方針の 1 つに NBM（narrative-based medicine）が推奨され、
「情報シート（以
後、シートと略す）」を作成し活用が期待された。生活史を表すシートを活用し、
趣味や仕事や故郷など患者個々
の情報を常に意識して対応することで、無反応、無表情であった患者からの反応を得ることが出来、職員自身
が喜びと感動を味わう事が出来ると確信し、シートの活用に取り組んだ。
【倫理的配慮】
院内倫理委員会の承認を得て実施
【研究方法】
期間、平成 28 年 10 月～平成 29 年 7 月。対象は A 病棟職員 27 名（看護 17 名、補助者 10 名）
。NBM の重要
性の学習会、研究前後のシート利用状況及び感想について調査した。
【結果、考察】
シート活用は学習会及び実践でのふりかえり効果から明らかに増した。活用が増した要因は、学習会による
NBM に対する共通認識である。患者理解は職員個々の責務と受け止めたこと。また、シートは電子カルテ内
で全職員は容易に確認できない状況であったが、シートを印刷し、毎朝、朝礼で伝達し、情報を元に患者と接
する機会が増すなど行動変容へと進展できた。コミュニケーションが成立、開眼、追視、まばたき、頷きや発
声、さらには発語があったなど、得た体験はカンファレンスで報告し、新たな情報を生んだ。スタッフの体験
談から、仕事へのモチベーション向上に影響できると確認した。患者の情報収集とその活用は、患者と取り巻
く人々のやりがいにも効果があった。
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ナラティブアプローチ

病期に合わせた介入によって障害受容を促せた多系統萎縮症の一症例
～作業療法士としての終末期の関わり～
札幌西円山病院 リハビリテーション部

作業療法士科

とうや ともよ

○東谷 朋代（作業療法士）
，冨居 泰臣，石川 朝子
【はじめに】
多系統萎縮症（以下 MSA）は神経難病の中でも比較的症状の進行が早い．その早さ故に障害受容に難渋する
ことも少なくない．今回，病期と本人の思いに合わせて代替手段を導入し，障害受容を促せたケースを経験し
たので若干の考察を交えて報告する .
【対象】
当院に入院中の MSA 患者（80 歳代・女性）
．病前は編み物が趣味であった．X 年 8 月に診断を受け，翌年に
入院となった．X ＋ 2 年 9 月に筆者が作業療法の担当となった .
【倫理的配慮】
対象者には紙面を用いて説明と同意を得ている．
【作業療法評価】（初回評価時）
HDS-R は 27 点．FIM は 61 点（運動 34 点 / 認知 27 点）で，車椅子主体の生活であった . 入院時から運動項
目が 31 点低下した . 自助具や福祉機器，介助に対する受け入れは良くなかった . 本人から「やらないと悪くな
る」や「迷惑をかけたくない」という思いを聴取した．
【介入経過】
病状の進行から喪失体験を繰り返していた為，気分転換も兼ねて職員や家族に編み物を贈る事を提案した . 棒
針作業が困難であった為，玩具の編み機で実施したところ「できない時はこういうのを使うのも良いね」と発
言した . これを機に日常でも代償手段の受け入れが良くなった．
X+2 年 11 月の主治医との面談で本人は胃瘻を造設せず，
自然死を希望した．徐々に家族との会話が困難となっ
たが，ふとした会話の流れで家族に語ってこなかった人生史を残したいとの希望を聴取した．導入期はフリー
トークが中心であったが，現在は回想法として文書を作成中である．最期は家族のいる自宅で死にたいと希望
されている．
【考察】
作業療法として質問紙等の評価も重要であるが，心身状態や発言の些細な変化に気付き，介入することの重要
性を再認識した．また病院という環境の中でも楽しく過ごせる工夫をし，本音で話せる信頼関係を構築し，患
者と共に寄り添っていくことも重要と考える．今後，最期の過ごし方を検討していきたい．
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ナラティブアプローチ

ナラティブ～紡ぎゆく時間と共に～
特別養護老人ホーム

大井苑

いけうち りょうすけ

○池内 亮介（介護福祉士）
，濱田 伸子，新井 美里
【はじめに】
ナラティブとは「物語」という意味です。その方の人生の物語を知り、そこから生まれる会話や思いを通して
共感しあう事で、職員の優しさや思いやる心を育み、ご利用者お一人おひとりに対して温もりのあるケアを行
おうという取り組みです。
大井苑での９年間のナラティブの取り組みと共に、特養の介護度が高くなり、年間の看取りも年々増えてきて
いる中、亡くなられ、退苑された後もまだ大井苑のナラティブとして物語が紡がれている現状をさまざまな事
例をふまえて発表させていただきます。
【考察】
５年前に、この「ナラティブ」の取り組みを【介護甲子園】で発表し、ファイナリストに選ばれ、日比谷公会
堂での最終プレゼンテーションの結果、最優秀賞をいただく事ができました。
「ナラティブというしずくをたらす事で波紋のように広がり、大きな大きな輪をつくっていこうとしています」
そんな言葉でプレゼンテーションを終えた介護甲子園。
それから５年・・・ご利用者の笑顔が見たいと行っているレクリエーションやアクティビティも、ご利用者の
笑顔に私たちが元気をもらいます。そして、ご利用者の笑顔は必ずご家族の笑顔につながります。こんなふう
に出来た笑顔の歯車が職員の日々の原動力となっている。そんな気がする事があります。
【まとめ】
「ナラティブの取り組みこそが、大井苑職員のモチベーション。
」
まだまだ全体で声を大にして言えるほどではないかもしれませんが、
日々なにげなく紡がれる小さなナラティブ、大井苑を退苑された後も紡がれるナラティブ、そのひとつひとつ
が「あしたもまた頑張ろう！」そう思わせてくれるのです。
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ナラティブアプローチ

回復期病棟にて高次脳機能障害患者への関わり方
～ナラティブムービー作成を通して見えたもの～
富家病院 介護科
ただの たかひろ

○只野 陽丈（介護福祉士）
，川畑 美穂
【はじめに】
当院回復期病棟では様々な患者が入退院をし、高次脳機能障害の患者も少なくない。高次脳機能障害の患者は
大変というイメージがあるが、高次脳機能障害の患者に対しての接し方や家族との信頼関係構築はとても重要
である。それには現在の本人だけではなく、過去の本人を知る必要がある。
当院ではナラティブという活動があり、その中のひとつにナラティブムービーというものがある。ナラティブ
とは『物語』という意味で、その人の過去から現在、現在から未来へと物語を綴ることである。今回ナラティ
ブムービー作成を通して高次脳機能障害の患者との関わり方や、家族との信頼関係が築けたので事例を報告す
る。
【対象】
男性
妻

O様
75 才

77 才

長男

同居

47 才

長男嫁

左片麻痺

キーパーソン

同居

43 才

入院期間

高次脳機能障害

同居

平成 29 年 10 月 16 日～平成 30 年 4 月 12 日

【方法】
ナラティブムービーの作成
回復期のスタッフから患者に対しての見方の変化や家族との信頼関係についてヒヤリングを行う。
【結果】
日々の業務において患者に対しての見方や、接し方が変わった。また、家族との信頼関係も構築できた。
【考察】
ナラティブムービーの作成をきっかけに、過去の患者を知ることで現在の患者が大変であっても優しい気持ち
で接するきっかけとなった。また、家族とはヒヤリングを通して積極的にコミュニケーションがとれ、信頼関
係が生まれた。
【まとめ】
今回は高次脳機能障害の患者さんを対象にナラティブムービー作成を取り上げたが、ナラティブの活動はどの
患者、家族にも重要であると再認識した。ナラティブという活動が一人一人の患者に寄り添い、共に時を刻ん
でいくことでスタッフの患者への接し方を優しいものとしていると感じた。また、家族を巻き込むことでその
物語もより豊かになると感じた。
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通所リハ（1）

通所リハ利用前における病棟への退院前訪問の取り組み
1 ベルピアノ病院 リハビリテーション室，2 ベルピアノ病院

医療診療部

なかむら ゆうすけ

○中村 祐輔（理学療法士）1，岸 知弥 1，戸田 爲久 2
【はじめに】
入院中に通所リハビリテーションセンター（以下 , 通所リハ）セラピストが病院職員と直接情報交換を行うこ
とは早期に通所リハでのリハビリを導入するためには効果的な取り組みであると意見があった ( 平成 28 年度
老人保健健康増進等事業）. しかし , 実際に病棟への退院前訪問（以下 , 病棟訪問）の効果についての報告は見
受けられない . そこで , 病棟訪問が退院後の身体機能に与える効果について前向き調査を行った .
【方法】
ベルピアノ病院の回復期リハビリテーション病棟を 2018 年 1 月から 6 月の間に退院し , 当院通所リハを利用
した 21 名を対象とし , 通所リハ利用開始前の病棟訪問の実施の有無によって有群（n=9）と無群（n=12）の 2
群に分けた . 評価項目は ,10M 歩行速度 ,TUG, 握力 ,FR として , 測定時期は退院時 , 初回利用日から 1 ヶ月後と
した . また , 通所リハ利用開始まで要した日数を求めた . 統計処理は , 時間の要因（退院時 ,1 カ月後）の 2 群と
病棟訪問の有無の要因（有群 , 無群）の 2 群とした二元配置分散分析（片側に対応あり）を行った .
【結果】
ベースライン時における群間比較では , 通所リハ利用開始までの日数は , 有群 4.3 日 , 無群 26.3 日で有意差を認
めた（P<0.05）.TUG（退院時 , 通所リハ利用開始 1 ヶ月後）は , 有群（40.1 秒 ,29.8 秒）, 無群（25.0 秒 ,24.4 秒）
であり , 主効果 , 交互作用においてそれぞれ一定の傾向を認めた (P< 0.1). その他については有意差を認めなかっ
た.
【考察】
病棟訪問を実施することで , 通所リハ利用開始までの日数が短くなり ,TUG に主効果 , 交互作用で一定の傾向
を認めたことから , 病棟訪問することで通所リハ利用開始が早くなり身体機能の向上に寄与している事が示唆
された . 先行文献と同様に退院後から通所リハを利用開始するまでの期間が短いほど , 機能回復が大きい傾向
が見られる結果となった .
【まとめ】
医療から介護への移行をスムーズに行う為の病棟訪問の取り組みは , 機能改善に有用と認識することができた .
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通所リハ（1）

社会復帰を目指して
～ MTDLP を取り入れ、福祉施設に通う為のバス利用ができた一例～
ベルピアノ病院 リハビリテーション室
とみた こうへい

○冨田 康平（作業療法士）
，森口 奈穂子，中村 祐輔
【はじめに】
生活行為向上マネジメント（以下、MTDLP）を活用し外出支援計画の立案を行うことで、最終的に１人での
外出が可能となった症例を経験したため、ここに報告する。
【事例紹介】
40 歳代女性。脳梗塞を発症し右上下肢の運動麻痺が残存。夫、長女、義母と 4 人暮らし。社会復帰を目指し、
通所リハ終了後に福祉施設を利用予定だが昼間独居のため家族による送迎は困難で１人で通う必要がある。
【評価・介入】
MTDLP を活用し、現状の動作を妨げている心身機能の分析と外出時 ( 主にバス ) の環境因子を細分化し具体
的な問題点を抽出した。本症例は、外出した際の歩行、バス利用時の段差や揺れ、金銭の取り扱い等に強い不
安があり、実際はほぼ自宅内で過していた。BRS 上肢Ⅲ、手指Ⅲ、下肢Ⅴ。ADL 自立、屋内杖歩行自立、屋
外歩行見守り。段差昇降時物的介助が必要。目標は、バスを 1 人で利用し福祉施設に通うことを合意目標とし
た。実行度 (2/10) 満足度 (1/10)。
通所リハにおいて、6 ヶ月間、週 3 度、1 回 40 分の介入実施。屋外歩行練習、応用歩行練習、実際の場面での
バス乗車練習を実施した。OT では乗車方法や金銭の取扱い、PT では歩行練習、段差昇降練習を行った。
【結果】
実行度 (7/10) 満足度 (2/10) となった。1 人でバスを利用し福祉施設に通うことが可能となった。また、一人で
近くのスーパーに歩いて買い物に行かれるなど不随意効果もあり、屋外での活動が広がった。
【考察】
本症例は右上下肢の麻痺が残存することで 1 人での外出に不安を感じ、バスの利用のみでなく近隣への外出に
対しても消極的になり活動が狭小化していた。MTDLP を活用することで動作を妨げている要因と強みの抽出
を行い、具体的な問題点や達成すべき課題の明確化、本人や多職種間での共有が可能となり、外出に必要な動
作の獲得へ繋がったと考える。また、実際の場面での応用練習を行ったことが自信になり、自ら活動範囲を拡
大することに繋がったと考えられる。
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通所リハ（1）

通所リハビリテーション利用者における介助なしでの遠方への外出と身体機能の関連
1 介護サービススマイル永生，2 永生クリニック
おおつか さちこ

○大塚 早智子（理学療法士）1，三宅 英司 1，金子 弥樹 2
【目的】
地域在住高齢者の身体機能と外出範囲の関連は報告されているが、外出時の介助の有無は考慮していない。実
際の現場では一人での外出を希望する高齢者をしばしば経験する。本研究の目的は一人で外出する高齢者の外
出範囲と身体機能の関連を明らかにし、リハビリテーション ( リハ ) プログラム作成の一助とすることとした。
【方法】
対 象 は 平 成 29 年 6 月 か ら 平 成 30 年 3 月 ま で に 利 用 開 始 し た 89 人 の う ち、 運 動 器 疾 患 か つ Life-Space
Assessment(LSA) で屋外に外出していた 24 人 ( 年齢：81.9 歳± 5.1 歳、男性：10 人、女性：14 人、要支援：
16 人、要介護：8 人 ) とした。調査は診療録を用いて後方視的に行った。調査項目は利用開始時の性別、年齢、
介護度、等尺性膝伸展筋力体重比、5m Maximum Walking Speed(MWS)、Timed Up & Go test(TUG)、FourSquare Step Test(FSST)、30-sec Chair Stand test(CS-30) とし、各群の平均値を算出した。郡別は一人での外
出が LSA レベル 3・4 の町内群とレベル 5 の町外群とした。町内群は 16 人 ( 年齢：83 ± 4.3 歳、男性：9 人、
女性：7 人、要支援：9 人、要介護：7 人 )、町外群は 8 人 ( 年齢：79.6 ± 5.0 歳、男性：1 人、女性：7 人、要
支援：7 人、要介護：1 人 ) であった。統計解析は等尺性膝伸展筋力、5mMWS、CS-30 には Student-t 検定を、
TUG、FSST には Mann-Whitney の U 検定を用いて群間比較を行った。有意水準は 5% とした。
【結果】
町内群は等尺性膝伸展筋力が 31.6 ± 9.0[%]、5mMWS が 4.4 ± 1.0[sec]、TUG が 11.2 ± 3.0[sec]、FSST が 12.3
± 3.6[sec]、CS-30 が 9.6 ± 2.3[ 回 ] で、町外群は等尺性膝伸展筋力が 29.2 ± 2.7[%]、5mMWS が 3.9 ± 0.6[sec]、
TUG が 9.2 ± 1.2[sec]、FSST が 9.8 ± 3.0[sec]、CS-30 が 12.1 ± 2.3[ 回 ] であった。検定結果は CS-30 において
有意差 (P=0.04) を認め、町外群が町内群より高値を示した。それ以外の項目は有意差を認めなかった。
【考察】
リハプログラム作成では筋持久力への介入が重要である可能性が示唆された。
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通所リハ（1）

通所リハビリテーションの前向きな修了に関連する要因の検討
介護サービススマイル永生
みやけ えいじ

○三宅 英司（理学療法士）
，野長瀬 高志，松井 佳奈美，金子 弥樹
【背景】
通所リハビリテーション（リハ）は、ADL･IADL の向上を図り、社会参加に資する取組に移行して修了する
ことを望まれている。実際の現場では、社会参加に資する取組への移行が難しいケースをしばしば経験する。
そこで本研究の目的は、社会参加に資する取組に移行して、通リハを前向きに修了するために関連のある要因
を明らかにすることである。
【方法】
対象は、平成 29 年度に当通所リハを修了した利用者 97 人とした。調査は、診療録を用いて後方視的に行った。
調査項目は、修了理由（社会参加に資する取組への移行の可否）
、開始時と修了時の介護度、疾患（運動器疾患、
中枢疾患、その他）
、開始時目標（身体機能目標、活動 ･ 参加目標）
、リハプログラム（機能訓練、歩行 ･ バラ
ンス訓練、ADL 訓練）とした。介護度は、開始時と修了時を比較して、維持 ･ 改善と悪化に分類した。統計
学的検討は、修了理由を移行群と非移行群に群別して、それ以外の項目との関連について、χ 2 検定をそれぞ
れ行った。有意水準は、5% 未満とした。
【結果】
修了理由は、移行群 54 人、非移行群 43 人であった。介護度は、移行群で維持 ･ 改善 85.2％（46 人）、悪化
14.8％（8 人）、非移行群で維持 ･ 改善 67.4％（29 人）
、悪化 32.6％（14 人）となり、移行群の維持 ･ 改善が有
意（p=0.038）に高率であった。身体機能目標があった利用者は、移行群 63%（34 人）
、非移行群 83.7%（36 人）
で有意（p=0.023）に非移行群が高率であった。活動 ･ 参加目標があった利用者は、移行群 63.0％（34 人）、非
移行群 46.5%（20 人）で移行群が高率であったが、有意差は認めなかった（p=0.105）
。疾患とリハプログラム
は、修了理由と有意な関連を認めなかった。
【考察】
社会参加に資する取組に移行して前向きに修了するためには、開始時目標が重要である可能性が示唆され、身
体機能以外の具体的な生活目標が必要であると考える。
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通所リハ（1）

在宅生活の限界点を高めるために
～通所リハビリテーションでの取組み～
東浦平成病院 リハビリテーション科
ほんだ やすのり

○本田 泰規（理学療法士）
，中野 亜弥，上田 悠司，北河 宏之
【はじめに】
わが国では、少子高齢化に伴い高齢者１人を支えるための労働人口は、2015 年では 5 人、2040 年では 2 人
必要と推計されている。これに伴い新しい社会構造への転換である地域包括ケアシステムの構築が必要となっ
ている。地域包括ケアシステムの一環である通所リハビリテーションでは、利用者が生活を営むうえで障害に
なっている諸問題を解決し、住み慣れた地域で自分らしい生活を続けられるように支援する必要がある。
今回、通所リハビリテーションにおける在宅支援の役割について検討と取組みを行った為、ここに報告する。
【取組み内容】
①重度化防止へのマネジメント（口腔・栄養管理に関わる取組み）
言語聴覚士による摂食嚥下評価や関係者への指導、また必要に応じた個別リハビリテーションの実施
②「身体機能」「活動」
「参加」のそれぞれの要素にバランスよく働きかける指導
ロボットリハビリテーション（HONDA 歩行アシスト）を使用し、
IADL（買い物）の自立から自宅復帰に繋がっ
た症例紹介
③「卒業」から地域へ繋げる指導（自立支援）
住民主体の介護予防事業である「いきいき 100 歳体操」参加に向けた取り組み
【まとめ】
少子高齢化の社会情勢のもと地域包括ケアシステムが推進され、医療・介護サービスに従事する立場として
目的を達成する役割を担っている。今回の取組みはあくまで一例にすぎないが、在宅サービスとして、またリ
ハビリテーション専門職として利用者一人ひとりに対して求められているものを理解し、包括的な視点のもと
在宅生活の限界点を高めることが重要と考える。
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通所リハ（1）

利用者の有する能力を引き出すために
‐ 当院短時間通所リハビリテーションの取り組み ‐
石巻健育会病院

リハビリテーション部

くろさわ けいこ

○黒澤 啓子（理学療法士）
，小野寺 泰弘
【はじめに】
近年、高齢者の自立支援と重度化予防に向けた取り組みや、地域包括ケアシステムの構築が推進されており、
高齢者が住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けることができるよう支援していくことが求められている。
そこで、当院通所リハビリテーション ( 以下当院通所リハと称する ) が重要視している、活動と参加に着目し
たアプローチや取り組みなどについて以下に報告する。
【方法・取り組み】
① ADL 訓練のほか、買い物や調理などを想定した IADL 訓練を積極的に実施
( 院内訓練 )。
②社会参加訓練 ( 院外訓練 ) の実施。
③社会参加訓練を実施した後は報告会を開き、スタッフ間で情報を共有する。
④年に 2 回の旅行企画を立案、実施。
【結果】
ADL・IADL 訓練に重点をおくことで、本来有する能力を利用者自身で認識できたり、自力で出来る生活動作
が増えたりし、可能性の拡大や自立心の育成に繋げることができている。また、社会参加訓練として買い物や
趣味活動の実践練習を行うことで、さらに明確な目標や課題を見つけることができている。
また当院通所リハでは、観光や買い物を楽しみながら社会参加の機会を得ることを目的に、年に 2 回旅行企
画を実施している。普段と違う環境に不安を抱く利用者もいるが、想像していたよりも出来たと自信に繋がる
ケースや、外出意欲が増すケースが多い。階段昇降や長距離歩行など、旅行中のどこかで困難さを感じた方は、
それを課題としてその後のリハビリに取り組めている。
【まとめ】
2025 年問題を抱え、高齢単身世帯や高齢夫婦世帯の急増が見込まれている現在、高齢者の生活自立度の向上
や重度化予防を促進することは必要不可欠である。当院通所リハは短時間の関わりであるが、取り組み方を工
夫することで利用者が個々に有する能力を引き出し、地域でいきいきと暮らしていけるよう支援していきたい
と考える。
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通所リハ（1）

通所リハビリテーションにおける「いきいき百歳体操」の効果
東浦平成病院
はた かずき

○畑 嘉寿来（理学療法士）
，本田 泰規，上田 悠司，泊 謙一，竹田 雄世，松野 佑城，上原 拓也，野津 卓，
北河 宏之
【目的】
「いきいき百歳体操 ( 以下、いき百 )」は、先行研究において週 2 回の体操を 3 ヶ月間行うことで心身機能向上
が図れると報告されている。今回、
通所リハビリテーション ( 以下、
通リハ ) における要介護認定者に対して「い
き百」を実施することで、運動機能の向上を認めるか検証した。
【方法】
対象は通リハ利用者 38 名（男性 11 名、女性 27 名、平均年齢 83.76 ± 8.26 歳）
。利用時に「いき百」を１年間
実 施 し た。 条 件 を 統 一 す る た め に 負 荷 は 一 定 と し た。 効 果 判 定 と し て、 運 動 機 能 は Short Physical
Performance Battery（以下、SPPB）
、認知機能は長谷川式簡易知能評価スケール（以下、HDS-R）
、生活機能
評価は基本チェックリストを用いた。対象者を要支援 (17 名 ) と要介護 (21 名 ) の 2 群に分け、実施前後の結果
について、対応のある t 検定を用いて統計学的処理を行った。有意水準は 5% 未満とした。
【結果】
各 項 目 に お い て 有 意 な 変 化 は 認 め な か っ た。 各 項 目 の 前 後 ( 事 前 / 事 後 ) の 点 数 は、 要 支 援 者 で は
SPPB(6.1/6.4) 点、HDS-R(26.1/26.5) 点、 基 本 チ ェ ッ ク リ ス ト (12.3/12.7) 点 で あ っ た。 要 介 護 者 で は
SPPB(6.0/5.9) 点、HDS-R(21.5/21.7) 点、基本チェックリスト (10.8/10.5) 点であった。
【考察】
今回、負荷を一定にした「いき百」を実施したことにより、
運動機能は維持される結果となった。維持に留まっ
た要因として、各利用者にあった負荷量の設定を実施しなかったことで、過負荷、個別性の法則に則らなかっ
たことが要因と考える。また、イベント等により、
「いき百」の実施頻度に影響があったことも要因として考
えられる。集団体操においても個別性が重要であり、各利用者によって負荷量の設定や運動指導を行うことで、
より運動機能が向上されると考えられる。
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通所リハ（2）

自主訓練を通しての利用者と介護職員の意識変化
明和苑
みき ちえ

○三木 千恵（介護福祉士）
，小川 鮎美，川内 玲子，児玉 一郎，武久 洋三
【背景】
デイケアでは、身体機能の維持・向上を目指してリハビリを行うために利用している方が多い。しかしリハビ
リはリハビリ職員がしてくれるものという認識が強く、リハビリに対しての自発性に欠けるところが多分に
あった。

【目的】
利用者がリハビリや入浴、レク以外の時間に自主訓練を進められるよう援助し、利用者本人のリハビリに対す
る意欲向上と、介護職員の意識変化が認められたので報告する。

【対象】
対象期間（平成 29 年 3 月～ 12 月）のデイケア利用者

【方法】
利用者個人に合った自主訓練表を予め席に設置し、空き時間を利用した。

【結果】
導入直後は頻回に声かけが必要だったが、徐々に自主訓練のために自発的にリハビリ室に向かう利用者が増え
た。その結果、介護職員にも利用者のできる能力を把握し活動性向上を実感できるようになった。さらに、単
独で実施が難しい認知機能面の低下や活動性の低下が認められる利用者に対しても介護職員による声かけや実
施の補助が定着していった。それに伴い自主訓練表の書式も、一人で可能な自主訓練と介護職員の見守りや声
かけのもと行う自主訓練の違いが分かるようにした。また、自主訓練と個別リハビリの内容がより明確となる
ように分けた書式へと変更した。

【考察・結論】
自主訓練表の導入以降、利用者本人が自ら動き、遂行しようという意欲が出てきた。さらに認知課題も取り入
れたことで、利用者間のコミュニケーションが増えてきた。介護職員が一緒に実施したことで利用者個々ので
きる能力や必要な運動内容の把握、コミュニケーションの増加に繋がった。今後も多職種で情報を共有し、利
用者の在宅生活が少しでも長く継続できるよう援助したい。そして個々に合った利用者のためのサービスが提
供できるデイケアを目指したい。さらに介護職員の視点から生活リハビリの内容を考え、家事・趣味活動など
IADL に着目した取り組みを進めていきたい。
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通所リハ（2）

利用者本位のケアを継続するための他職種連携～ ALS 利用者との関わりを通して～
福井リハビリテーション病院
さかこし とみこ

○坂越 登美子（介護福祉士）
はじめに
コミュニケーションは何かの手段を利用すれば意思疎通が可能な利用者は「本人に意思決定」が重要とされる
中、ALS の利用者との関わりを通して、本人の意向に沿ったケアとは何かを考え、現在まで取り組んできた
内容と共に、見えてきた今後の課題を報告する。
症例紹介
氏名 Y・S 氏（女性）年齢 ５７歳 要介護度 5 現病歴 筋萎縮性側索硬化症
経過
利用当初から、Y 氏のトイレ介助は職員 2 人で行っていた。通リハ開始当時は、介助中、膝折れや呼吸苦は見
られなかったが、現在は右膝関節痛も重なり、立位に対する不安感から立位ポジショニングは全介助状態とな
る。そこで、トイレ介助の方法に対して以下の問題点が出てきた。① Y 氏は今の対応で大丈夫と言っているが、
病状的に今の対応でいいのか？②対応する職員の違いにより安楽な姿勢保持、統一した対応ができていないの
ではないか？③今後トイレでの排泄が困難になってきた時にどう対応していくかという３つの課題について、
改善 ･ 解決に取り組みを行った
取り組んできた内容
①

病気の進行状況は主治医に確認した

②

ケアの統一を試みる目的で、Y 氏用の介助方法研修と ALS についての勉強会を行った

③

他事業所も利用している為、状態の変化に応じて、関連事業所でカンファレンスを行い、情報の共有や

今後の方針について話し合った
考察・まとめ
私たち介護職は、医師 ･ 看護師・ケアマネ・リハビリ等、連携を取ることで、介護職としての役割を認識でき
ることを学んだ。今後、Y 氏は排泄介助のことだけではなく、呼吸障害や嚥下障害が起これば、呼吸器の使用
や全て PEG からの栄養補給と予想される。Y 氏らしい生活ができるよう、気持ちが十分伝えられる今を大切
にし、寄り添ったケアができるよう支援していきたい
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通所リハ（2）

リハビリテーションマネジメント加算Ⅱを通して社会復帰を目指した症例報告
老人保健施設ひまわり 診療技術科
おおの まさてる

○大野 真照（理学療法士）
，前田 保成，竹ノ内 圭輔，國枝 凌也，野村 洸太，本多 輝行
はじめに
リハビリテーションマネジメント加算Ⅱ ( 以下，リハマネⅡ ) を通して利用者のニーズに合わせたリハビリ目
標を持ち，プログラムの立案・提供をし，社会参加に繋ぐことができたため報告する．
症例紹介
46 歳男性，右被殻出血後，当施設デイケア利用．移動は車椅子自走で短距離四点杖歩行可能．病前は工場の
設備関係の仕事をしており，復職希望のためリハマネⅡでの関わりを希望される．
経過
①リハビリテーション会議 ( 以下，リハ会議 ) に職場の方を招き，復職に必要な条件を聴取してパソコンのデー
タ入力，電話対応の職能訓練を行う．データ入力では注意が持続せず入力のミスがみられ，時間もかかってし
まう．初回時ミス 7 ヵ所から 1 ヵ月後ミス 3 ヵ所まで軽減することができた．電話対応では時間はかかってし
まうものの，正確な対応が徐々に可能となったが，職場の方から復職は難しいと判断された．
②次にリハ会議にて作業所の提案を行った．ペットボトルキャップの選別・シールはがしに取り組んでおり，
集中が切れてくることがあるが声掛けしてもらい，現在では連続で 1 時間働くことができる．これにより対価
を得るといった自己効力感を得ることができた．
③自動車運転の希望，自分で買い物に出かけたいという希望から，セニアカーを提案し移乗訓練，操縦訓練を
行う．リハ会議に近所のコンビニ店長を招き実場面での買い物動作に関する協力を依頼し，買い物をすること
ができた．
結果
①ミスの軽減，②別の労働環境の提案，③個人の活動に直結するプログラム提案に対する成果がみられた．リ
ハマネⅡでの介入で利用者の「活動」と「参加」に着目し，一個人に対して必要性のあるプログラムを立案・
提供することができ，社会参加へと繋ぐことができた．
考察
本人のニーズを把握しリハ会議や訓練に反映させることで信頼関係の構築，意欲の向上が図れた．新たなニー
ズも聴取することができプログラム立案の一助になると考える．
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通所リハ（2）

安全な経口摂取継続を目指して
－デイケアでの ST の取り組み－
定山渓病院 リハビリテーション部・言語療法科
いけだ かな

○池田 佳奈（言語聴覚士）
，十川 純光，山崎 亜実，石川 春香
１. はじめに
2016 年 5 月より口腔嚥下機能の維持・向上に向けた取り組みを開始。デイケア利用者の口腔嚥下機能の変化
や嚥下障害に対する意識調査をし、デイケアに求められる言語聴覚士 ( 以下 ST) の役割を考察した。
２. 期間、対象
2016 年 5 月～ 2017 年 5 月、デイケア職員 9 名、利用者 58 名。
３. 方法
Ⅰ . 嚥下体操：食前に ST が指導しながら実施。嚥下体操導入時と 1 年後に口腔機能自己チェックを実施。
Ⅱ . 講話活動：利用者に嚥下機能や誤嚥性肺炎に関する講話を実施し理解度を調査。
Ⅲ . 食事観察：利用者に適宜食事指導や環境調整を行い、デイケア職員と情報を共有。職員にアンケート聴取。
４. 結果
Ⅰ . 嚥下体操：口腔機能自己チェックシートの比較で向上 12％維持 83％低下 5％。
Ⅱ . 講話活動：誤嚥性肺炎について聞いたことがある利用者が半数以上も、詳しくは知らない方が多く、講話
で理解が深まったと全員が回答。ST の知名度は低かった。
Ⅲ . 食事観察：ST が食事時間に関わることで連携が取りやすくなったと回答。
５．考察
結果より、デイケア利用者が在宅生活において安全に経口摂取を継続するには、①嚥下体操を継続し、口腔・
嚥下機能の維持向上を目指す②講話活動を繰り返し行い、安全な経口摂取の意識付けを強化していく③定期的
に食事観察をし、必要に応じて嚥下評価を実施し、デイケア職員と情報共有をしていく。これら 3 つの活動を
継続していくことが重要であると考える。
今後デイケアを通じて取り組むべき課題としては、自宅でも安全に経口摂取を継続できるように、ご家族やチー
ムでの情報共有をより積極的に行っていくこと、ST の認知度を高めるため、ST の存在や役割についての啓
蒙活動を継続していくことが必要と考える。そして、現在のデイケア利用者だけでなく、地域のことばや飲み
込みに問題や不安を抱えている方の支えとなるよう活動を広げていきたい。

第 26 回日本慢性期医療学会 in 鹿児島

9-8-5

通所リハ（2）

トレッドミル歩行訓練と日常生活への反映
‐ トレッドミル歩行と通所リハビリからの卒業への結びつき ‐
きせがわ病院 リハビリテーション科
ささはら ゆうすけ

○笹原 優介（作業療法士）
【目的】平成 30 年度医療・介護保険の同時改定に伴い、通所サービスでは機能訓練やリハビリテーションを
やれば良い時代から、機能訓練やリハビリテーションの結果、どの課題がどのように解決されたかという結果
を求められる時代となった。今回トレッドミルに着眼しようと思い立ったきっかけは、トレッドミルを用いた
歩行が可能で運動負荷の段階が徐々に上がっていく利用者の多くが生活の改善・通所リハビリからの卒業に繋
がることが多いからである。上出ら 1) によると、地域在住高齢者を対象にトレッドミル歩行で訓練を行い、最
大歩行速度 , ファンクショナルリーチ , 長坐位体前屈 , 前脛骨筋の潜時 , 前方加速度ピーク値が有意に改善し
た、との報告もあり、通所リハにおけるトレッドミルの優位性を検討しようと思いだったためである。
【方法】平成 28 年 4 月から平成 30 年 1 月までに、当事業所でトレッドミルを用いた歩行訓練を行った利用者
の介護度の変化と通所リハビリの卒業に至った人数の割合をまとめた。また、対象者にトレッドミルへのアン
ケート調査行い、満足度を調査した。
【結果】対象となった利用者は開始時期から徐々に歩行速度が向上していること、歩行時間＝歩行距離が伸び
たこと、対象者の 8 割が傾斜を付けての歩行が可能となった。個人差はあるが歩行の質が改善したことにより、
生活場面にも変化をもたらすことが分かった。実際、トレッドミル使用している利用者の介護度が 20 名中 8
名下がり、自立度に改善が見られた。また、3 名がデイケアからの卒業に至った。以上の結果からトレッドミ
ルでの歩行では速度・傾斜・時間を段階付けて設定することで徐々に負荷をかけていくことができ、負荷が増
えていくほど平地歩行が安定し、日常生活の質を向上することに繋がることが分かった。アンケート結果から
も、対象者の 90％が満足していることが分かった。
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通所リハ（2）

中等度失語症者にコミュニケーションノートの作成・導入を実施した 1 例
池端病院
かながわ しょうこ

○金川 祥子（言語聴覚士）
，竹内 一吉，津田 卓哉，大塚 浩一，鈴木 綾子
【はじめに】中等度失語症者の日常会話における代償手段としてコミュニケーションノート（以下、ノート）
の作成・導入を実施し、コミュニケーション意欲の向上に繋がった症例を経験したので、考察を交えて報告す
る。
【症例】60 歳代男性。右利き、高等学校卒、独居、要介護 1。心原性脳梗塞にて右片麻痺、失語症及び発語失
行を発症。回復期病棟入院を経て、発症 4 ヶ月後にサービス付き高齢者住宅に入居。デイケア週 2 回利用し、
言語聴覚療法（以下、ST）及び理学療法を実施していた。
【コミュニケーション評価】自由会話では空語句の出現が多く、内容の推測をしなくては意思疎通が困難であっ
た。自分の思いが伝わらない時は易怒性が強くみられた。会話の相手は対応に慣れた職員が多かった。思いを
円滑に伝えることや、交流の輪を広げることを目標に発症 10 か月後にノートの作成を開始した。
【神経心理学的所見】SLTA：聴覚的理解・読解は短文レベル。自発話や呼称、語の列挙では喚語困難が著明、
音韻性・語性錯語及び発語失行を認めた。書字・書称は簡易な漢字のみ可能。KohsIQ:100、RCPM:25/37。
【方法】一般的情報やカレンダー、食べ物や行き先などの内容語を記したページ、自由記載のページを作成した。
使用方法は ST 中に教示をした。他者との会話中にはリハ職が介入し、その都度使用方法やタイミングについ
て指導した。
【結果】通所利用者とノートを用いて会話をしていることが増え、ノートの内容から話題が広がる様子もみら
れた。コミュニケーション場面での易怒性の低下もみられた。本人の障害状況を書いたページがあることで病
態が理解しやすくなり、自身の病態の説明がスムーズに行えるようになった。
【考察】会話中にノートを使用する事により、意思疎通の負担軽減が図れた。会話をするための材料やヒント
が増えたため、コミュニケーション意欲の向上、易怒性の改善に繋がったと考える。
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通所リハ（2）

通所リハビリテーションにおける自助の実現に向けた取り組み
博愛記念病院
もとおか ひでと

○本岡 秀人（理学療法士）
，坂田 将夫，元木 由美
［背景］
近年では、地域包括ケアシステムが推進され、自助の考え方や取り組みが必要とされている。当院通所リハビ
リテーションでは平成 28 年 5 月より個別機能訓練のみの提供から、選択性による利用者主体の訓練を実施し
ている。今回、その取り組みにより自主性の向上やデイケアからデイサービスへの移行等の効果を認めたため
報告する。
［目的］
個別機能訓練以外にも集団訓練など様々なサービスを提供することにより自主性を高め、自助の促進を図る。
また、社会参加を促す。
［対象］
通所リハビリテーション利用者
［方法］
利用者、担当ケアマネジャーに対し、自助の重要性、今後の介護保険の動向等を伝え、取り組みの必要性を説
明し理解を得た。その後、生活習慣病予防や自主訓練指導等の内容を講義と実技を交えた集団訓練として実施
した。取り組み実施半年後に、有酸素運動等、身体機能向上を目的とした集団訓練を追加した。なお取り組み
は強制参加ではなく、個別機能訓練か集団訓練のどちらかを選ぶ選択制とし、利用者の自主性を尊重した。
［結果］
約半数の利用者が集団訓練を選択し、そのうちの約 3 割は、集団訓練の実施内容を自主訓練として取り入れて
いた。また、集団訓練を取り入れたことにより、取り組み前に比べ、1 日の個別機能訓練提供時間を 3 割程削
減することが可能となり、削減分は、認知症予防の集団訓練や身体計測による栄養評価、個別訓練が必要な利
用者への対応に時間を割いた。取り組みにより 5 名のデイケアからデイサービスへの移行が可能となった。
［考察・結論］
集団訓練を有効に活用することにより自主訓練の定着と、一部で自助の実現が可能になった。今後も時代の変
化に対応出来るリハビリテーションの実現に向け、取り組みを継続していきたい。
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通所サービス

「利用者に好かれるスタッフ」育成の取り組みとその結果について
多摩川病院 デイサービスセンター
こばやし とおる

○小林 亨（社会福祉士）

【はじめに】
通所介護施設において、利用者満足度を上げていく事は稼働率などに直結する重要な事である。多摩川デイ
サービスセンターでは安全性やサービス内容はもちろんの事、
「人は人に惹かれる」という仮定に基づき、新
人研修や面談、現場での指導など「利用者に好かれるスタッフ」育成に力を入れている。現在まで行ってきた
取り組みについて、利用者満足度を調査する事で仮定が正しいのか検証し、今後のサービス向上に繋げていく
事とする。
【方法】
全利用者に無記名の選択形式のアンケート用紙を配布、回収、集計、分析する事で利用者の満足度やその要
素などを調べる。（定量調査）
【結果】
・利用者 108 人にアンケート用紙を配布し、回答のあった利用者数は 100 人であったため、回収率は 93％であっ
た。（配った利用者のうち 3 名は入院や利用終了で回収不可能であった）
・満足度を調査したところ、
「大変満足している」と「満足している」と答えた割合は全体の 83％であった。
・「大変満足している」
「満足している」と回答した中で更に「良いと思う点」を複数回答で調べた結果、1 位
がマシントレーニングで 83％・2 位がスタッフで 77％・3 位が昼食で 34％であった。
【考察】
以上の結果から利用者は当センターの特徴であるマシントレーニングに満足感を感じている事はもちろんの
こと、スタッフに対して満足感を感じている事が分かった。その為「人は人に惹かれる」と言う仮説は概ね立
証されたと言える。
今後、更に利用者の満足度を上げていく為に、今回の結果を参考にしながらサービス内容の見直しを行うとと
もに、更に「利用したくなる環境」作りと「利用者に好かれるスタッフ」教育を続けていく。
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通所サービス

身体に負担のかからない介護技術の習得を目指して
阪和第一泉北病院 看護科
はっとり ゆき

○服部 由紀（看護師）
，小池 淑恵，穐山 舞子

～リハビリスタッフとの協働による体位変換・車椅子介助の研修効果～

【はじめに】
当院は長期療養型病院である。日々の業務で看護師や介護スタッフは体位変換や車椅子移乗を行っているが、
日常的に抱え上げや前屈などの不良姿勢の持続や繰り返しが行われており、腰痛などの身体的負担を訴えるこ
とが多い。そこで病棟スタッフが行っている体位変換・車椅子移乗介助の現状を把握しリハビリスタッフから
身体の使い方や移乗時の基本動作の講義・実技研修を受け、身体に負担のかからない介護技術習得に取り組ん
だ結果を報告する。
【研究方法】
１．期間：平成 29 年 9 月 20 日～ 12 月 16 日
２．対象：病棟看護スタッフ 15 名

介護スタッフ 11 名

３．方法：
１）アンケートによる現状調査（1 回目）
２）チェックリストを用いた体位変換・車椅子移乗介助技術チェック
３）リハビリスタッフによる勉強会 ( 講義・実技研修 ) 実施
４）勉強会後の体位変換・車椅子移乗介助技術のチェック・指導
（スタッフ１人につき３回実施）
５）アンケートによる現状調査実施（2 回目）
【結果】
勉強会・技術指導結果は 3 回の技術指導にて技術の向上を認め、多くのスタッフの腰痛や身体的負担の軽減が
あった。また、患者の残存機能を活用した介助などの意識が向上した。
【考察】
勉強会・技術指導 1 回では適切な技術を習得できる割合は低かったが、勉強会後から１ヶ月以内に 3 回の技術
指導を行うことにより上昇しており、身体的負担の軽減や患者の残存機能を活用した介助などの意識が向上し
た。定期的な勉強会・技術指導を受けることで技術の向上・維持が図れると考えられる。また、リハビリスタッ
フからの指導を受けることにより、専門的知識や技術の更なる向上に繋がるとともに、コミュニケーションが
図れることで患者の情報共有や連携が取りやすい環境が整えられると考える。
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通所サービス

当院デイケア利用者のほぼ在宅時々入院
永井病院 通所リハビリテーション
にしうち りか

○西内 りか（准看護師）
，高見 香代子，市川 德和
はじめに
当院通所リハビリテーション（以下デイケア）利用者の健康管理は、併設病院の外来と連携して行っている
が虚弱な要介護高齢者が多く毎月入院がある。そこで利用者の「ほぼ在宅時々入院」の現状について調べ、新
たな課題が見えたので報告する。
方法
①入院数②入院の原因③入院前の食欲との関連④在宅の生活支援状況を調べた。対象は全利用者 175 名、期
間は平成 28 年 10 月 1 日～平成 29 年 8 月 31 日とした。
結果
月平均約 12 名、全利用者 175 名中 85 名が入院した。入院頻度は 1 回が 60％で多かった。入院の原因は肺炎
が最も多く 30％、次が心不全、関節炎、四肢骨折、脱水、食欲不振、脊椎椎体骨折であった。入院期間は半
数が 2 週間以内、最短が日帰り、最長が 8 週間であった。入院した者の 75％が 4 週以内に退院した。退院後
利用再開になった者は 76％であった。再開できなかった者は他界、施設入所、継続入院であった。
入院と食欲との関連では、入院歴 2 回以上が 1 回より昼食の摂取量が少ないことがわかった。また、在宅の
生活状況と関連を見ると独居と家族支援が弱い者で入院が多かった。
考察
入院に至らなかった例は症状の早期発見と対応ができた場合であり、入院をしても短期間で退院できている。
急変時の受診体制は整っている。大半が 1 ヶ月以内に退院できているのは多職種、家族との情報共有、気付き
があったからと考える。家族支援の弱さは、関われる時間や量よりは、捉え方、タイミング、双方に無理がな
い方法にあるのではと思われ見直しが必要なケースもあることがわかった。
まとめ
約 1 年間に利用者の半数が入院した。入院数の減少と、入院に至っても早期退院することを目標としたい。
肺炎、心不全、関節炎が原因となることが多く予防や早期対応ができるよう、各疾患を学習し基礎知識を共有
することも重要である。栄養不良者や独居は多職種で情報共有を行い改善への働きかけが重要と改めてわかっ
た。
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通所サービス

『奏』～祭りに響くげんき楽団の軌跡～
永生病院 通所介護げんきの郷
まつうら さやか

○松浦 さやか（介護福祉士）
，渡邉 恵子，中西 美代子，安井 佐登子
【はじめに】当施設は、利用者の残存能力を生かした自立支援を目的に、定員が 20 名で、要支援者 20 名、要
介護者 32 名の方が利用しているデイサービスである。デイサービスにおけるレクリエーションの一環として、
園芸、制作、書道、体操等のクラブ活動を行っている。その中で、全員参加で意欲的に取り組んだ「太鼓クラ
ブ」の成果を報告する。
【太鼓クラブの活動内容】全員で集めたラップの芯、スチール缶、ブルーシート等で
バチや太鼓を製作し、童謡や歌謡曲に合わせて打ち始めた。なかなかリズムが合わなかったが、歌詞の上にリ
ズムを打った楽譜を作り、利用者同士で教え合ったり、職員と一対一で練習を重ねたりするうちに合うように
なり、全員が楽しそうに演奏するまでになった。活動の努力が実り、夏祭りの出演が決定した為、5 名の利用
者とパフォーマンスを行う職員も加わり、げんき楽団を結成した【結果及び考察】夏祭りでは「兎と亀」
「上
を向いて歩こう」の 2 曲を演奏し、拍手と歓声があった。全員で協力して太鼓を作り演奏する事で、利用者同
士の親交が深まり、集団の中でリーダーシップを発揮される利用者も出てきた。認知症の利用者も、一緒に演
奏する事で良い刺激になったと考える。夏祭りへの患者や利用者による参加は珍しく、観覧していた患者から
も驚きと称賛の声があった。今回の取り組みでは、機能的な活性化だけでなく、自信や楽しみを失いつつある
利用者にとって、自分達で考えて道具を作り、練習の成果を発表し、主役として称賛を浴びるという事が、生
きがいや達成感、自信を取り戻す一つのきっかけとなった事は、演奏後の満足げな表情からも明らかである。
【おわりに】当施設の利用者は、日々の生活の中で少しずつ出来ない事が増え、社会での役割が減りつつある。
しかし、これまでの経験や特技を生かした活動の場を提供する事で、より充実した生活を送っていただけるよ
う今後も支援していこうと思う。
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通所サービス

アロマソルトを使用した足浴における効果の検証
平成デイサービスセンター黒磯
むらおか みつえ

○村岡 満枝（介護福祉士）
，尾下 知子，金生 紀章，沖川 由衣，堀川 由佳，上野 律子，平野 春菜
［背景］
当事業所では現在提供しているサービス以外で新たに継続でき且つ利用者にとって有効な取り組みがないかを
検討した。
［目的］
現在、当事業所においては、日常生活支援総合事業の利用者や入浴をされない方の午前中の支援プログラムに
ついて検討を行っている。その中の一つにアロマソルトを使用した足浴を行うプログラムがあるのでその効果
について検証してみたい。
［対象］
両下腿部～足部に浮腫やしびれ感のある方、冷感の訴えがある方、白癬のある方を 10 名選出し、手足にしび
れ感のある方には併せて手浴を実施
［方法］
週 1 回で対象者に実施し、施行前と後にバイタル測定、血色の変化等を観察。2 回目以降は前回実施時からの
痺れ感の軽減の有無や浮腫の増減を確認。
当事業所には、アロマコーディネーターの資格を持っている職員があり、アロマオイルは、リラクゼーション
効果や殺菌力が高いといわれている。
ティーツリーとラベンダーをソルトと調合し、アロマソルトとして使用。
施行時間は 10 分とし湯温を 42℃で統一し下がらないように足し湯やバケツに保護を行い実施した。
対象者は、総合事業対象者：2 名、要介護 1：3 名、要介護 2：5 名。男性：2 名、女性 8 名。疾患はさまざまあっ
た。
［結果］
対象のご利用者様からは足の浮腫みの軽減、痙攣の軽減や発汗作用の改善とご利用者様の身体
的な改善もみられた。又、実施時の夜には快眠できるとの感想もあった。実施時にはフロア内にも
アロマの匂いがし、対象者以外からも「私もやってみたい」と希望が出てきた。
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通所サービス

平成 30 年度診療報酬・介護報酬同時改定における当デイサービスの運営体制変更が業務改善に
つながった事例
富家リハビリセンター苗間 介護部
よこすか みちよ

○横須賀 道代（介護福祉士）
【はじめに】
平成３０年度介護報酬改定によりサービス提供時間区分が１時間区切りの算定へ変更された。報酬改定に伴
い運営体制を変更した結果、減収を抑え業務改善を図れたのでここに報告する。
【目的】
サービス提供時間５時間から６時間へ変更する事で新たな運営体制を構築、利用者様の満足度向上、当事業
所の業務改善を図る。
【方法】
事業所滞在時間５時間１０分から６時間１０分へ変更。職員の勤務時間においては就業規則を変更し対応で
きるようにした。業務改善に関しては利用者送迎を２パターン ( 早便・通常便 ) でのピストン送迎に変更し、
送迎所要時間短縮を図る。またサービス提供時間の延長に伴い、サービス提供内容の充実を図ることで利用者
満足度の向上を図る。
【結果】
サービス提供時間が延長される事で利用者様からの様々なニーズに沿う事が出来るようになった。また、一
部の利用者様を除き減収なく運営する事ができた。併せて職員の残務も減少した。
【考察】
サービス提供時間を延長する事で利用者の求めるニーズに応えられることが多くなった。特に利用者個別の
細かな支援に関わる情報が聞き取りやすくなり、利用者満足度の向上につながったと考える。
業務改善については送迎時間が短縮されたことで実際にデイサービスにかかる所要時間 ( 送迎での乗車時間と
サービス提供時間 ) は 30 分程度の延長にとどまった事、サービス提供時間が１時間延長されたことによる日
中に行う事効率化によって職員の残務も減少したと考える。
【まとめ】
診療報酬・介護報酬同時改定の中でサービス提供時間の変更に伴う運営体制の変更に着目した。今回の報酬
改定で新設された ADL 維持等加算や生活機能向上連携加算においても利用者様の満足度向上につながるサー
ビスであると認識し、加算算定可能なシステムの構築、提供サービス質向上に向け事業所スタッフ一丸となり
取り組んでいきたい。
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IOT

情報共有アプリによる入院相談業務の改善
～フェイスシートアプリによる情報共有～
中江病院 地域連携科
まつざき かおり

○松崎 かおり（社会福祉士）
，藤田 直人，小池 由紀子
【はじめに】
当院は新病院への移転に合わせて、医療体制の充実と退院支援の強化を図り、旧病院では受け入れが難しかっ
た患者を積極的に受け入れられるようになった。しかし、入院調整時に必要とされる情報が多くなり、MSW
は情報収集とスタッフへの伝達にストレスを感じていた。電子カルテと一緒に導入した kintone を利用した病
院業務改善グループウェアを入院相談業務に活用したことで、業務の負担軽減と情報共有の問題点が改善され
ため、その内容を報告する。
【方法、経過】
電子カルテ導入の約半年前から地域連携室が先行してグループウェア開発会社と共同でフェイスシートアプリ
を作成、使用を開始した。電子カルテの記録との区別をし、何度も修正を重ねた。医師、看護師長、薬剤部へ
直接相談をする以外は、緊急性や検討事項がなければ、紹介入院予定の情報発信はアプリ上で行い、各部署が
確認し、受け入れ準備するという流れにした。
【結果】
・当院専用のアプリのため、当院に合わせた情報を入力できるようになった。
・用紙記入、Excel での記録作成の問題点の改善し、入院相談業務の時間短縮した。
・インターネット使用の端末、電子カルテ端末から記録ができ、作業場所を選ばなくなった。
・地域連携室内での情報共有の正確性が増し、申し送りに費やす労力が削減した。
・過去の相談は書類データとともに保存しているので、必要時検索しやすくなった。
【まとめ】
連絡する側とされる側の時間を合わせる必要がなくなり、いつでも入力や更新できるため、入院相談業務の時
間短縮、情報伝達の効率化がみられた。しかし、記録や書類のデータ化の作業には現在でも時間を要している。
今後も入院相談業務の流れの見直しを行い、MSW が相談・連携業務にもっと集中できる環境を整えていきた
い。
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IOT

届出書類データの管理システムについて
高田病院
おにつか さき

○鬼塚 沙紀（事務職）
，宮口 光太，熊迫 健綱，萩原 隆二，髙田 昌実

【 はじめに 】
当課では、施設基準の届出や、病院実績のアンケート調査の提出などを行っている。
これまで 1 件の届出に対し、多くの資料を収集し統計をとっていた為、届出書類が完成に至るまでに多くの時
間を費やしていた。
また、統計をとる担当者によって統計の処理方法にばらつきが見受けられた。
そこで、本研究では届出書類を作成するにあたり、データの正確性の確保、書類作成時間の短縮を図ることを
目的とした管理システムを作成したのでここに報告する。
【 目的・方法 】
① 医事システムからデータを抽出
② 抽出したデータを管理システム（データを自動で計算し表示するシート）へ貼り付け
③ 集計結果を提出用の書式へ入力
【 結果・考察 】
1 つの届出書類の作成に対し、多くの資料を収集した後、そこから統計をとる作業までに多くの時間を費や
していたが、抽出したデータを管理システム（集計結果が自動で表示されるように設定されたシート）に貼り
つけるだけで、大幅に時間短縮を図る事ができた。この短縮された時間を利用し、他の業務に時間をあてるこ
ともできた。また、データのとり方に関しても、個々によってばらつきが見受けられたが、抽出方法を統一し
た事で、データの正確性を確保することもできた。よって、書類作成時間の短縮、業務改善につなげることが
できた。
【 今後の課題 】
管理システムの導入は総務業務全体の約 40％程なので、これから導入を進めていき、診療情報委員会で使用
している中分類の資料や、その他の届出書類等に関しても、管理システムに反映できるよう検討していきたい。
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IOT

介護施設での ICT 活用による業務の省力化の経験例
～個別性と情報共有、省力化を連結した ICT 機器運用と実績～
1 メディカルケア南ヶ丘，2 筑紫南ヶ丘病院
かわの いっせい

○川野 一生（介護職）1，林 啓介 1，渡邊 園代 1，中村 真理 1，下馬場 浩二 1，東川 美和子 1，谷口 義信 1，
青木 絵菜 1，投野 良太 1，野中 賢吏 2
【背景・目的】
介護支援機器類の導入や情報共有が急務とされる介護業界にあって、当施設ではグループ企業で独自開発販
売され医療機器認定を受けた ICT 機器（安診ネット

カイゴ）を導入し業務の省力化を図っている。

私たちは機器類の進化に併せ、情報共有のための重複作業の削減、簡易な情報抽出、全職員が同じ情報を共有
できることなどにより、業務の負担軽減、効率化を進めている。
ICT の持つ利便性としての他職種連携のほか、注意喚起される入居者の状況や送るべき業務の抽出機能により、
どこでも迅速に状況把握が可能な状況を実現できている取り組みについて紹介する。
【方 法】
1.

ICT 機器運用により、共有すべき入居者支援情報の一元管理を行う

2.

情報収集、伝達方法の変化による効率化を確認

3.

申し送り機能を朝礼終礼で活用する事の効果を確認
これらの省力化を期待する方法による業務への効果、効率化を図る

【結 果】
紙媒体からの脱却として、情報共有には大きな変化を職員が感じ取れている。見える化や転記作業の低減、
伝達される情報の均一化などにより、不要な業務の改善や省力化が図られた。
一方で個々の機器運用のスキル、指導方法、機器類では対応できない場合の状況のルール化など、運用面で
の新たな課題も発生する。職員個々の申し送り確認状況の把握が可能になった事や事故や苦情要望などが把握
できる事は、業務発信の内容にも変化を生めた。
【考 察】
ICT 機器類の進化により負担軽減は今後も期待できるが、これら機器類を最大限に活用し、より利用者の利
益や職員に還元するには確かな運用と創意工夫があってこそだと考える。
重複作業や無駄な動線の削減、サービスの質を高め職員の働き方に効果を出すためにも、職員間の連携に意
識を向け、機器類を強力なツールとして今後も業務改善に取り組んでいく必要がある。
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IOT

ＩＣＴ「安診ネット」を用いた自立支援への有効的な介入・サービスに対する検証
1 筑紫南ヶ丘病院，2 メディカルケア南ヶ丘，3 慶応義塾大学医学部
はやし けいすけ

○林 啓介（事務職）1，渡邊 慎一 1，渡邊 園代 2，三好 富士子 1，野中 賢吏 1，伊達 豊 1，前田 俊輔 1，
宮田 裕章 3
【目的】
超高齢社会の進展に対し『科学的介護』は効率的な介護保険サービスを展開し、高齢者の心身機能の維持・
改善を通して健康寿命を延伸させる目標となっている。
『科学的介護』のうち、
『自立支援の促進』にはデータ
の活用、具体的には、診療情報や既往歴などの医療データと、身体機能やどういう介入をしたかなどの介護デー
タを収集し、そのデータを解析することで介護サービスが利用者の状態にどういう効果を与えたかを分析する
必要がある。しかし多忙な介護現場に、介護サービスをするために、データ収集のために手間のかかる入力を
させるのには課題がある。
【方法】
安診ネットは入力の省力化・帳簿の自動作成機能等などにより、介護従事者は自らの労務の削減のために介
入・サービス・利用者の状態をコマンド入力することで、介護保険サービス全般のサービス内容を「構造化」
されたデータとして集積する機能を持つ。そこで安診ネットを導入した約 90 名の介護付有料老人ホーム ( 定
員 100 名 ) の利用者に対し、介護サービス内容のデータを集積し、その項目と利用者の診療情報や既往歴など
の医療データ、身体機能を分析し、利用者の心身状態の変化・改善の関係性について検証を行った。
【結果・考察】
本検証では検証機関が短期間で対象者数も少数ながら、どのような利用者の状態に対し、どのような介入・
サービスを提供すれば、利用者の機能の維持・向上を図ることができるか、自立支援に対する有効性の検証を
行った。昨年の演題では安診ネットの効果として、ケースレポートながら要介護度の悪化率の低下・改善度の
向上の有用性へ可能性を示したが、本検証により「自立支援」に対する介入・サービスの因子分析を行う第一
歩となった。今後は対象者数を増やすと共に、1 年間のデータ取得の上で全国の標準的な心身機能の変化との
比較への可能性も報告するつもりである。
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IOT

AI 健康管理システム「安診ネット」による介護施設入居の高齢者の疾病の早期発見・重症化予
防の検証
1 筑紫南ヶ丘病院，2 長崎大学

公衆衛生学分野，3（社）日本遠隔医療介護協会

特別顧問

まえた しゅんすけ

○前田 俊輔（理事）1，伊達 豊 1，林 啓介 1，渡邊 慎一 1，三好 富士子 1，野中 賢吏 1，青柳 潔 2，矢野 捷介 3
【背景】
今回初めて診療報酬で評価された「オンライン医学管理料」の指針には、在宅医学管理における重要な項目
である「バイタルサイン ( 以後バイタル ) 管理」に関する記述はない。
「現場で当然行われているもの」との認
識と考えられるが、現実的に介護現場ではバイタル測定は週 2 回程度と毎日の測定や熱型表の作成は行われて
いない施設は多くあり、経時的な「バイタル管理」が不十分である場合がある。対象者である高齢患者は加齢
により、体温・脈拍の低下や血圧の上昇を生じる傾向にあり、一般成人のバイタルサインを基準とした従来の
異常判定を適応できないケースが多く、自覚症状に乏しい方も多いため、高齢患者の特性に合わせた「バイタ
ル管理」による疾患の早期発見・重症化予防が望まれる。
【方法】
対象施設の利用者に対し「安診ネット」を用い、入居者の日々のヘルスデータを継続的に収集し、蓄積され
たデータから各人ごとのバイタルデータの個体内変動を分析することで、各個人ごと特性のある『異常値』を
機械学習により検知し、スコアリング法により医療・介護従事者に注意喚起をする新たな検知法の検証を行っ
た。従前の安診ネットによる単独バイタルでの発病リスクの判断は、個人別に正規分布を示す血圧・脈拍・体
温に関し、平均値を中心に±２σ（約 5％）を『異常値』としており、疑陽性が一定程度あるのは否めない。
そこで今回「複数の生理学的測定値の変化および単一変数内の大きな変化を介して臨床的劣化が見られるとい
う原則」に従い複数のバイタル異常に対するスコアリング法を用いた。
【結果・考察】
対象施設でのデータを分析し、心不全等の増悪に対しカットオフ値を設定し、どのタイミングで介護施設か
ら病院に受診すれば有効かを検証した。引き続き対象者や対象施設を増やし、医療資源の乏しい介護施設での
ＡＩ健康管理システム活用による健康管理の質と効率の向上につながる検証を行う予定である。
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IOT

ICT( 安診ネット ) を使用した遠隔健康モニタリングシステムの経験例
1 筑紫南ヶ丘病院，2 メディカルケア南ヶ丘
わたなべ しんいち

○渡邉 慎一（医師）1，笹冨 輝男 1，藤岡 史子 1，林 啓介 2，野中 賢吏 1，三好 富士子 1，前田 俊輔 1，伊達
豊1
【はじめに】
慢性期医療における遠隔医療の活用は遠隔画像診断等に比べ遅れている。慢性期医療では既往歴、現在の患者
のバイタルサイン（体温・血圧・脈拍・呼吸数・酸素飽和度・意識レベル）などの情報が重要であるが、ICT
を用いた手法の考察は充分とは言えない。そこで ICT を利用した健康管理システム（安診ネット）を用い、
介護付き有料老人ホームにおいて遠隔医療を経験した例を報告する。
【対象と方法】
当院に併設された介護付き有料老人ホーム（100 室）の入居者を対象とした。方法としては毎日職員がバイタ
ルサインを測定し、安診ネットに自動入力。その経時的なバイタルサイン情報を医師が定期的にチェックし、
訪問診療時には、多職種で医師・看護師・介護士・ケースワーカーで情報交換及び既往歴などを参考にし、診
察を行った。さらに安診ネットによりバイタルサイン異常値が検出された場合には、予定された訪問日以外で
も病院に連絡をしてもらい、担当医師が受診等の指示を行った。
【結

果】

症状１

87 歳男性

心房細動、心不全の既往あり。2 月 16 日までバイタルサインの異常は見られなかったが、

2 月 17 日に安診ネットにて SpO2 低下、血圧低下、心拍数上昇を認め、そのデータを担当医師が遠隔から確
認し、外来受診を指示した結果、胸水の増加を認め、心不全と診断され入院加療となった。 症例２
性

93 歳男

平常時、心拍数７０～８０で自覚症状はなかった。4 月 17 日に、安診ネットにより心拍数 40 の徐脈を担

当医師が遠隔から確認し、外来受診を指示した。ホルター心電図を施行した結果、3 秒近く洞停止を認め、洞
不全症候群と診断した。
【考察とまとめ】
ICT（安診ネット）による施設入居者に対し、経時的な遠隔モニタリングを行うことにより、遠隔診療の有用
性の可能性が示唆された。今後は症例数を増やし、その有用性を引き続き検証する予定である。
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医療の質（1）

高齢者糖尿病患者の自己管理への支援
いわき湯本病院 看護部
じょうど しずか

○浄土 静香（看護師）
，田所 永，平子 真由美
【はじめに】
糖尿病患者において食事療法・運動療法・薬物療法の３条件を柱とする治療が重要である。なかでも自己注射
は正確な手技の習得が大切である。A 病院外来は高齢者の糖尿病患者も多く通院している。そのため、外来看
護師の役割として身体機能や認知機能を把握した上で個別性のある指導が求められる。今回、自己血糖測定・
インスリン自己注射実施に対して不安と恐怖感があり、すぐに指導開始できなかった患者の意欲向上を図り、
自己管理に向けての支援を行った結果、自己管理へ至った一事例を報告する。
【目的】
自己血糖測定・インスリン注射実施への不安の除去に努め、自己管理に向けて支援を行うことが出来る。
【方法】
1. 期間：平成 29 年７月～平成 30 年１月
2. 対象：A 氏 67 歳 女性

平成 26 年

Ⅱ型糖尿病の診断（内服治療開始）

生活状況：1 人暮らし（夫は入院中）
3. 方法
1）毎日外来に通い、看護師が血糖測定・インスリン注射実施する。
2）個別的なパンフレット・食事チェックリストを作成し、不安と恐怖感が軽減した時点で指導開始する。
【結果】
毎日外来に通い、看護師が血糖測定・インスリン注射を実施した。自己管理に向けて身体機能や認知機能を
考慮し、不安と恐怖感を軽減するために時間をかけて積極的な声掛けと励ましを行った。その結果、2 か月後
に A 氏より「自分でもできそう」という前向きな言葉が聞かれ、A 氏が生活をイメージできるような個別性
を踏まえたパンフレットを作成し、指導開始することで意欲が向上し自己管理へと繋がった。
【考察】
身体機能や認知機能を考慮して時間をかけた積極的な声掛けと励ましは、A 氏との信頼関係を築くことがで
き、不安・恐怖感を軽減し意欲の向上に繋がったと考えられる。また、A 氏の生活にあったパンフレットでの
指導と食事チェックリストを記載してもらいながらの指導は日常生活をイメージすることができ、行動変容に
効果的だったと考える。
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医療の質（1）

特定行為研修修了者が行う訪問看護の意義を考察する
～医療機関からの訪問看護への取り組みを通して～
北条病院
ひろはし かおり

○廣橋 香織（看護師）
，岡田 希世，小原 睦美，竹田 喜久恵，髙石 義浩
社会が超高齢化する中、患者の高齢化・重症化が進み、医療ニーズが高い状態で退院となる患者が多数いる。
当院においても、医療ニーズが高い高齢患者数が増加する傾向にあり、退院困難や入院日数延長につながって
いる。地域包括ケアシステムの中で重症化する高齢患者や家族を支え、
「時々入院、ほぼ在宅」を実現するた
めには、在宅医療の充実が重要となる。当院では、退院から在宅へスムーズ移行するための取り組みとして、
特定行為研修修了者を訪問看護師に任命し、退院直後の訪問看護を開始した。今回はその取り組み報告すると
ともに、事例を通して特定行為研修修了者が行う訪問看護の意義を考える。
当院では、平成 29 年に 1 名が特定行為研修を修了し、現在 2 名が研修中である。特定行為研修修了者が在宅
医療での役割を果たす為に、平成 29 年 9 月から医療連携室で退院支援を業務を行なった。介護保険などの社
会資源を学び、介護支援専門員をはじめ様々な職種と関わり、患者・家族の漠然とした不安が、次第に退院後
の生活への不安へと具体的になっていく過程を経験した。平成 30 年 5 月訪問看護開始。膵のう胞ドレーン・
十二指腸ドレーン留置中の患者や終末期の膵臓癌患者など医療ニーズの高い患者に訪問看護を行い、途中、発
熱などが見られたが再入院することなく在宅療養を継続し、退院直後 2 週間を目途に状態が安定したことを確
認して訪問看護ステーションへ引継いでいる。
医療ニーズが高い患者であっても、退院直後から医療機関からの訪問看護が関わることで再入院することな
く自宅療養の継続が可能であると分かった。特定行為研修修了者がエビデンスに基づいた判断で異常を早期発
見し、タイムリーに対処することで患者・家族の安心にも繋がると考える。今後は、褥瘡や気管カニューレ挿
入中の患者、脱水・感染症の危険性が高い患者も予想され、特定行為を行うことで患者の医療ニーズにタイム
リーに対応していきたい。
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医療の質（1）

内服自己管理能力診断テストの効果検証
京都南西病院 看護部
なかばやし れいこ

○中林 礼子（看護師）
，寺田 奈津希，松本 敦子
Ⅰはじめに
当病棟は 38 床の回復期リハビリテーション病棟である。入院患者の多くは、退院後も内服を継続していかな
ければならないことが多い。患者が自身の疾病と内服の必要性を理解し、疾病のコントロールを良好に行って
いくためには、入院中から退院後を予測した内服指導や介入が不可欠である。当病棟ではオリジナルの内服自
己管理能力診断テスト（以下、テストとする）を用いて、患者の内服自己管理能力を統一した視点で評価して
いる。今回、テストの有効性を検証したので報告する。
Ⅱ研究方法
1．研究期間：平成 30 年４月１日～ 6 月１日
2．対象者：退院後に内服管理が必要な入院患者 7 名
3．方法
① 当病棟で使用している、テストを用いた
１）テストの内容は、１日に飲む内服回数 / 内服内容 / 入院原因疾患 / 以前より継続して治療している疾患 /
内服内容 / 日付 / 昼夜感覚 としている
２）テストは 30 点満点
３）テストの点数にかかわらず内服自己管理を開始する
② テスト後、実施した看護師にアンケートを実施する
Ⅲ結果
テストの合格点は 24 点とした。
合格者（3 名）の改訂長谷川式簡易知能評価スケール（以下：HDS-R）: 平均 25 点。全員自己管理できた。
不合格者（4 名）の HDS-R: 平均 13 点。不合格者は内服指導を行ったところ、退院までに 1 名が自己管理可能
となった。
Ⅳ考察
HDS-R の点数が低くとも内服指導を行うことで処方された薬を指示通りに服用できる可能性がある。
HDS-R の点数が内服自己管理能力の決定要素ではなく、テストの点数を指標とすることで、能力に応じた内
服指導ができた。
Ⅴ結論
現段階では対象患者が少なく、効果の証明には至らなかったが、発表時は症例数を増やして検討した結果を報
告する予定である。
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医療の質（1）

継続した服薬管理に向けて～アンケートから見えた課題～
加治木温泉病院
くぼた なおこ

○久保田 菜穂子（看護師）
，福森 かなえ，池田 かおり，新本 紀子，髙田 昌実

はじめに
当院では慢性疾患をもつ高齢者が多く入院しているが、その入院の原因の中には入院前の自宅での服薬コン
プライアンスが悪いケースがある。今回当院では、服薬コンプライアンスが保持されると、疾患に対する合併
の予防・進行の予防・再発の予防に繋がり、在宅療養中の患者が継続して在宅生活が送れるようになるのでは
ないかと考えた。そこで、服薬指導に関する看護師の意識調査を行い、服薬指導の現状及び今後の課題を見出
したため、ここに報告する。
研究方法
１．期間：平成 28 年 7 月 29 日～ 9 月 1 日
２．内容：当院病棟勤務 看護師８２名に対するアンケート調査
結果
入院後、服薬方法を病棟スタッフで決定し、服薬の工夫をおこなっていた。病棟看護師は入院中に在宅も含め、
今後を見据えた服薬指導をしていた。
外来看護師が症例カンファレンスへの参加や、入院中に患者の状況・背景把握など病室訪問をおこなうことで、
情報の共有や継続看護となりうるのではないかとの意見もあった。
考察
医療者は、患者の権利を尊重しインフォームドコンセントを行い、服薬について理解してもらう必要があり、
退院後も確実に内服が継続されるように援助していく必要がある。また、家族や介護支援専門員にも協力を得
られるよう体制を構築することで患者が安全に在宅で管理を行うことにつながる。入院中に病室訪問やカン
ファレンスに参加し、患者と共に在宅での管理を考えていくことが継続した看護につながると考える。医療者
と患者がコミュニケーションを取りながら薬の情報に納得した上で薬を決定することで、自己判断による服薬
の中断や飲み忘れが減少する事が期待できるのではないかと考える。
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医療の質（1）

介護記録の現状と課題
高良台リハビリテーション病院
たけいし しゅうぞう

○武石 周三（介護福祉士）
，大塚 隆大，大澤 利通
【目的】A 病院では記録の質担保の為、月一回経過記録の監査を行っている。平成 28 年度に経過記録標準監
査を分析した結果、経過記録の質に個人要因があることがわかった。そこで、平成 29 年に記録に関する集合
教育と職場内教育の取り組みを行った。今回、集合教育と職場内教育前後での記録の変化を分析し、今後の教
育支援に繋げることを目的とする。
【方法】対象は介護職員 24 名とした。A 病院独自に作成した監査項目 10 項目から構成された経過記録標準監
査票の結果を数値化（出来ている：1 点、出来ていない：0 点）し、平成 28 年 4 月から平成 28 年 12 月までを
教育前、平成 29 年 4 月から平成 30 年 3 月を教育後として、教育前・教育後の二群間比較を Pearson のΧ 2 検
定を用いて分析した。また、監査項目と合計点数の関係を Spearman の順位相関係数を用いて分析した。
【結果】教育前と比較し教育後の点数が有意に高い結果であった（P ≦ 0.05）
。また、監査項目と合計点数の関
係は、教育前では「アセスメント」
「リハケアと患者の反応」の 2 項目に正の相関が見られたのに対し、教育
後ではさらに「問題ごとの記録」
「客観的データの記録」の 2 項目にも正の相関が見られた。
【考察】古市らは、勉強会の実施を通して経過記録、介護に関する意識が向上したと述べている。今回の結果
から、集合教育と職場内教育により、記録に関する知識・意識が高まったことが考えられる。一方で、平成
28 年度の分析と同様に、経過記録の質に個人要因が影響していることも示唆された。今後は職員一人一人に
指導計画をたて、集合教育や職場内教育、更に職場外教育を組み込んだ教育が必要である。
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医療の質（1）

施設勤務特定行為研修修了看護師の活動状況と職員の意識調査における検討
1 介護老人福祉施設
3 介護老人福祉施設

ヴィラ町田 看護科，2 介護老人福祉施設
ヴィラ町田 リハビリ科

ヴィラ町田

介護科，

ねもと ちえ

○根本 千恵（看護師）1，白井 あかね 2，木下 裕基 3，小笠原 隆人 1
【背景】
医師が常駐しない介護老人福祉施設では、必ずしも受診や入院が必要のない範囲での利用者様の病状悪化の
場合に、当該看護師の需要はきわめて大きい。当施設でも平成 29 年 4 月以降、相当数の特定行為が実践され、
利用者様やご家族にとって多大なメリットをもたらしてきた。しかしこれまで、当該看護師の活動状況の報告
は多いが、介護老人福祉施設における多職種の職員の意識調査における報告は少ない。
【目的】
介護老人福祉施設における特定行為研修修了看護師の活動状況と、そこに勤務する多職種の職員の意識調査の
結果から、現状の課題を抽出し、チーム医療における当該看護師の役割を再考する。
【対象と方法】
① 平成 29 年 4 月から平成 30 年 1 月までの特定行為実施件数と内容の分析
②

当施設（利用者定員 220 名）に勤務する多職種の職員：看護師、介護士、栄養士、リハビリ担当者、介護

支援専門員、社会福祉士、事務職に対するアンケート調査（制度・具体的内容・周囲への効果に対する質問 6
項目と自由記載）
【結果】
① 実施総数 302 件（脱水：124 件、感染徴候：108 件、褥瘡関連：34 件、抗精神病薬：29 件）
② 回収率：86.7％
「心強い」、「頼りになる」など当該看護師の存在意義と重要性が強調される回答の一方で、制度そのものの認
知度の低さ、活動内容の誤解、頼りすぎてしまうなど、負の側面の回答も散見された。
【考察とまとめ】
入所している利用者様に一番身近な医療職である看護師が特定行為研修を修了し、さらに医学的な知識や技術
を高めることで、診療の補助の質・量を向上することにつながっている。医師への相談を減らし、手順書に基
づき利用者様にタイムリーかつ効果的な医療・看護を提供することができることは、医師の常駐しない介護老
人福祉施設における当該看護師の存在意義が改めて再認識され、今後もさらに、活動範囲の拡大が期待されて
いる。

第 26 回日本慢性期医療学会 in 鹿児島

10-1-7

医療の質（1）

シンク・ペア・シェア導入によるカンファレンスの効果
三船病院 看護科
とみざき やすのり

○富崎 康哲（看護師）
Ⅰはじめに
カンファレンスに参加する全てのスタッフがカンファレンスのテーマに向き合い意欲的に自らの考えを表現で
きることにおいて、学校教育において活動性を高める授業づくりに用いられる共同学習の中にある「シンク。
ペア・シェア」の技法を導入し導入前後のアンケートより数値化を行い検証、評価し、その有意性を調査・検
討することとした。
Ⅱ目的
1. スタッフのカンファレンスに対する意識、責任感の向上を図り効果的なカンファレンスにつなげるためシン
ク・ペア・シェア導入が効果的であることを検証する。
2. 病棟スタッフの共通認識の向上を図る。
Ⅲ方法
1. 全職員にシンク・ペア・シェア導入前後のカンファレンスに２回ずつ参加する。
2. アンケートを実施しシンク・ペア・シェア導入における効果を検証・評価する。
Ⅳ結果
1.「自分の意見や考えを準備して望むことができた」
「責任をもって患者のことを意識して考えることができた」
の項目において有意性が認められた。
2.「発言のしにくさや遠慮は生じなかった」
「他者の意見に流され自分の意見や考えを述べることができなかっ
た」の項目において有意性は認められなかった。
Ⅴ結論
1. シンク・ペア・シュア導入によるカンファレンスは社会的手抜き（リンゲルマン効果）の減少につながり個々
の責任が大きくなるため、能動性・主体性の向上に効果がある。
2. スタッフ間の相互理解が生まれることにより肯定的に相互依存しあい共有することができ個々の達成感につ
なげられる。
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医療の質（2）

Ａ介護療養病棟に入院する患者・家族等満足度調査～サービスの質の向上を目指して～
富士小山病院 看護部
いわた ゆみえ

○岩田 有美恵（介護支援専門員）
，滝口 明子，花澤 眞由美
【はじめに】介護保険開始より 18 年が経過し、
厚生労働省は「施設から在宅へ」の方針を打ち出してきている。
当院においても介護療養病棟開設から 14 年が過ぎ、変換期を迎えている。そこで患者・家族等の満足度を調
査し、更なるサービスの向上を目指していきたいと考え、調査・研究を行うこととした。
【方法】対象 平成 30
年 2 月 1 日現在で A 介護療養病棟に入院する患者・家族等で、半年以上の入院期間を有するもの 調査方法 無
記名でのアンケートを実施（留置法による自記式質問紙調査）回答については、匿名性を高めるため、郵送に
て返信 調査実施期間 平成 30 年 2 月 1 日～平成 30 年 2 月 28 日 主な調査内容 環境・アメニティ・サービス・
接遇・ケアプラン・料金等の 59 の質問をおこなった 分析方法 単純集計【結果・考察】対象患者数 55 名 回答
数 32 通 回答率 58.1％ 回答者の背景は、
「子」が 53.1%「60 歳代」が 56.2% だった。患者については、
「80 歳代」
が 53.1%、「90 歳以上」が 40.6% と大半を示している。低評価だったのは、プライバシーへの配慮や照明・臭
気対策となっている。これは、当院が一般病棟を改築した従来型多床室となっており、ユニット型ではない為、
このような結果になったと推測される。この結果を病棟に戻し、プライバシーへの配慮・照明・臭気対策を検
討予定である。ケアプランについての項目では、介護支援専門員との話し合いの頻度においては 40.5％の方が
適切でないと感じている。また、サービス担当者会議への出席率は 31％と低く、内容に関し 22％が「満足し
ていない」と回答となっている。この対応としてサービス担当者会議への出席を促し、家族との連携をさらに
密に行っていく必要性を強く感じた。このアンケートを実施し、患者・家族が当院介護療養病棟に対し、どの
ように感じているのかを理解することができた。この結果をもとに、病棟職員とともに患者・家族へのサービ
スの質の向上を目指していきたい。
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医療の質（2）

人工関節手術後に水疱を形成しない冷却方法の検討結果
西宮回生病院 看護部
ますだ えつこ

○増田 悦子（看護師）
，齊藤 晃子，中島 三恵，田中 徳子
[ 背景 ]
人工関節手術後の局所症状として患部の腫脹がよくみられる。腫脹が強いと局所的な静脈還流の悪化により細
胞間や細胞内に浮腫が生じ、表皮内に水疱を形成する。腫脹や疼痛の軽減のために患部の冷却が有効であるこ
とは、多くの研究で明らかにされている。
2016 年 10 月に人工関節センターを設立し、人工膝関節置換術と人工股関節置換術を開始した。周術期看護を
実践する中で、術後の患部に水疱形成を発生した症例を複数経験した。
[ 目的 ]
術後の効果的な患部冷却方法を検討し、腫脹を軽減させ水疱を形成させない。
[ 対象 ]
A 群：2016 年 10 月～ 2017 年３月にアイスノンのみで患部冷却した患者 34 人。
B 群：2017 年４月～９月にアイスバッグのみで患部冷却した患者 51 人。
[ 方法 ]
A 群はアイスノンのみで患部冷却し水疱形成した患者数を過去のカルテから調べた。B 群は研究期間中にアイ
スバッグによる患部冷却に変更し、水疱を形成した患者数を調べ比較検討した。
[ 結果 ]
水疱形成をした患者数は、A 群９／ 34 人、B 群０／ 51 人であった。アイスバッグでは水疱を形成しなかった。
[ 考察・結論 ]
アイスノンとアイスバッグの大きな違いのひとつは、接触面積である。軟らかいアイスノンでも、身体の曲線
に密着させることは難しい。しかしアイスバッグは形状をを変化させることが可能で、密着度が高い。もうひ
とつは氷の冷却能力である。患部の表面だけでなく深部まで冷却するという目的を達成するために最も優れて
いるのは氷であり、０度の氷は質量あたりの冷却能力が高く接触面から熱を奪う効果が高いと言われている。
アイスノンをアイスバッグに変更したことで、接触面積の拡大と冷却能力の向上により冷却能力が上がり、患
部の腫脹を軽減できたため水疱形成がなくなったと考える。
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医療の質（2）

疼痛軽減に配慮した介助で QOL 向上が得られた頸椎損傷の一例
出水郡医師会立第二病院 看護部
やまだ かずみ

○山田 和美（看護師）
，坂上 愛，城ノ上 恵美
【はじめに】
身体的疼痛は患者の QOL を大きく損なう。今回、体動時疼痛の著しい患者に対し疼痛の増強がない移乗動作
の統一した援助を行い、患者の日常生活に変化がみられたのでここに報告する。
【事例】
80 歳 男性 交通事故による頸髄損傷 受傷後 9 ヶ月 四肢麻痺あり。
入院時：体動時に両肩の疼痛が増強し本人も介助側も移乗動作に不安を抱えていた。ジクロフェナク坐薬使用、
リハビリにて徐々に座位保持や車椅子移乗が可能になっているが、殆ど臥床していた。ADL は全介助で QOL
は低く、昼夜問わず大声で痛みを訴えたり、体に触れることを嫌がるような言動が多かった。
対策：移乗動作の注意点、ポイントなどをリハビリスタッフに指導してもらった。それによりスタッフの
80％は不安が解消されたが、20％の人がまだ不安と感じていたため、移乗時のポイントをさらに写真で提示し、
介助の統一化を図った。
対策後：車椅子での食事摂取、トイレ排泄や病棟内散歩が出来るようになり、徐々に離床時間は増加、1 日
120 分が 415 分に増えた。疼痛状況はチェックシートを作成し、移乗時の疼痛の程度を調べた。介入前は VRS
スケール 3 ～⒋であったが介入後は 0 ～２となった。又、疼痛増強時に使用していたジクロフェナク坐薬は、
介入前は多い時で 7 個、介入後は 0 ～ 2 個と減少している。患者の言動も介入後は前向きな発言が増えている。
【考察】
体動時疼痛が強く、動くことへの恐怖が QOL 低下をきたしていた。疼痛軽減に配慮し互いに不安のない移乗
動作を図ったことで、離床時間が増え他者と関わることができるようになった。疼痛により臥床傾向であった
患者に対して、疼痛軽減に配慮した介助方法の統一を図ったことが活動意欲の向上に繋がり、QOL が向上し
たと考えられる。
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テーマ せん妄予防への取組み
―DOS スケール・援助計画を使用して―
日の出ヶ丘病院
つちや ようこ

○土屋 洋子（看護師）
，田中 恵美子
はじめに：当病棟において、せん妄発症する患者の対応に困惑していた。せん妄発症を予測し、早期に看護
介入することでせん妄予防することができるのではないかと考え取り組みを行った。看護師の経験や知識に左
右されず、判定に訓練を要さず、３項目以上該当するとせん妄のリスクが高いといわれている「せん妄観察ス
クリーニング DOS-13 scale（以下 DOS という）
」を使用し、該当した患者を抽出し、スタッフ全員が同じ看護
介入を早期に実施することでせん妄の予防に取り組んだ。
方法：2017 年 8 月～ 12 月に入院した患者 206 名を対象に DOS を使用し、スクリーニングされた患者に「急
性混乱」の看護問題を立案し援助項目表に基づき介入を行った。入院による環境適応への援助を計画し、せん
妄の出やすい入院から１週間を目途に看護介入をした。せん妄発症の評価 、不穏・急性混乱・錯乱（夜間睡
眠状況・大声・危険行動・暴言暴力・落ち着きのなさなど）をフローシートと経時記録から読み取り、評価し
た。
結果：DOS で３項目以上該当した患者は 8 名で、援助項目に沿って同じ介入を行った結果 A 氏 1 名がせん妄
を発症した。A 氏はせん妄発症リスクが高く、DOS5 点であり、入院初日からせん妄を発症した。肝機能障害、
睡眠障害があり、睡眠薬を内服・身体拘束・点滴をしていた。他の 7 名は発症しなかった。せん妄を予防出来
た要因は、部屋移動をせずに静かな環境を保てたこと、良く睡眠がとれていたこと、睡眠がとれていたことで
生活のリズムを保つことができたこと、点滴ルートに関しては点滴を日中に終了し身体拘束している時間を短
くした。また、当日受け持った看護師が意識的に、頻回な訪室を心がけ、声かけ・傾聴をしたことが予防に繋
がったと考えられる。
まとめ：DOS スケールを用いせん妄を起こす可能性のある患者を抽出し、援助計画を明確にし、スタッフが
同じケアを行うことでせん妄を予防することができたと考える。
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医療の質（2）

看護師特定行為研修修了後の実践報告～訪問看護ステーションでの活動を通して～
1 江藤病院 看護部，2 江藤病院
いくた さとこ

○生田 聡子（看護師）1，大和 孝子 2，日下 至弘 2，由宇 教浩 2，武久 洋三 2
【背景】
2015 年 10 月に「特定行為に係る看護師の研修制度」がスタートし、第 1 期生として 1 年間の研修を終えた。
特定行為は、医師の手薄な在宅医療の現場にこそ必要であると謳われている。
【目的】
制度開始から 1 年余りの活動を振り返り、その効果が得られた症例について考察する。
【対象】
平成 28 年 10 月～平成 29 年 12 月に実施した特定行為
【方法】
調査期間中に実施した特定行為の集計及び症例報告
【結果】
当院を主治医とする 22 名の患者に対し、124 行為を実施。内訳は創傷ﾃﾞﾌﾞﾘｰﾄﾒﾝﾄ 37%、インスリン調整 25%、
脱水補正 23% が多く、カニューレ交換 9%、抗菌薬投与 5%、向精神薬投与 1% であった。最も多い褥瘡関連
について、末期癌の症例にその効果を得た。
【症例】
70 代女性、肺癌、要介護 4。主訴、癌性疼痛、嘔気。黒色壊死を含む褥瘡 4 か所あり。予後１カ月。本人の強
い希望を尊重し自宅へ退院した。脱水補正、褥瘡壊死組織の除去について特定行為の同意を得た。脱水補正に
ついては、摂取量回復が得られた事と、終末期後期での手順書修正により、実施には至らなかった。褥瘡につ
いては、低栄養と衰弱により退院直後から急速に悪化したが、週に 2 ～ 3 回特定看護師が処置を実施。毎週の
訪問診療に同行し、医師が直接効果を評価する機会を持った。結果、褥瘡感染が回避でき体調が安定した。 1
度の発熱もなく、穏やかに自宅で最期まで過ごす事が出来た。
【考察・結論】
今回の症例は、特定行為なしでは医師の訪問が頻回に必要であり、在宅継続は困難であった。終末期患者への
褥瘡デブリートメン トは、単に褥瘡の改善という目的とは異なり、治る見込みがなくても、医師不在の在宅で、
穏やかな看取りを支える為の一助となり得るということに気づかされた。今後も、在宅で介護者を支え、尊厳
ある最期を支援する事を自身の一つのテーマとして、特定行為を活用していきたい。
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医療の質（2）

手指消毒剤使用率向上に向けた向けた取り組み～基礎からの見直しを含めた意識付け改革～
セントラル病院 看護科
ごとう せいか

○後藤 聖佳（看護師）
，小川 潤士
Ⅰ，はじめに
WHO が推奨する手指消毒剤使用量は、1 回 2 ～ 3ml とされているが、医療従事者の多くが、手指衛生を遵
守出来ていない。よって、手指消毒剤使用率向上に向けての取り組みを行った結果、飛躍的結果が見られた為、
ここに報告する。
Ⅱ，研究方法
1、方法
・研修開始前後のアンケート調査
・毎月の研修と振り返りテスト実施
・手指消毒剤使用量の調査 ( 研修開始前後比較 )
Ⅲ，結果
研修前アンケートで、『手指衛生は必要だと思うか ?』の質問に「十分にそう思う」と回答した職員は全体の
86％、
「そう思う」と回答した職員は 14％であったが、個人持ち手指消毒剤の交換回数が、1 ヶ月に 5 回以上
の職員は全体の 8％、病棟の総使用量は平均 530ml と、推奨量には程遠い。しかし、研修後には個人持ちの手
指消毒剤交換回数が、5 回以上の職員は全体の 70％と飛躍し、総使用量も平均 1480ml と大幅に増大。
Ⅳ，考察
毎月の研修実施で、感染対策に対する知識構築、見直しが行われた為、手指衛生への意欲と意識付けの向上に
繋がったと考える。また、振り返りテスト実施で、知識の見直しと再確認が出来きた事で、意識付けに貢献し
たのではないかと考える
Ⅴ，まとめ
今後の課題は、病棟毎に活動や改善を行うのでなく、委員会中心で組織的に、手指衛生遵守率向上への対策を
行う。次に、これまでの対策を継続、習慣化する為、視覚的アプローチを増やす。感染症罹患患者の推移を提
示し結果を追う事で、遵守する事の必要性を更に見出す事も大切と考える。また、手荒れへの指導や、手荒れ
後のリカバリーを充実出来る対策を整え、更に手指消毒遵守率向上へ繋げられるよう対策が必要と考える。
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医療の質（2）

治療に拒絶的な患者との信頼関係の形成
～褥瘡治療を通して～
藤民病院

２階病棟

ふくろべ みわ

○袋邊 美和（看護師）
，牧本 知香子，片山 拓，前田 拓人，嶋本 由紀，大野 倫範
【はじめに】
治療やケアに不信感を抱いた A 氏が褥瘡治療を通して信頼関係の形成に至った経緯を一部考察を交えて報告
する。
【研究対象】
2018 年 1 月から 4 月まで当院に入院。
62 歳男性Ａ氏。20 年来の脊椎損傷と 1 年前の小脳出血後遺症により下半身に麻痺、両下肢拘縮あり。入院時、
両大転子部、仙骨部に褥瘡があった。入院前は独居、褥瘡は他者に見せようとせず自分で軟膏を塗布していた。
入院時は寝たきり状態であり褥瘡処置には抵抗を示すが褥瘡部を自身で見たことがなく、入院中一切見る事は
なかった。
【看護の実際】
A 氏は当病棟に転棟する前から気難しい、対応しづらいという情報があった。入院時より「病院食ら食えるか」
と病院食を摂取せず、服薬についても「ここの薬を飲んだら下痢になる」と市販の薬を服用しようとする行動
が見られた。また、貴重品を肌身離さず持っており、スタッフがそれを見ると布団の中に隠していた。
褥瘡に対しては陰圧閉鎖療法を導入するが、入院当初は特定行為に係る看護師以外に創部を見せる事はなく、
看護師が創部を見ようとすると「お医者さんごっこか！」
「下っ端が」といった言動があり、スタッフ間でも
A 氏との関わりを避けたい気持ちになる傾向にあった。
これらの行動に対して 1. 医師や特定行為に係る看護師より治療の必要性について説明。2. 一貫したケアが提
供できるようレナシス実施手順書の作成。3. 貴重品管理用のセーフティボックス設置。4. ケア時や訪室時には
褥瘡が改善してきている事を説明など、拒絶されながらも A 氏に関心を持ち根気よく関わり続けたことで治
療が進み車イスで退院することができた。
【考察】
A 氏は不安と不信感を抱え当院に入院し、病棟では入院前の情報で身構えた対応をしていた。これらの双方の
気持ちが治療関係の形成を阻害していたと考える。患者の思いを知り、理解できたことで A 氏の不信感・不
安感を払拭し、双方の信頼関係の形成へと繋がったと考える。
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在宅医療

訪問診療

慢性期医療機関が実施する訪問診療と医事課の役割
1 定山渓病院 経営管理部・医事課，2 定山渓病院 経営管理部
ながお たけし

○長尾 武志（事務職）1，佐藤 敢 1，菊地 攻 2
当院では訪問診療を医事課職員が医師に同行し、平成 25 年 6 月より開始している。これまでの実績報告と医
事課の役割を検証し報告する。
平成 30 年 5 月末現在の実績は、平成 25 年度述べ数 46 名だったのに対し、平成 29 年度では 1,891 名まで伸び
てきている。訪問診療から入院につながった件数については、平成 25 年は 0 件だったが、平成 29 年では 37
件まで伸びている。逆に当院から在宅へのケースは 5 件となっている。
医事課の役割として、主な業務内容は、訪問診療時の補助、新規相談業務、各事業所・施設の問合せ対応、
電子カルテ代理入力、算定業務、訪問日程調整、居宅療養管理指導の文書作成等である。
訪問診療の相談・調整する際の留意点として、通院できない状態にあり、若しくはそのようは環境におかれ
ているか。当院から半径 16 キロ以内にあるか。院外処方せんを発行した場合に最寄りに調剤薬局があるか。
その他に介護サービスを受けているか。などに留意している。
取り組むべき課題としては、5 年間の活動の中でいくつか明確になってきており、院内での検討・改善が求
められる。
まとめとして、医事課の役割として、円滑な診療補助とスムーズな対応が求められてくる。その為には、効
率良く日程を組み医師になるべく負担のないような診療日程が必要となっていく。患者さま・ご家族、施設職
員と医師とのパイプ役に徹し円滑に訪問診療を行えるようにマネジメントをしていくことが重要と考える。ま
た、慢性期医療機関が求められる姿は「機能分化と連携」であり、院内で培われた取り組みを地域に還元する
役割は重要であると考える。長期療養患者を受け入れる機能だけでなく、地域の中での役割を意識した、病院
機能が求められる。入院という安心を提供できる上で、当院にとって有用であると考え、この取組みを医事課
として今後もサポートしていく。
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在宅医療

訪問診療

最後までかかわりあうための食支援
～在宅療養における栄養ケアに関するアンケート調査結果報告～
堺温心会病院 栄養部
ぼう はるみ

○房 晴美（管理栄養士）
［目的］
当院は、地域医療に主眼を置き在宅復帰および在宅医療、在宅介護に繋げる切れ目のない医療の提供を行っ
ている。訪問栄養指導に結びついたのは、平成 28 年 12 月より現在までわずか 15 件であった。そこで、療養
者の生活の基盤となる在宅栄養ケアの充実に向けた取り組みを実施することを目的に、在宅療養者を支援する
関係職種を対象に意識調査を行った。
［方法］
当院近隣施設の診療所の医師、ケアマネジャー、訪問看護師、ホームヘルパーに ｢在宅療養における栄養ケ
アの現状と課題｣ の内容のアンケートを作成し送付した。調査期間は平成 29 年 12 月～平成 30 年 1 月とした。
［結果］
アンケートの回答率は、診療所 39.1%、訪問看護師 43.1%、ケアマネジャー 10.7%、ホームヘルパー 3.8% と
全体的に極めて低く、栄養ケア事業は地域として関心の薄さが解った。しかし、診療所は、栄養ケアが必要な
対象者がいるとの回答は 67％で、摂食・嚥下障害 32%、がん・悪性腫瘍 32%、心疾患 16%、低栄養 11%、脳
血管疾患 11% という内訳であった。在宅療養においての管理栄養士との連携の必要性は、訪問看護師が 92%、
ケアマネジャーが 89%、診療所が 78% 必要だと感じていた。在宅栄養ケアを進める上で、退院時における本
人や家族への退院指導の強化と、誰でも相談できる栄養や食事の相談窓口を求めていた。
［考察］
在宅栄養ケアを進めていくには、入院中から在宅を見据えた栄養管理と退院指導を行い、切れ目なく在宅栄養
ケアに繋げる体制作りが必要である。そして、在宅環境や社会特性の影響を考慮し、患者様主体の栄養管理や
食支援をしていくスキルが今後管理栄養士には求められている。人はこの世に生を受け、自らの意思で食物を
食べ、生命活動を営む。しかし、生を受けた者には必ず死は訪れる。尊厳ある人生の EndStage に立つ時に、
「生
きてきたからこそ最後まで食べる」ことで、その尊い命を貫いてもらうための支援をしていきたいと思ってい
る。
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在宅医療

訪問診療

在宅医療における ICT を活用した多職種協働のための情報共有
1 富家病院，2 富家在宅リハビリテーションケアセンター
おおたに ゆうし

○大谷 祐之（医師）1,2，飯場 智子 2，上山 裕 2，富家 隆樹 1
【はじめに】
富家病院は埼玉県ふじみ野市に位置する慢性期医療に特化した病院で、グループ関連施設としてクリニック、
特別養護老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、通所サービス、訪問サービスなどを有する．患者・利用
者への医療・介護には多様な職種のスタッフが携わっており、ICT を活用した円滑な情報共有が必要である．
【取組み】
2017 年 4 月より、医療保険領域と介護保険領域の情報の一元化に特長を有するワイズマン社の、電子カルテ
システムおよび医療・介護連携サービス「メルタス (MeLL+)」を導入した．これは医療機関や介護施設、事
業所において患者・利用者の記録をクラウド上で一元管理することで、時間・場所・職種を選ばないシェアを
実現し、医療・介護の情報共有を促進するシステムである．今回、当グループの訪問診療部門として、特に相
互連携が欠かせない在宅医療現場での、多職種との協働における「メルタス」を活用した情報共有について報
告する．
【結果】
在宅医療患者の通所サービス利用時の経過や、訪問看護・リハビリ、ケアマネージャー等からみた問題点など
を、正確かつタイムリーに把握することが可能となり、訪問診療に大いに活用できた．また状態悪化や入退院
時の情報伝達が円滑となり、迅速な対応に役立った．逆に医療者の視点でのアプローチが各担当者間に浸透し、
専門性を分担して在宅生活支援に貢献できた．
【考察】
医療提供の中心としての病院と、介護施設・通所 / 訪問サービス・居宅介護支援事業所といった多施設間の連
携の構築において、ICT を活用した情報共有の促進は非常に有効である．医療と介護のシームレスなサービス
提供のために、複合的な多職種による協働が求められており、本クラウドシステムのような患者情報の一元管
理が、円滑化のために有用な技術であると考えられる．病院から施設・在宅へ、在宅から地域へ、より良い包
括ケア推進を可能とするシステムの発展が望まれる．
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在宅医療

訪問診療

療養病棟における在宅復帰に関わる項目の調査
1 清恵会三宝病院 医療技術部

作業療法科，2 理学療法科，3 言語療法科，4 神戸学院大学

総合リハビリテーション学部

かわぞえ めぐみ

○川添 めぐみ（作業療法士）1，村田 喜寛 2，林 誠二 2，中西 信敬 2，上山 亜実 2，恵崎 騰文 1，谷脇 正規 2，
上田 将也 1，中野 愛美 3，村尾 浩 4
【はじめに】
地域包括ケアシステム構築に向け、療養病棟においても在宅復帰の機能をより推進することが求められてい
る。そこで、当院療養病棟における在宅復帰群の特徴を明らかにすることで、療養病棟のリハビリテーション
（以下リハ）方針の一助とすることを目的とした。
【対象・方法】
対象は 2015.4.1 ～ 2016.3.31 にリハを処方された療養病棟入院患者のうち、リハ終了時に、転帰先が自宅・サー
ビス付き高齢者向け住宅・有料老人ホームに該当する在宅復帰群 55 名（平均年齢 77.9 歳、男性 26 名、女性
29 名）と、その他に該当するその他群 66 名（平均年齢 76.6 歳、男性 42 名、女性 24 名）の比較を行った。調
査項目は年齢、性別、疾患分類（脳血管疾患 , 脳血管疾患以外）
、入院時栄養経路、入院時 Alb 値、入院時
FIM 合計点数、入院時 FIM 認知合計点数、入院時 SGA（主観的包括的栄養評価）
、家族構成（独居か同居か）
とし、２群間を比較した。
【結果】
疾患分類、入院時栄養経路、入院時 Alb、入院時 FIM 合計点数、入院時 FIM 認知合計点数において有意差
がみられた。( ｐ＜ 0.05)。年齢、性別、入院時 SGA、家族構成では、有意差がみられなかった。
【考察】
本研究の結果より、脳血管疾患以外で、入院時 Alb 値・FIM 点数が高く、経口摂取が可能な患者は在宅復帰
できる可能性が高いことが示唆された。これは在宅復帰の可否に対する因子を分析した先行研究をおおよそ支
持する結果であり、これらの指標が在宅復帰の可否を予測する因子になる可能性は当院においても高いと考え
る。 今回の結果では、在宅復帰に対して重要であると予測していた同居者の有無は、在宅復帰の可否に関与
しないことが示唆された。社会資源等を活用し、積極的な退院支援を行う事で、療養病棟においても在宅復帰
率を高める事ができる可能性があると考えられる。
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在宅医療

訪問診療

当院の訪問診療の実態調査
～地域性を考慮した、今後の在宅医療の課題～
北条病院
おかだ きよ

○岡田 希世（看護師）
，松浦 幸恵，澤田 規恵，西山 直美，谷 美雪，渡邊 佳子，芳野 美幸，井添 あすか，
竹田 喜久恵，髙石 義浩
【はじめに】
当院は創立以来、地域・在宅で暮らすということを根幹とした医療を提供してきた。2000 年から訪問診療を
開始、その後在宅療養支援病院、地域包括ケア入院管理料を取得、地域医療を支える病院としての機能を充実
させてきた。最近、訪問診療に移行する事例が増えており、在宅での医療需要が増加していることが伺える。
今回、訪問診療の実態調査を行い、地域の傾向や特性をふまえ、今後さらに地域医療を支えていくために当院
がすべきことについて考察する。
【方法】
2000 年からの訪問診療管理簿及び訪問診療記録から患者情報・診療実績を抽出。
【結果】
訪問診療を開始して以降 2013 年頃より急激に対象者が増加し、現在訪問患者数 102 人である。2018 年 4 月以
降は終末期での介入が増加し、5 月は新規・終了・時間外の対応全てにおいて最多であった。80 歳以上の患者
83％、自宅療養者 41％、そのうち 61％が要介護 4 と 5 であった。認知度Ⅲ a 以上 58％、独居及び夫婦のみの
患者が 20％であった。患者の 44％が医療処置を抱えたまま自宅や施設で療養をしており、自宅で療養をする
患者の 65％が医療処置を継続していた。
【おわりに】
当院が所在する北条地区は、松山市と 2005 年に合併した旧北条市である。平成 27 年の人口は 26,667 人で、
10 年間で 1315 人（4.9％）減少している。山間部が多く、面積 102.13㎢と人口密度が低い。高齢化率 31.2％、
世帯人員数 2.51 人と同じ松山市の中にあってもその様相は異なっている。当院の入院経路は、他院 18％、施
設 22％、自宅 60％、退院経路は死亡 5％、他院 30％、施設 15％、自宅 50％である。また、今回の訪問診療の
実態調査からも、高齢者で介護度が高く認知症を有し老老介護の患者、医療処置を必要とする患者が多いこと
がわかった。これらのことから当院は、在宅療養支援病院としての機能をますます充実させるべく訪問診療の
体制を強化し、地域包括ケアシステムを推進することが喫緊の課題である。
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在宅医療

訪問診療

在宅か老健か
新富士病院
さの なおや

○佐野 直矢（作業療法士）
，木島 金夫，川上 正人，中島 一彦
【はじめに】今回担当した症例を通して在宅復帰か老人保健施設のどちらに退院するのか話し合い、今後の課
題も含めて報告する。
【症例紹介】80 代女性（以下 A さん）
。脊髄損傷の長男と 2 人暮らし。在宅生活は近隣住民の協力で自立。当
院デイケア週 2 回利用。長女は離れた場所に在住。平成 28 年 12 月長男から当院に連絡があり職員が自宅訪問。
布団の中で腹痛を訴える姿を発見。当院へ救急搬送。胆嚢炎疑いで同日 B 病院入院。急性胆嚢炎と診断。平
成 29 年 1 月状態安定。抗生剤継続治療とリハビリテーション（以下リハビリ）を目的に当院転院。HDS ‐
R7/30 点、BI 点数 30/100 点。
【評価】A さんは身体が動かないショック、環境変化によるストレスで精神活動低下、生活リズムの崩れ、認
知機能低下を認めた。また、廃用症候群も重なり基本動作、日常生活動作は一部介助。職員に対して警戒して
いる状態。
【経過】リハビリ目標は生活リズムの改善を優先。病棟職員に入浴後や検査後、不穏状態の際になるべく離床
していただくよう協力を得た。次に同室患者の家族のように変装して、居室で簡単な挨拶や会話を実施。1 ヶ
月後、警戒心が解け他患者と交流する場面が増え、
「家に帰りたいからリハビリをしたい」と前向になった。
次の目標を動作の安定性向上として３カ月後、基本動作、移乗動作は自立、トイレは見守り、病棟内 U 字歩
行器にて見守りレベルとなった。この頃から、在宅に戻るか当院併設の介護老人保健施設（以下老健）に退院
するかの話が持ち上がった。この時の HDS-R は 23/30 点、BI 点数 50/100 点。
【課題】今回、結果的に老健へ退院する形となった。他職種でカンファレンスを行ったが、今の A さんの身体
機能や認知機能で在宅生活を送るリスク管理、家屋調査、長男、長女の思い、必要なサービス調整等の情報収
集不足が浮き彫りとなった。
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血液透析

医療療養病床での入院腹膜透析の経験
新栄会病院 内科
ながた まさはる

○永田 雅治（医師）
，岩本 廣満，長野 政則，村井 宏一郎，藤山 武久，大久保 英雄，藤井 一朗
【背景】合併症や高齢化により長期療養入院を必要とする腹膜透析 (PD) 患者は少なくないが、PD 患者の受け
入れ可能な療養型病院は限られており、その拡充が課題となっている。当院は病床数 165 床の療養型病院であ
り、医療療養病床 (105 床、20:1 看護配置 ) にて PD 入院患者を積極的に受け入れている。
【目的と方法】平成 23 年以降に入院した PD 患者延べ 40 名を対象とし、入院目的や入院時の ADL、認知症の
有無、転帰などを検討し、長期療養入院を要する PD 患者の現況とその問題点を明らかにする。
【結果】平均年齢は 77 歳、平均 PD 歴は 24 ヶ月、６ヶ月以上入院した者は 11 名であった。入院目的はリハビ
リテーション :24 名、手技困難 :8 名、看取り :7 名、介助者のレスパイト :1 名で、転帰は悪化による転院 :15 名、
死亡 :12 名、自宅退院 :10 名、入院継続中 :3 名であった。
【考察】PD 患者の療養病床への入院目的は多岐にわたり、療養型病院でも PD 患者の受け入れ体制を整えてい
く必要があるが、現在の医療制度では限界がある。
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血液透析

透析患者の高齢化に伴う問題点 ―独居外来維持透析の対応―
1 堺温心会病院 看護部，2 堺温心会病院

地域連携室，3 堺温心会病院

血液浄化療法部

いのうえ えりこ

○井上 江里子（看護師）1，嵯峨原 圭子 2，脇川 健 3
【背景】2016 年末透析患者数 33 万人であり、65 歳以上は 66.2％を占めている。当院では、療養困難や通院困
難な高齢者は、障害者病棟への入院で対応している。今後、在院日数の問題により入院制限がかかると高齢透
析患者は、行き場を失うのではないかと懸念される。
【目的】通院透析患者の生活背景、日常生活自立度を調査し、通院で対応した 2 名を振り返り、独居高齢者へ
の支援の礎とする。
【対象】透析患者 111 名：男性 67 名、女性 44 名、平均年齢 71.8 歳（94 ～ 44 歳）
、65 歳以上 77％を占める。
【方法】独居患者を抽出し、日常生活の自立度を調査し、2 名の対応を振り返り考察する。症例１：70 歳男性、
糖尿病性腎症。A2、Ⅲ a にて要介護２症例２：85 歳女性、糖尿病性腎症。B1、Ⅲ a にて要介護５
【結果】当院透析患者：自宅 67 名（内独居 22 名）
、施設 11 名、入院 33 名。症例１：自宅で転倒を繰り返し入
院。退院に向けて、自宅での生活困難と判断したが、自宅を強く希望し、多職種カンファレンスで支援者の共
通認識の上、意志確認の書面を作成し、退院する。現在も外来通院にて維持透析中症例２：外来通院中に合併
症のため他院入院となる。前回、入院時に病院食を摂取出来ず、退院することとなる。そのため、外来再開時、
自宅での状況、本人、周囲の支援者の意思確認を行う。退院後１週間、透析日の朝自宅にて永眠される。
【考察・結論】今年度の診療報酬改定においても、
在宅への取り組みが着目されている。日本透析医学会より「維
持血液透析の開始と継続に関する意思決定プロセスについての提言」が発表され、本人たちの希望を尊厳し、
高齢患者に対しても、透析の選択を考える必要がある。今回の症例は、通常の外来診察と違い、血液透析とい
う侵襲のある治療を週 3 回通院する。独居高齢患者の希望を尊厳し、在宅支援スタッフと共に支えることが
QOL 向上に必要である。
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演題取り下げ

血液透析
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重度慢性期医療

血液透析

当院における透析中の運動療法の取り組み

～ 運動習慣の定着に向けて

1 北条病院 リハビリテーション科，2 北条病院 泌尿器科，3 北条病院

～

外科

ましの ゆういち

○増野 雄一（理学療法士）1，三好 麻希 1，前田 明信 2，髙石 義浩 3
[ はじめに ]
DOPPS などの先行研究より、運動耐容能が低下、運動習慣のない透析患者は生命予後が不良である事が明
らかになっている。透析はベッド上の時間的な拘束が避けられない治療で、日常生活における運動の機会が失
われがちであり、K/DOQI 臨床ガイドラインでは、
「医療関係者は透析患者の運動の奨励を積極的に行う必要
がある」と明記されている。当院では透析患者の筋力の維持・向上を目的に透析時間を活用して運動療法を行っ
ており、今回、取り組み方法や透析中の運動を長期継続している症例を紹介する。
[ 活動内容 ]
当院の透析状況は、患者数 83 名、平均年齢 73.6 歳、平均透析歴 7.3 年で高齢化が進んでいる。平成 25 年 8
月から透析中の運動療法を 23 名に対し開始した。方法は、下肢筋力強化目的で、器具を用いない運動療法を
実施した。3 ヶ月行った結果、下肢筋力増強、歩行能力、QOL の向上を認め、更に 2 年間継続した患者では、
運動機能と QOL の維持を認めた。現在は簡易型自転車エルゴメーターも追加し、25 名の患者が運動を実施し
ており、透析中の運動環境が定着してきた。
[ 症例報告 ]
今回、4 年間継続している 8 症例のうち 3 症例（症例 1：86 歳女性、症例 2：70 歳女性、症例 3：66 歳男性）
の運動機能と QOL の経過を報告する。症例 1、2 は運動機能、QOL ともにやや低下傾向であるが、ADL 自立
し、一人で外出が可能である。症例 3 は運動機能、QOL ともに維持されており、活動性は上がっている。
[ 考察 ]
透析中の運動は、週 3 回の透析時間を有効に使え、運動中に症状確認を医療従事者が行えるため効率的に行
える。下肢の筋力強化を行うことにより、短期間で筋力増強、歩行能力の改善が認められ、また長期継続して
いる患者では加齢に伴いやや低下は認めるが、ADL・QOL を維持している。我々の活動は、運動習慣を定着
させることで生命予後の延長に役立つと考えられる。
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血液透析

当院患者のシャントに対する意識調査
1 北条病院 看護部，2 北条病院 泌尿器科
にしもと りゅうた

○西本 龍太（臨床工学技士）1，髙原 真理子 1，辻 彰 1，安藤 育子 1，竹田 喜久恵 1，前田 明信 2
【はじめに】
血液透析患者にとってシャントとは命綱であり、シャントを良好な状態で維持するには患者自身の日常のケア
や管理は重要である。
しかし、高齢化、長期の透析歴、身体機能の衰えにより正しくシャントと関われているかどうか疑問に思う患
者も多い。そこで患者のシャントに対する意識を把握することで、今後の患者教育やシャント管理に活かすこ
ととした。
【方法】
当院の透析患者 77 名にシャントに関する意識調査アンケートを行なった。
【結果】
・61 名の患者が「シャントの音を聞いたことがある」と回答したが、習慣的に聞いているのは 11 名であり、
「聞
いたことがない」と回答した患者の中には「聞かなければならないことを知らなかった」と回答した患者もい
た。
・70 名の患者が「シャントのある腕に対して気を付けていることがある」と回答し「シャントに負荷をかけな
い」という項目に 51 名が回答した。
・30 名の患者が「シャントに異常を感じたことがある」と回答し、かゆみが最も多かった。
・57 名の患者が「不意の出血時に自分で圧迫止血ができる」と回答した。できないと回答した理由には「止血
の仕方がわからない」という項目に 8 名が回答したほか、体が不自由であるなど身体的要因もみられた。
【まとめ】
当院の透析患者のシャントに対する意識は「気にはしている」ものの、透析治療に必須であるシャント音の聴
取は習慣的でなかったり、止血方法が分からないといった日常および緊急時の意識・対応に不安が残り、スタッ
フの認識も不十分であった。シャント管理に関しては、患者により理解度や身体的要因が異なるため患者個々
に応じた、更に家族や施設スタッフに対する教育や指導も行っていく必要があると感じた。

第 26 回日本慢性期医療学会 in 鹿児島

10-5-1

予防医療・健診

健康教室から見えて来た地域住民の健康への興味
～転倒予防と教育の重要性～
富家千葉病院 リハビリテーション室
むらこし たいき

○村越 大輝（理学療法士）
【はじめに】
加齢に伴う虚弱化や転倒による要介護率を低下させるため、地域住民に対する “ 健康（転倒予防）教室 ” が増
えている。当院でも近隣住民に対して健康フェア（転倒予防教室）を実施したため、その結果と知見を得たた
め報告する。
【方法】
対象は当院近隣の住民とし、身体・筋力測定等と健康の話（栄養・運動の必要性、体操）を行った。当院に通
う外来患者からは近隣住民の結びつきが強いと言われたため、筋力評価では友達と楽しめる様な配慮を行った。
また多くの方に参加して頂けるよう、ポスターを作製し院内や町内掲示板への掲示、回覧板にて告知、介護保
険利用者向けにケアマネに協力を求めた。健康フェア後の感想はアンケートで回収した。アンケート内容は年
齢（10 歳毎）・性別、告知を知った場所、各教室の感想（良い、普通、悪い）
。会場への移動手段、今後行っ
てほしい事とした。なお、各年代が来ても良いようにレクや食べ物等も準備をした。
【結果】
参加者は 23 名、参加者は 70 歳～ 80 歳代で 92％（若年でも 60 歳代）を占め、性別は男性 26％、女性 48％（不
明 26％）と女性の参加者が多かった。参加者の多くは回覧を見ており全体の 60％と多かった。感想は、“ 思っ
たより転倒する可能性が高い事に気が付いた ” や、
“ 小規模で継続してほしい ” といった意見も聞かれた。なお、
友達と一緒に出来る簡単な検査は、その後の町内会でお互いに行っていて楽しんでいたとの情報も来た。参加
職員からは “ 転倒する危険性が極めて高い方の介助の対応が難しい “ や、” 自分も勉強になった “ との意見も
聞かれた。
【考察】
健康フェアを実施し友達での参加や参加後に友達に伝えるなど一定の影響があった。今後も継続することで
転倒予備群のフォローを行いたい。また、参加率の低い 40 ～ 50 歳代に興味を持ってもらうために、まずは院
内にいる看護職員等の教育から始め、地域住民に広げていきたい。
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低管電圧を用いた造影剤低減法と低被ばくについての検討
～放射線被ばくを減らす技師になる～
西宮回生病院 放射線科
さかもと ゆき

○坂本 有希（放射線技師）
背景
近年 CT 装置も日々進歩し、逐次近似応用の再構成法により密度分解能は向上したものの、腹部や下肢血管な
どの検査で、造影剤の使用は欠くことができないのが現状である。しかし造影剤には一定の頻度で副作用が生
じ、このうち造影剤腎症 (CIN) は造影剤の使用量を減らすことによりリスクを低減できることが知られている。
目的
血管造影 CT の件数が増加傾向の為、通常プロトコルでの撮影を見直し、造影剤低減に最適なプロトコルを検
討した。更に低管電圧撮影を行う事で低被ばくでの撮影を試み、通常と同等の画質を提供できるかを検討した。
対象
模擬血管ファントム ( 水槽に蒸留水を入れ、ポリ塩化ビニルチューブに非イオン性造影剤オプチレン 320 注を
挿入し CT 値 300HU になるように希釈を行った )。臨床では 2017 年 11 月からの血管造影 CT 検査、約 15 例。
方法
自身で作成した模擬血管ファントムを使用し、臨床画像において目標となる SD 値を決定する為、視覚評価を
行った。ファントム撮影での SD 値はほぼ変わらず視覚評価も良い事から、臨床検査で低管電圧撮影を行い結
果を分析し検討した。
結果
低管電圧撮影を行う事で、Image noise の低減と Time MIP 作成により血管の CT 値が 1.2 倍上昇した事で、
造影剤量を通常より約 20％減らす事が可能となった。模擬血管ファントムの評価でも低管電圧撮影にて SD 値
は≦ 0.5 と有意差は認められなかった。CTDI 値は通常より約 30％下がり、低被ばく撮影を可能とした。CT
値が上昇したことでより評価可能な画像 (3D) を提供する事が可能となった。
考察
低管電圧撮影で造影剤量を減らす事で、腎臓への負担を軽減し、CIN 発症リスクを減らす事が可能となった。
また放射線被ばくに関しては約 30％減らす事が可能となった。当院の CT ではスペックに限界があるが、今
後も更なる挑戦を続けていきたい。
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臨床検査技師による糖尿病療養指導の取り組み
江藤病院
みなと さだみ

○湊 貞美（臨床検査技師）
，片山 貴美子，日下 至弘，由宇 教浩，武久 洋三
【背景】
糖尿病は初期の段階では自覚症状に乏しく悪化することが多い慢性疾患の１つである。当院は短期強化インス
リン療法で入院した患者に対し、糖尿病の病識を深めてもらう目的で患者指導を行っている。今までは看護師、
薬剤師、管理栄養士による指導と DVD による自己学習が主であった。

【目的】
臨床検査技師が日本糖尿病療養指導士の資格を取得したのを契機に検査技師による検査指導を開始し、その効
果を検証する。

【対象】
調査期間中に検査指導を行った患者 6 名

【方法】
調査期間 :2016 年 7 月～ 2018 年 4 月
①基本資料を作り入院時の検査データをもとに「どうして糖尿病になるか？」
「血糖と HbA1c の関係」
「H
ｂ A1c 値と合併症について」などの説明を行った。
②指導終了後にアンケートを実施した。
③退院後の血糖値を調査した。

【結果】
①指導内容や H ｂ A1c 値、合併症についてはよく理解できたとの結果を得た。
②指導終了後のアンケートは HbA1c 値、合併症についてはよく理解できたとの回答をほぼ 100％得たが、糖
尿病教室への参加や退院後の血糖コントロールについては前向きな回答は 17％であった。また糖尿病療養指
導士の存在を 100％の方が知らず、資格を持った人に指導して欲しいとの回答を得られた。
③退院後の血糖コントロールは糖尿病歴が長いほど指導効果が薄く血糖コントロール不良となった人は 34％
であった。

【考察・結論】
自覚症状に乏しい分、治療効果が目に見えるのが血糖値であり患者のモチベーションにつながる。今回はじめ
て検査技師による指導を受けた人が 83％だったので、比較的熱心に説明を受けていた。しかし、糖尿病歴が
長いほど指導効果も得にくくなっており早い段階での治療開始、指導の必要性を感じた。今後は、外来でのフォ
ローや地域住民への啓蒙活動の拡大など、糖尿病療養指導士として業務の幅を広げていきたい。
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予防医療・健診

胸部 CT における体位変換撮影の有用性
～高齢者の肺炎を的確に診断するために～
1 原土井病院 診療支援部 放射線科

診療放射線技師，2 原土井病院 診療支援部 放射線診断専門医師

くりはら ただし

○栗原 央（放射線技師）1，村上 純滋 2，柴田 真治 1，黒木 和美 1，谷口 真帆里 1，西山 甲野 1，相良 武蔵 1，
白石 遥 1
【目的】
高齢者では肺炎による死亡リスクが高く、早期発見、治療が重要である。高齢者に多い誤嚥性肺炎の診断には
CT が有用であるが、様々な要因により肺野にすりガラス様陰影を呈する病変があり、肺炎や肺うっ血の鑑別
に苦慮する場合がある。今回、体位変換撮影が他病変との鑑別に有用であったので、報告する。
【使用機器】
BrightSpeed16 列 GE 社製
【対象および方法】
期間；2017 年 1 月～ 2018 年 3 月
対象；胸部を含む CT 2324 件に対して体位変換撮影を追加した 190 件（8.2％）平均年齢

84.1 ± 10.1

仰臥位胸部 CT 撮影時において感染性肺炎を疑い、すりガラス様陰影を認めた症例に対して体位変換撮影を追
加した。読影結果より鑑別に寄与したかどうかを検討した。
【結果】
陰影の移動を認めたもの（肺うっ血）が 71 件（37.4％）
、陰影が残存がしたもの（肺炎）が 34 件（17.9％）
、
計 105 件（55.3％）であった。体位変換撮影を追加することで、肺炎と肺うっ血との判定が容易となり、
55.3％読影結果に寄与できた。
【考察】
体位変換撮影を追加することで、すりガラス様陰影の移動や残存により読影の一助となった。しかし、所見に
影響しなかった症例もあり、適切な追加撮影が出来るよう技師の読影力向上が課題である。また、安全面には
十分注意して行う必要があるため、付き添い看護師の協力は不可欠である。
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予防医療・健診

当院の胸腰椎 MRI 検査における急性期仙骨骨折の割合について
1 原土井病院 診療支援部

放射線科，2 原土井病院 診療支援部 放射線診断専門医師

たにぐち しほり

○谷口 真帆里（放射線技師）1，村上 純滋 2，柴田 真治 1，栗原 央 1，黒木 和美 1，西山 甲野 1，相良 武蔵 1，
白石 遥 1
＜目的＞
当院では、受診者の大半を高齢者が占めており、骨量低下などの背景もあり、椎体の圧迫骨折を疑う MRI 検
査のオーダーが多い。日々の検査の中で、胸腰椎の圧迫骨折を疑い MRI 検査を行った症例の中に、仙骨骨折
が認められることがしばしばあった。今回、当院の所見システムを用い、過去 1 年間のデータを収集・分析し、
その割合を調査したので報告する。
＜使用機器＞
所見システム［PSP 株式会社：EV Report］
画像ビューア［PSP 株式会社：
［
（DICOM VIWER SOFTWARE）EV Insite］
電子カルテ［富士通株式会社：HOPE/EGMAIN-LX］
MRI 装置［GE ヘルスケアジャパン株式会社：Signa Excite HDx 1.5T］
< 対象＞
2017/04/01 ～ 2018/03/31 の期間中、胸腰椎 MRI 検査（椎体圧迫骨折疑い）を受けた 236 名（男性 53 名、女
性 183 名）を対象とした。
（ただし、初めから仙骨骨折の合併を疑っていた症例は除く。）対象の年齢は 19 歳
～ 101 歳、平均年齢は 78.7 歳± 13.4 歳であった。

＜結果＞
対象のうち、仙骨に骨折を認めた症例は 17 名（7.2%）で、全例が 70 歳以上の女性であった。17 名のうち、
椎体圧迫骨折と仙骨骨折の合併例は 7 名、仙骨骨折のみが認められた症例は 10 名であった。
＜考察＞
今回の結果より、椎体圧迫骨折を疑う胸腰椎 MRI 検査において仙骨骨折が認められた症例は、
7.2% と多かった。
特に高齢者においては、胸腰椎 MRI 検査であったとしても、撮像の際には仙骨骨折の可能性を常に念頭に置き、
矢状断画像での仙骨部の十分な観察、また必要に応じた追加撮像などを行い、より慎重に検査に取り組んでい
く必要があると改めて感じた。
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感染（1）

イラスト手順書を使用した個別教育を行って
1 国分中央病院 看護部，2 国分中央病院

理事長

くぼやま りえ

○窪山 理恵（看護師）1，藤﨑 剛斎 2
【背景と目的】
「医療安全管理指針」に即した病院感染対策マニュアルの整備及び定期的な見直しをすることは病院としての
責務である。当院でもマニュアルの改訂を行っているが個人の認識や知識の違いにより手順や物品の統一が出
来ていない場面があった。マニュアルの内容を 1 人 1 人に徹底させることは容易ではない為、様々な働きか
けが必要となってくる。今回、
「採血」に関する手順の統一を目的にマニュアルのイラスト化と個別教育を行っ
た結果、手順遵守が向上したため報告する。
【対象】
看護師 40 名
【期間】
平成 29 年 5 月～平成 30 年 2 月（10 か月）
【方法】
①現在使用中の採血マニュアルをもとに、ポイントとなる 14 項目をイラスト手順書にし、項目別に感染管理
のポイントを作成。
②看護師 40 名に抜き打ちで、現在行っている採血の手順を確認する。
③上記の後、イラスト手順書と感染管理ポイントを配布し各部署の感染対策リンクナースが個別教育を行う。
④配布後、抜き打ちに再度手順を確認する。イラスト手順書では、当院で使用している物品をイラストにした。
【結果】
個別教育前 8.6 ／ 14 項目であったが、個別教育後は 12.6 ／ 14 項目と教育前に比べ、手順
遵守の向上が見られた。また、同時に手指消毒不足や駆血帯の消毒忘れ、廃棄物の分別、血液分注の方法など
忘れがちな手順や未実施の手順もわかり今後の課題が明らかになった。
【考察】
マニュアルは詳細に作成されていても個人の認識や知識により統一した手順・手技で実施できなくなる事も考
えられる。今回は手順をイラストで示す事で手技も一目でわかり、物品も当院で使用しているものを示してい
るため全員が同じものを準備できる事や、個々の認識の違いに対して「感染管理ポイント」を使用した事に加
え、個別に指導を行った事が遵守向上に効果があったと考える。また、今回明らかになった課題に対して継続
したモニターと定期的な個別教育が必要である。
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感染（1）

感染対策に対する手指消毒習慣化への取り組み
～消毒使用量増加をめざして～
和田病院 看護部
せら ゆりか

○瀬良 由里香（看護師）
，園 美遥，西尾 沙弓里
１、背景
病院感染対策も医療安全確保の重要項目に位置付けされることとなり、昨年より当院でも感染制御チームが
立ち上げられた。その中で、手指消毒の見直しもされ、使用量のチェックが始まった。当院での使用量は他院
と比べ少なく、病院内でも当病棟が一番少ない現状にあった。当病棟は一般病棟ということもあり感染リスク
も高い。手指消毒を徹底する為にはどうしたらよいのかを考え取り組んだ活動を報告する。
２、目的
手指消毒の必要性を認識し意識付けを行うことで、使用量増加を目的とし実施する。
３、方法
研究対象：病棟看護師計 15 名
研究期間：Ｈ 30 年 1 月 22 日から 8 月 31 日
データ収集方法：アンケート調査（3 回）
、手指消毒の使用量計測、スワブ培養法検査（2 回）
活動内容：ポスター作成・提示・唱和、個人使用量のグラフ作成、5 つのタイミングチェックリスト
４、結果
手指消毒の現状把握を行うと同時にスワブ検査を施行。アンケート結果に基づきポスター掲示やタイミング
の唱和等を行ない周知を図った。アンケート結果で周知は出来ているものの使用量には反映されず、以前 1 患
者 1 プッシュという現状であった。スワブ検査では、検査前後共に 15 人中菌検出者は 2 ～ 3 人と変化はなかっ
た。個人使用量グラフでは意識付けができていないため関心を持っていなかった。
５、考察・まとめ
手指消毒の必要性やタイミングについては、ポスター掲示や唱和で周知できアンケート結果にも反映されて
いた。しかし、使用量も見てみると研究開始時とほとんど変わっておらず、周知 = 使用量増加に繋がらない
ことが分かった。今後は周知してきた 5 つのタイミングを実践的に指摘し合うことでタイミングの実施から習
慣化を目指し、Ｈ 30 年 6 月から新たにチェックリストを作成し取組みを行なっている。意識の低いスタッフ
の原因を明確にし、今後も手指消毒の実施状況の把握とアプローチを継続して行うことが重要と考える。
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感染（1）

新築・増築後 3 年間の療養型病院におけるインフルエンザ患者発生状況の経年的推移
1 栗源病院

診療部，2 栗源病院

看護部，3 栗源病院

事務部

かやの こうぞう

○萱野 幸三（医師）1，板倉 明司 1，山本 泰 1，鎌形 三代 2，北崎 敏子 2，鵜之澤 幸子 2，山口 美知子 2，
溜渕 美香子 2，川島 知沙 3
（はじめに）栗源病院は 2015.5 月より療養病床を 66 床（1 病棟体制）から 165 床（3 病棟体制）に新築・増築
した。その後 3 年間のインフルエンザ患者発生状況および感染対策の経年的推移について考察も含め報告する。
（患者発生状況）(1)2015/2016 シーズン（1 年目）
：入院患者数および職員数とも大幅に増加する過程で迎えた
1 年目は感染対策不備もあり合計 4 名のインフルエンザ患者が発生した。(2)2016/2017 シーズン（2 年目）
：1
年目の反省から職員一丸となり感染対策を強化した結果、患者数ゼロを達成した。(3)2017/2018 シーズン（3
年目）
：昨年同様の感染対策を行った結果、1 名の患者発生に抑えることができた。
（感染対策）(1)1 年目： (A)
職員の感染対策意識の低下：(A-1) 発熱による体調不良でも通常業務、(A-2) インフルエンザ罹患・解熱後早期
の職場復帰、(A-3) 家族内感染状況の把握が不十分、(B) 患者および職員のワクチン接種率の低下、および (C)
感染対策委員会の制度不備が院内感染拡大につながった。(2)2 年目：1 年目の反省を踏まえ (A) 感染対策意識
向上目的の講義、(B) 毎日の勤務前検温による職員の健康管理、(C) 家族内感染状況による就業規則遵守の徹底、
(D) ワクチン接種の積極的推奨など含め感染しない・持ち込まない・拡げないの 3 原則に徹底的に取り組んだ
結果、患者数ゼロを達成した。(3)3 年目：昨年同様の感染対策により 1 名の患者発生に抑えることができた。
（考
察および結語）新築・増築に伴い入院患者数および職員数とも短期間で 100 名近く増加する過程で発生した 1
年目の院内感染の経験から 3 年間が経過し感染対策としては定着した。感染対策に関する就業規則遵守により
「持ち込まない」の徹底が院内感染予防には最重要であると思われたが、発症直前の無症状期間の職員からの
院内感染パターンが問題点として残ると考えられた。
「拡げない」に関しては迅速なペラミビル投与およびタ
ミフル予防投与で対応可能であった。
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感染（1）

高齢者施設で発生したインフルエンザへの対応
～感染管理認定看護師の介入～
1 脳血管研究所附属美原記念病院 医療関連感染対策室，2 脳血管研究所介護老人保健施設アルボース 看護部，
3 脳血管研究所附属美原記念病院 看護部，4 脳血管研究所附属美原記念病院 循環器内科，
5 脳血管研究所附属美原記念病院 脳神経内科
みつくら ゆうこ

○三ツ倉 裕子（看護師）1，滝原 典子 2，髙橋 陽子 3，江熊 広海 4，美原 盤 5
[ はじめに ] 高齢者施設は加齢や基礎疾患などにより感染防御機能が低下した高齢者が集団で生活しており、
一旦インフルエンザが発生すると集団感染を起こしやすい環境となっている。集団感染を発生させないために
は、いかに病原体を持ち込まず流行を防ぐ環境を作るかが重要となる。今回、施設で発生したインフルエンザ
に対し感染管理認定看護師（CNIC）が介入し行った対策をまとめ報告する。
[ 経過 ] 平成 30 年 2 月 20 日、
同フロア内の 3 名の入所者がインフルエンザ陽性となった。翌 21 日に入所者 1 名、
22 日と 24 日にスタッフが 1 名ずつ、計 6 名が発症した。その後新たな発症者はおらず、施設内の発熱者も減
少し 3 月 6 日終息となった。
[ 介入と対策］2 月 20 日、発症者と同じフロアの入所者に対し迅速検査を行うと共にタミフルの予防投与が実
施された。CNIC は入所者の症候性サーベイランスと、感染期間中に短期入所した利用者やスタッフの状況を
確認した。その結果、感染源は 2 月 16 ～ 17 日に短期入所した利用者の持ち込みである可能性があると考えら
れた。病原体を持ち込まないためには入所時の観察が重要となることや、観察時のポイントをフィードバック
した。また、高頻度接触面の清掃と手指衛生を徹底する事を伝え、その実施状況を確認した。対策の徹底を図
る事と正確な情報を発信する事を目的に、全職員への研修を計 10 回開催した。研修は部署で実施されている
ケアを確認しながら行った。部署内での研修は、問題点の抽出がしやすく、意見や疑問へも適切に介入するこ
とができ有用であった。最後にサーベイランス結果を含めた報告を、施設の全管理者に対し 3 月 27 日に実施
した。
[ まとめ ] CNIC が介入したことにより、対策の改善につながった。急速な高齢化が進み高齢者施設の需要が
増加する中、施設での感染対策もその重要性が増している。施設での集団感染を起こさないためには、日頃か
ら病院の感染防止チームや CNIC との連携が必要である。
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感染（1）

当院のインフルエンザ感染対策
1 上條記念病院

ICT

薬剤科，2 医師，3 臨床検査科，4 看護部，5 事務部

おはら としこ

○小原 とし子（薬剤師）1，小島 昌治 2，久保 征志 3，西窪 昌子 4，清水 尚子 5，上條 裕朗 2，上條 節子 2
【目的】当院では 2014/15 シーズンにインフルエンザの院内感染によるアウトブレイクを経験した。その後イ
ンフルエンザの感染対策の向上を図った。2017/18 シーズンは国立感染研究所の発表によると全国的に大流行
となった。当院でも症状の出にくい B 型による院内感染が見られたが、アウトブレイク対策を徹底したので、
大きなアウトブレイクは回避することができたので報告する。
【方法】2018 年 3 月 2 日 3F 医療療養病棟に於いて、3 人の発熱がありインフルエンザ迅速検査の結果 B（+）
であった。今シーズン、インフルエンザ B 型は無症候性の患者も居たことから、3 Ｆ病棟患者全員（59 人）
にインフルエンザ迅速検査を 3 月 2 日当日に行った。
【結果】既に発症している 3 人に加えて新たに無症候患者 3 人がインフルエンザ B（+）であった。抗原検査
陰性者で発症者同室の 2 人を症状よりインフルエンザ疑（1 人は 5 日後 B（＋）
）として８人にインフルエン
ザの治療を行った。その後無症候患者３人にインフルエンザ症状（発熱・鼻汁・咳・痰等）は見られなかった。
当日より 3 Ｆ病棟を全面面会禁止、転棟中止、発症患者は移動させずにカーテン隔離を行い、3F 病棟患者全
員にはタミフルによる予防投与、内服不可者にラピアクタ点滴静注投与、濃厚接触者や業務に当る職員のタミ
フルまたはイナビルの予防内服を行うと共にアルコールによる病棟全体の環境消毒の徹底と手指衛生の徹底、
職員の体調確認など感染対策の強化を行った。発症から 7 日目には患者全員がインフルエンザ迅速検査で陰性
が確認されたので、面会禁止、転棟を解除した。
【結論】B 型流行シーズンは無症候性の患者もいるので、長期入院高齢者の病棟ではアウトブレイクを回避す
るためには、より積極的な院内サーベランス、感染予防の強化が必要と考えられた。

第 26 回日本慢性期医療学会 in 鹿児島

10-7-1

感染（2）

当院における ESBL 産生菌の分離状況
医療法人新生十全会

なごみの里病院 看護科

まつもと くにこ

○松本 久仁子（事務職）
，柴田 俊夫，川原 寿恵，阿部 芳道，赤木 博
【はじめに】
腸内細菌科細菌の耐性化が進行し ESBL や CRE が感染対策上の課題となっている。
【対象と方法】
当院は、698 床（医療 232、介護 466）の慢性期療養型病院である。2013 年 1 月から 2017 年 12 月の 5 年間に
各種臨床検体から分離された腸内細菌科細菌 3,047 株を対象とし ESBL 産生菌の検出株数と菌種別の検出率を
調査した。
【結果と考察】
ESBL 産 生 株 は 1,317 株（43.2 ％） を 占 め た。 菌 株 別 内 訳 は、E.coli54.4%、K.pneumoniae17.3%、Pro.
mirabilis14.4%、その他 13.8％。検出株数と菌株毎の検出率の年次推移は、E.coli が 2013 年 75 株（33.3％）、
2017 年 176 株（51.6％）
。K.pneumoniae が、2013 年 44 株（46.3％）
、2017 年 64 株（51.6％）
。Pro.mirabilis が、
2013 年 17 株（21.8 ％）
、2017 年 50 株（32.9 ％）
、 そ の 他 が、2013 年 25 株（25.8 ％）
、2017 年 44 株（38.9 ％）
と増加傾向がみられた。
慢性期療養型病院は。BADL の低下した高齢患者が多く、おむつを着用している、経管栄養を実施している、
喀痰吸引を必要とする、尿道カテーテルを留置している比率が高い。また直接身体介助によるスタッフとの接
触頻度が高いという特徴がある。ESBL や CRE などの腸内細菌科細菌は、腸管内に保菌されることが多く、
主に尿や便を介して感染するため、交差感染により感染が増幅拡大すると想定されている。また、多剤耐性の
ESBL 産生菌による感染症は、感受性を確認せずに経験的治療をおこなうと治療失敗する可能性が高くなるた
め、抗菌薬の適正使用が重要である。
【結論】
多剤耐性グラム陰性桿菌は、尿や便から分離されることが多いため、これらを取り扱う処置における標準予
防策の徹底が対策として重要である。
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感染（2）

当医療機関に従事する職員における麻疹抗体保有状況について
丸山病院

内科

なかしき けんいち

○仲敷 健一（医師）
【背景】2018 年 3 月 23 日に沖縄県において台湾からの観光客が麻疹と確認されて以降、福岡県においても 5
月 14 日に麻疹感染者の確認の報告があった。日本環境感染学会の「医療関係者のためのワクチンガイドライ
ン第 2 版」によると、医療関係者は本人の重症化の可能性に加えて、周囲の患者や他の医療関係者への感染源
となり得ることや発生した場合の医療経済的な影響も多いため、医療関係者の予防接種記録は全員把握し、必
要な者にはワクチン接種の対象とすべきであると提言されている。当医療機関において、全職員の麻疹の予防
接種記録を把握していなかったため、周辺地域の麻疹患者発生に伴い、至急予防接種記録の確認を職員同意の
もと全職員に施行した。しかし、予防接種記録の不明者が大多数となったため、麻疹抗体価測定を施行するこ
とに至った。
【目的】当医療機関に従事する職員の麻疹抗体価保有状況を把握することでワクチン接種対象者を明らかにす
ること。
【方法】2018 年 5 月 9 日から 5 月 12 日の期間において、全職員へ麻疹抗体価の測定を推奨し、希望者には無
料にて酵素免疫法（EIA 法）による麻疹抗体価を測定した。
【結果】麻疹抗体価測定を行った職員は、382 名（男性 113 名、女性 269 名）で、平均年齢は 42 ± 12 才（最
年少 18 才、最年長 79 才）であった。予防接種回数記録が 1 回 27 名、2 回 11 名、記録不明は 342 名で、罹患
者は 2 名であった。EIA 法による麻疹抗体価の陰性群（2.0 未満）4 名、2.0 ～ 5.0 群 37 名、5.0 ～ 9.9 群 73 名、
10.0-16.0 群 84 名、16.1 以上群 184 名。陰性群は検査を実施した職員の 1.0%（4/382）で、その内訳は、19 才、
22 才、36 才、38 才と年齢層は幅広く、全て女性で予防接種記録不明者であった。
【結論】今回の検討においては 10 ～ 30 代の予防接種記録不明者に麻疹抗体価陰性者が含まれていることが明
らかになった。陰性者を筆頭に低抗体価の予防接種記録不明者に対して優先的にワクチン接種を推奨すること
ができた。
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感染（2）

高齢者のノロウイルス感染者はウイルスを長期間排泄し次世代の感染源となる。
サザン・リージョン病院
ながえ りょういち

○永江 良一（看護師）
，栄村 美紗子，下山 真理，東垂水 明子，園田 俊郎，牧角 寛郎
目的 )
ノロウイルス ( 以下ノロ ) は乳幼児・学童・若年者に嘔吐下痢の急性胃腸炎を流行させることから地域社会や
院内感染で重要な疾患である。このウイルスが高齢者に感染すると亜急性に経過し食中毒と誤診されることも
ある。ノロの流行期には魚介類の生食が主な原因とされているが、流行閑期のウイルスはどこに潜んでいるの
か不明である。本研究では当院で入院加療された高齢者のノロ感染患者を対象に罹病日数、ウイルス排泄期間、
家族内発生などの臨床疫学情報を解析し、高齢ノロ感染者が次世代の感染源となる可能性を検討した。
方法 )
２０１０年度の秋冬季に嘔吐下痢症で当院にて入院加療した患者のうちノロ陽性者２５名の性別、年齢、生活
地域、発生状況、罹病期間をしらべ、患者発生の時間・空間的特性を解析した。入院記録、検査成績の使用に
あたっては患者本人と家族の同意をえて匿名化したデータを用いて解析した。
結果 )
１．被験患者２５名の居住地は、枕崎市１７名、南薩地域８名、男女比は１０名：１５名、
年齢分布は１５才―９７才であった。
２．罹病日数の分布は、５日未満が２名、６－１０日が１６名、１１－１５日が３名、１6 －
３０日が３名、３０日以上が１名、発生状況では孤発例が１７名、外食等集発例が７名、
原因不明が１名であった。
３、被験患者は複数の慢性疾患を合併しており、悪性腫瘍（リンパ腫、肺癌、膵癌、胃癌）が
４名、慢性消化器疾患が７名、心疾患が４名、脳血管障害が４名、糖尿病・脂質異常症
２名であった。
考察 )
近年のノロ感染の疫学調査では小児のみにならず成人の感染者が多数報告されている。本研究でも高齢者の長
期ウイルス排泄者が確認された。高齢患者は何らかの慢性期疾患を合併しており腸管免疫の機能不全が疑われ
ている。今回の研究は、高齢患者が地域社会のなかでノロのキャリアとなり感染源となる可能性を支持してい
る。

第 26 回日本慢性期医療学会 in 鹿児島

10-7-4

感染（2）

お酢フラッシュ充填による経管栄養カテーテル洗浄効果の調査
～きれいなカテーテルを維持するために～
博悠会温泉病院
はまべ しんぺい

○濵邊 真平（准看護師）
【はじめに】
当病棟では経管栄養の患者に対し、胃管の患者には注入後の水道水フラッシュ、胃瘻の患者には注入後の水道
水フラッシュに加えて 1 回 / 日 0.01％次亜塩素酸ナトリウム液での消毒を行っている。しかし、カテーテル内
に視覚的に付着物の確認ができた。
個人差はあるがカテーテル内の付着物が多いことが確認できたため、汚染や閉塞の予防が効果的に行うことが
できないか抗菌作用や防腐作用、脂質分解作用のあるお酢によるカテーテル内洗浄によってどれだけ汚染や閉
塞が防止できるのか胃管カテーテルに対して調査を行った。
【研究対象】
胃管による経鼻栄養をおこなっている患者の中で特にカテーテル内の汚染が視覚的に確認できた 5 名。
【研究方法】
①

毎食後の水道水フラッシュ・お酢フラッシュを 2 週間ずつ施行。

②

胃管交換時、写真撮影と胃内側の先端部分の培養検査。

【結果】
はじめの 2 週間の水道水フラッシュ時対象患者の感染徴候やカテーテル内の閉塞はなかったが、個人差はある
が培養検査による菌の検出とカテーテル内の付着物が全患者確認できた。その後のお酢フラッシュによる 2 週
間では全患者とも菌の検出とカテーテル内の付着物は確認できたが、全体的な菌の数は少なく、付着物の量も
減少していた。
【考察】
すべての対象患者においてカテーテル内の付着物は個人差はあるが減少していることが視覚的に確認できた。
はっきりとしたデータとしての根拠は得られていないが、注入食中のたんぱく質含有量が多い患者の方が少な
い患者と比較して付着物が多い印象を受けた。
培養検査の結果では明らかに改善がみられた患者もいればほとんど変化のない患者もいた。個々の患者がもと
もと保有していた菌も検査結果に影響があったのではないかと考えられ、お酢フラッシュの効果を確実に証明
するには至らなかったと考える。
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感染（2）

インスリン離脱症例から考えること
1 回心堂病院 医局，2 回心堂病院 看護部，3 回心堂病院 事務，4 回心堂病院 薬剤部
なかしま まさのぶ

○中島 正暢（医師）1，曽田 直樹 3，岡田 亮子 2，簏 幸市朗 4，田口 洋一 3，鯵坂 悠亮 3
（はじめに）経口糖尿病薬の進化に伴い亜急性期から慢性病床に移行した症例にはインスリン離脱を進めるよ
うに努力している。経験した症例から栄養負荷＋インスリン治療の過程で慢性期移行を余儀なくされ、病床回
転の効率化が慢性期への負担を増やすものと考える。当院における３例の自験例を報告し考察を加えた。（症
例１）95 歳男性、慢性閉塞性肺疾患、糖尿病、鉄欠乏性貧血。3 か月前に誤嚥性肺炎で前医入院、安定化後、
当院入院。経鼻胃管利用 900kcal/ 日、インスリン４単位皮下注。BS130mg/dl、HbA1c6,5％。入院後 3 週間
でジャヌビア内服開始、インスリン離脱とした。H29/4 月より血圧 70 ～ 80 台で推移。5/20 急変死亡となる。
最終 BS195、HbA1c6,7。
（症例２）85 歳男性、脳梗塞、糖尿病、大腸がん術後、高血圧で H27/10/22 入院。
経鼻胃管 1100kcal、ジャヌビア内服、ノボラピッド８単位×３回、ランタス 4 単位併用。入院後ボグリボース
追加しラピッドミックス 8 単位単回投与に減量、11/17 から 6 単位単回、以後数回の誤嚥性肺炎治療し
H28/11 月から経管カロリー 900kcal、皮下点滴併用、ジャヌビア 50mg/ 分１朝、ボグリボース２T 分２朝夕
でインスリン離脱、6 月の最終 BS115mg/ml、HbA1c5.5 と安定した。
（症例３）92 歳女性、脳梗塞、糖尿病、
認知症。胃瘻利用 900kcal/ 日）ジャヌビア 50mg ＋ヒューマリン R6-4-2 単位 / 日での治療維持開始。２週後
に４単位＋ボグリボース 0.2mg 追加。以後ボグリボース 0.3mg 変更後にインスリン離脱。HbA1C は 6.2-7.2 で
推移していた。
（考察）“ 高齢者糖尿病の血糖コントロール目標について ” では、重症の低血糖を避け、やや寛
容な血糖管理が望ましいとある。またインスリンによる低血糖事故予防も避けたい。抗糖尿病薬剤も多く開発・
普及され、これらの適正使用にも十分配慮が必要である。スライディングスケールの使用もなくす必要がある。
慢性病床ではこれらの総合的判断が必要とされる。
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当院における抗菌薬適正使用への取り組みと効果について
吉田温泉病院 薬局
にしかわ ひろたか

○西川 弘剛（薬剤師）
，吉田 宮子
[ はじめに ]
当院では院内感染対策委員会より広域スペクトラム抗菌剤を届出制にするように勧告があり、平成 27 年７月
から届出制を導入した。また平成 28 年 11 月からバンコマイシン（VCM）の血中濃度モニタリング（TDM）
予測ソフトを用い、投与回数や投与間隔を医師へ提案することを開始した。これにより抗菌薬適正使用が推進
できたので報告する。
[ 方法 ]
平成 26 年 7 月から平成 30 年 3 月までの期間において 3 ヵ月毎にカルバペネム系抗菌剤、届出対象抗菌剤の
全抗菌注射剤に占める割合（3 ヶ月平均）を届出制導入前後の変化について調べた。また、新規耐性緑膿菌検
出数の変化、VCM の TDM 予測ソフトを用いて医師へ提案した件数についても調べた。
[ 結果・考察 ]
届出制にしてからカルバペネム系抗菌剤の全抗菌注射剤に占める使用割合は変化がなかったが、届出対象抗
菌剤の全抗菌注射剤に占める使用割合でみると減少傾向がみられた。これは、簡単に処方できなくなったこと、
添付文書を用いて医師へ啓発を行ったこと、通算 14 日間を越える処方が出ると薬剤師が医師へ確認に行くこ
とがあげられた。
新規耐性緑膿菌検出数は、届出制導入前の平成 26 年 7 月から平成 27 年 6 月までの月平均は 1 件、導入後の
平成 29 年 4 月から平成 30 年 3 月までの月平均は 0.67 件と減少した。これは、以前より適正に使用されてい
る結果と考えられた。
VCM の TDM 予測ソフトを用いて医師へ提案した件数は、17 ヶ月で 12 件だった。
[ まとめ ]
当院においても届出制導入によって効果がみられた。また、当院は医療療養病床であり、薬剤費は包括である。
届出対象薬剤は、対象外の薬剤と比較して薬価が高いものが多いため、届出制対象薬剤の処方割合の減少は経
営面でも貢献していると思われる。
VCM の TDM 予測ソフトは医師に有用性が認識され、VCM が処方されると必ずシュミレーションの依頼が
くるようになった。
さらに今後も抗菌薬が適正に使用されるよう積極的に取り組んでいきたい。
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標準予防策推進チームにおける介護職の役割
有吉病院
しおかわ せいじ

○塩川 清治（介護福祉士）
【はじめに】
当院では、感染対策委員会の下部会である実働的組織として標準対策推進チームを設置し、特に介護職の知識
獲得と実践の徹底が、感染制御の決め手と考え、活動している。患者のそばにいる介護職が中心となり伝える
こと・行動することの重要性を学んだのでここに報告する。
【年間目標】
手指衛生の徹底を図り、ノロウイルスの発生をゼロに抑える。
【活動内容】
・手洗いラウンドによる手洗いチェック
・速乾性手指消毒液の使用量チェック
・院内研修
【結果】
①

ブラックライトによる手洗いチェックで、自分の手洗いの癖を知り、２度目は洗い残しが減少した。手

洗いラウンドで現場の手技をチェックすることで、正しい手洗いの手技が定着でき、速乾性手指消毒液の使用
量が増加した。
②

院内研修会では介護職が中心となり企画・開催したことで自信と指導力が向上した。昨年のノロウイル

スの発生もゼロに抑える事が出来た。
【考察】
①

介護職員は患者の直接ケアに携わるため、ルールを守らないと媒介者となってしまう。標準予防策推進

チームの活動を通じて、なぜ、標準予防策遵守が重要性なのかを理解し、実践や検証することの大切さを実感
した。
②

研修会の企画に関しては、まずは現場の声を聞き取り、現場のニーズに合わせ、実践できることを実践

できるように展開することが大切で、見える化に特化した手順の整備も重要。
③

地道な活動ではあるが、院内の実践を検証し、院内感染ゼロの実績が継続できていることは、私の内な

るモチベーションに繋がっている。
【おわりに】
全員参加の下部会活動も８年に及ぶが、多職種の中で介護職としての旗振りを模索しているスタッフも多い。
全員参加の委員会活動の意義を再認識し、主体的な活動を継続し、プロとして知識や技術の向上と介護のやり
がいを伝えていきたい。
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感染（3）

院内感染対策～ ICT の取り組みと効果
東浦平成病院
ふじい たかこ

○藤井 貴子（医師）
，坂東 理江，小林 さおり，地道 美里
【背景】
2016.4 に薬剤耐性アクションプランが策定され、1, 抗菌薬の適正使用、2, 感染対策・管理、3, 取り組みに対す
るモニタリングや評価が柱となっている。長期療養型病院では侵襲的な処置は少ないが易感染患者が多く、一
般的な感染対策に加えて高齢者に頻度の高い感染症への着眼と自施設の特徴を意識した対策が必要となる。
【目的】
感染対策の取り組みを行い介入の適切さおよび成果をストラクチャー・プロセス・アウトカムという医療の質
を評価する手法を用いて評価する。
【対象】
2015.9.1~2018.3 の入院・外来患者
【方法】
介入 :1, 個人もち手指消毒剤の導入 2, 感受性試験結果に MIC 値の表示 3, 抗菌薬使用届け出 / 許可制の導入 4,
採用抗菌薬の見直し 5, アンチバイオグラムの配布 6, ガイドラインの配布と教育。なお当介入は感染防止対策
加算 1 の医療機関の主催する合同カンファレンス内での取り組みとして順次計画し実施した。
【結果】
プロセス評価 : 手指消毒薬の総使用量は個人もちとなってから 1.5 倍に増加。喀痰・尿のグラム染色件数は期
間内で 3.1 倍、血液培養総数は 4.8 倍に増え、うち複数セット採取割合は 98％を超える。カルバペネムと第 3
世代セフエムの AUD はそれぞれ 27.6 から 0.7、
40.1 から 1.8 へ減少。外来創傷処置に対する予防抗菌薬投与率・
平均投与日数は 30％ 3.6 日から 11％ 1.0 日へ減少。
アウトカム評価 : 緑膿菌のカルバペネム感受性率は増加、MRSA 分離率（新規分離患者数、MRSA/MSSA 分
離率）は減少傾向にあり、MRSA の VCM に対する MIC 値は平均 0.84 から 0.71 へと低下を示した。
【考察・結論】
現在の活動は耐性菌発生減少や抗菌薬適正使用に成果を挙げており、この取り組みを継続するとともに当院の
医療関連感染症の特徴・動向と、より的確に把握するための指標の算出に努めていきたい。
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感染（3）

Clostridioides difficile 感染および定着患者の C.difficile 周辺環境の汚染と消毒
1 宇部記念病院 検査室，2 宇部記念病院
ふじわら ひろふみ

○藤原 博文（臨床検査技師）1，尾家 重治 2
【目的】C.difficile 患者の周辺環境の C.difficile について調査するとともに、本菌に対する次亜塩素酸ナトリウ
ムの効果について調べた。
【方法】入院患者（感染７名、定着２名）の周辺環境などを調査対象とした。ここで、感染とは臨床症状や
CD 毒素の検出から医師が感染症と判断した場合で、定着とは臨床症状はないものの CD 毒素が検出された場
合とした。環境の汚染菌量の測定はガーゼでの拭き取り法で、同定は鏡検や ANC 同定カードなどで行った。
一方、汚染便座など計 10 サンプルに対する 0.1％（1,000ppm）次亜塩素酸ナトリウム清拭の消毒効果につい
て調べた。
【結果】感染患者の場合では、
オーバーテーブル（100㎡）の 7 サンプル中 1 サンプル（14.3％）から 18cfu、ベッ
ド柵（100㎡）の 7 サンプル中 1 サンプル（14.3％）から 240cfu、
床（100㎡）の 21 サンプル中 6 サンプル（28.6％）
から 14 ～ 4,000cfu、ポータブルトイレの便座（座面表面の半分の面積）の 7 サンプル中 6 サンプル（85.7％）
から 14 ～ 2,800cfu の C.difficile が検出された。また、定着患者の場合では、周辺環境からの検出はなかった
ものの、オムツ交換に用いた使い捨て手袋 4 サンプル中 3 サンプル（75％）から 2 ～ 142cfu の C.difficile が検
出された。一方、汚染便座などの計 10 サンプルは 0.1％次亜塩素酸ナトリウム清拭によりいずれからも C.
difficile は検出されなくなった。
【考察】ポータブルトイレの便座が高頻度かつ高濃度の汚染を受けていて、消毒には 0.1％次亜塩素酸ナトリウ
ム清拭が有効であった。また、定着患者であっても、オムツ交換時の手袋から C.difficile が検出され、接触予
防策の重要性が示唆された。
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感染（3）

グループ各病院の抗菌薬使用密度と検出細菌感受性率
1 大原病院，2 緑成会病院，3 博愛記念病院
つかもと はるゆき

○塚本 晴之（薬剤師）1，松本 大知 1，石塚 智子 3，秋田 美樹 2，辻岡 洋 1
＜背景＞
昨年本学会で、一病院の抗菌薬使用密度（antimicrobial use density：以下 AUD）を指標とした抗菌薬の使用
量と検出細菌の抗菌薬感受性率の調査を行い、抗菌薬の使用量増加が感受性率の低下につながることを示唆し
た。AUD は異なる病院間での比較が可能なため、今回は複数の病院で AUD と検出細菌感受性率を調査し、
両者の関係についてさらなる検討を行ったのでここに報告する。
＜目的＞
病院間の抗菌薬使用量と検出細菌の抗菌薬感受性との関連性の有無を調べ、AUD の抗菌薬適正使用の指標と
しての有用性を検討する。
＜対象＞
平成医療福祉グループに属する 18 病院
＜方法＞
平成 29 年 4 月から 6 月の各病院の AUD と検出細菌感受性率（検出件数により感受性率に大きく影響する
MRSA などの多剤耐性菌を除く）の調査を行い、両者の関係を相関係数 R を用いて評価する。
＜結果＞
PIPC・SBT/APBC・SBT/CPZ・MEPM・AMK・MINO の 6 種の抗菌薬で、AUD と検出細菌感受性率に負
の相関関係が見られた。セフェム系抗菌薬各種と AUD とは相関が見られなかったが、セフェム系抗菌薬同士
の感受性率には強い相関が見られた。
＜考察＞
多くの抗菌薬で病院間の AUD と感受性率に相関が見られたということは、AUD が抗菌薬使用の評価の指標
として一定の有用性があると考えられる。即ち、AUD が平均値より高い場合は感受性率の低下に留意したい。
ただし AUD と相関が見られなかった抗菌薬もあった。各病院の AUD が低値であるため感受性率の低下がな
かったのか、または抗菌薬使用量以外の要素が関与しているのかは今後の調査により明らかにしていきたい。
また AUD だけでなく症例毎の投与日数や 1 日投与量などが感受性率に影響することも考えられ、今後も多角
的な抗菌薬使用の調査と評価により抗生剤の適正使用を促していきたい。
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感染（3）

当院における療養病棟及び障害者病棟での G 群溶連菌菌血症について
静岡徳洲会病院
やまのうえ ひろき

○山之上 弘樹（医師）
，望月 美孝，奥村 仁志，杉山 慶太，石谷 智代
【はじめに】G 群連鎖球菌は常在菌であるが日和見的に発症し、その菌血症の死亡率は 3.3-17.3% と言われて
いる。我々は当院の療養病棟および障害者病棟における長期入院患者において発症した G 群溶連菌菌血症に
ついて検討した。【方法】2005 年 4 月から 2018 年 3 月で、
血液培養からの G 群溶連菌検出例について検討した。
対象病棟は病床数 55 名の療養病棟と病床数 40 名の障害者病棟各 1 病棟とした。基礎疾患が複数存在する場合
は主要な疾患を基礎疾患とした。感染のリスクとされる糖尿病、悪性腫瘍、肝硬変は併存疾患として、その有
無を確認した。【結果】 期間中 34 例の G 群溶連菌菌血症を認めた。軟部組織感染症が 13 例、呼吸器感染症と
菌血症が 8 例ずつ認められた。基礎疾患は神経系疾患が 11 例、脳血管疾患が 9 例、血液透析例が 8 例であった。
併存疾患としては糖尿病が６例、悪性腫瘍が５例、肝硬変が３例であった。予後は生存例が 29 例、死亡例は
5 例であった。死亡５例中 4 名は血液透析を行っている患者であった。また一ヶ月以内に複数例が同一病棟で
発生した例は複数回認められた。
【考察】G 群溶連菌の病原性は低いとされていたが、近年免疫機能が低下し
ている患者に重症感染症を発症することが知られてきた。当院の例では 34 例中肝硬変、糖尿病、腎不全いず
れも存在しない例が 21 例あり、その中で神経疾患、脳血管疾患の患者が 18 例を占めていた。長期臥床自体が
G 群溶連菌菌血症のリスクなのかもしれない。先行報告によると、G 群溶連菌の院内発症群では菌血症で侵入
経路を特定できない例が 66％で最も多かったが、当院では軟部組織感染症が 38% で最も多く、急性期病院か
らの先行報告と、長期療養の患者群とは状況が違っている可能性がある。また、複数例が短期間に発生する事
例があり、G 群溶連菌菌血症が院内感染で伝搬している可能性があり院内感染対策も考慮する必要があろう。
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レクリエーション（1）

手遊び歌を取り入れて
山口エルベ
おかもと よしき

○岡本 佳貴（介護福祉士）
，末松 則子，藤本 節子，兼俊 直美，宮本 菜都美
【背景】
高齢者の中には体を動かすのは面倒だという方も少なくない。そこで昔から馴染みのある
童謡を使い、歌を歌いながら楽しく体操に参加して頂けないだろうかと考え手遊び歌を
取り入れてみた。
【目的】
・手遊び歌は体操が苦手な高齢者の方でもリズムに乗って自然と体を動かすことができる。
・普段、会話やコミュニケーションが少ない高齢者の方でも歌を歌う事で声を出す機会が
得られ気分転換になる。
・歌詞の変化に合わせて動作を変える事で自然と全身運動に繋がる。
【対象】
入居者全員（49 名）
【方法】
「大きな栗の木の下で」
「ふるさと」
「手をたたきましょう」
「げんこつ山のたぬきさん」などの童謡から手遊び
歌を行った。
（例）「幸せなら手をたたこう」の手遊び歌
1）幸せなら手をたたこうの歌詞まで歌う
3）もう一度繰り返す

2）たたこうまで歌った後手拍子 2 回

4）ほらみんなで手をたたこうまで歌い、再度手拍子 2 回

【結果】
今まで体操に興味をもたれない高齢者の方でも手遊び歌で体を動かす事には参加され笑顔が見られた。続けて
いるうちに自発的に他の童謡でも体操を作ってみたいねと話される方も出てこられた。手遊び歌は馴染みやす
い童謡が多いので体を動かすことが難しい高齢者の方も昔を思い出し喜んで歌われた。
【考察・結論】
手遊び歌は歌と手の 2 つの動作を同時に行うので脳の活性化やリズム感、反射神経の衰退をも防ぐ。普段の生
活ではどうしても動かすのは利き手ばかりだが、手遊びを行う事で両方の手から同じ程度の刺激が得られる為、
脳もバランスよく活性化していく。手遊び歌は呼吸を合わせて行うので、気持ちを共有する楽しさを体感でき
ることから深い信頼関係と安心感も生まれ心理症状の緩和にも繋がる。今後も様々な角度から入居者が心身共
に健康に過ごせる様職員一同創意工夫していきたいと思う。
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レクリエーション（1）

療養生活内で楽しめるレクリエーションを
試みて
～個別レクリエーションの提供～
長島中央病院
さとう ゆか

○佐藤 由佳（介護職）
，伊藤 千鶴
[ はじめに ] 今までレクリエーションはホールで経口摂取される患者を対象に行っていた。今回、病床で過ご
される事の多い経管栄養の患者に、看護師・介護士が連携、個別にレクリエーションを提供し、楽しめる時間
と笑顔を増やし、それぞれの患者に合うレクリエーションを知る為に研究したので報告する。
[ 方法 ] 対象 : 介護療養病棟、寝たきりの経管栄養患者５名
期間：第１期Ｈ２９、１０月１日～Ｈ２９、１２月１５日。火、金曜日、患者を車椅子へ移乗し看護師主体で
１時間実施、水、土、日曜日、介護士主体ベッド上で１時間実施。
内容：風船バレー、音楽鑑賞、フェイススケールを記入、中間集計する。
第２期Ｈ２９、１２月１６日～Ｈ３０、１月１５日。上記の曜日時間は同様で、日曜日も車椅子へ移乗をして
実施。
内容：第１期で反応の良く見られたレクリエーションを個別に提供しフェイススケールを記入、最終集計する。
[ 結果・考察 ] 第１期は予定日数の半数のみの実施となった。５名中３名に実施前には見られなかった表情の
変化や動きが見られた。第２期は３名に絞り実施した。第１期よりも表情の変化が見られ、フェイススケール
を用いた事で職員同士が携われなかった日の様子や変化を知る事が出来た。患者それぞれに反応の良かったレ
クリエ－ションを提供し変化を感じた事により、職員の意識向上にも繋がった。遊びリテ－ション大全集に記
載されているように、言葉だけでなく風船バレー等の「やりとり」のような非言語的コミュニケーションを提
供することは有効であった。日常生活援助の中で臥床時間の長い患者に楽しめる時間を提供出来る様、今後も
積極的に職員全体で取り組んでいきたい。
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レクリエーション（1）

当院での集団レクリエーション活動の試み
1 おおうち病院 リハビリテーション部，2 おおうち病院
おか けんたろう

○岡 健太郎（作業療法士）1，石田 明子 1，福間 美佑貴 1，日域 大輔 2
はじめに
当院は広島市の中心部に位置する 50 床の療養病院である．当院入院患者の 9 割以上が日常生活自立度で寝た
きり ( ランク C) となっており，社会性の低下を認める．
この度リハビリテーション部では，個別の介入では得られない心理・社会機能の活性化により，活動と参加に
繋げる離床を院内で促進するため，H29 年 6 月より集団レクリエーションを開始したので報告する．
対象と方法
対象は全身状態が安定しており，離床許可のある者を院内で検討した．
週 3 回 15 時～ 16 時の 1 時間，参加人数は 10 名前後，スタッフは 3 名，病棟にて実施した．
内容は，導入の挨拶，自己紹介，座位でのラジオ体操，回想法を用いた雑談，風船バレーを行った．
結果
期間：H29 年 6 月～ 12 月 全 74 回実施
参加者数：期間中の全入院患者 97 人の内 67 名が参加
参加者に認められた変化
心身機能面：
開眼して話に耳を傾け，挨拶を返すようになった
注意が持続するようになり，問いかけへ返答するようになった
感情の表出が豊かになった
ラジオ体操，風船バレーでは自発的な運動を認めた
相手を意識し他者への配慮がみられた
活動面：
食事・リハビリ以外での活動時間が拡大した
個別介入を拒否する方でも，集団レクは拒否せず離床可能となった
参加面：
座位耐久性が向上し，食堂での食事が可能となった
他患者やスタッフと挨拶を交わすようになった
次回の予定や集団レクの有無を自主的に尋ねるようになった
退院後のデイサービスの利用に繋がった
考察
病棟生活の中で，定期的に参加する場を作ることで，生活リズムの改善が図れ，多くの患者が離床して過ごし
やすい環境に変わりつつあると考えられる．また，集団活レクがその人らしさを発見・評価する場となり，社
会性・人間性を取り戻す一助となるのではないかと考える．今後は，実施前後での評価項目を検討し，集団に
よる活動と参加への効果を検証し，在宅支援等への連携を確立していきたい．
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レクリエーション（1）

当院の集団レクリエーション導入の効果と課題
鹿島病院 リハビリテーション部
すみた はるか

○角田 悠（作業療法士）
，曽田 良平
１．はじめに
当院では平成 29 年 10 月より地域包括ケア病床の運用が開始となった。60 日という短い入院期間で退院支援
を行っていくために、離床時間の確保と水分摂取の促しを目的とした集団レクリエーション ( 以下集団レク )
を開始した。今回集団レク導入による水分摂取の促しの効果と、集団レクについての意識調査を行い今後の課
題について検討したので報告する。
２．目的
①集団レクによって患者の水分摂取量が増加したかを検証する。
②患者・職員の意見を集約し今後の集団レクの実施に活かす。
３．方法
①集団レク開始前後の平均水分摂取量を比較する。
②患者・職員に集団レクについてのアンケートを実施する。
４．結果
①対象者全員に水分摂取量の増加がみられ、平均 71㏄の平均水分摂取量の増加を認めた。
②職員からは集団レクは水分摂取・離床の機会となり、患者に良い変化があったという意見が多く聞かれた。
患者からは集団レクはあった方が良いとの回答が聞かれ、レクリエーション内容に関する意見が多かった。
５．考察・まとめ
水分摂取量が増加したことに関しては、水分の選択肢があり他患者と一緒になることで自然に飲む気持ちにな
る場の力が働くこと、職員が近くにいることによるおかわりをしやすい環境が水分摂取量増加の要因となった
と考えられる。職員アンケートからはレクリエーションに肯定的な意見があった一方で、業務に支障を感じる
という意見もあり運用方法の見直しを行っていく必要がある。また患者アンケートからはレクリエーション内
容を充実させてほしいとの希望があることが読み取れ、今後は計画的なレクリエーションを準備・提供してい
きたいと思う。地域包括ケア病床の方針である「ときどき病院ほぼ在宅」を目標に、住み慣れた地域で過ごせ
るよう機能強化を図っていきたい。そのために今後も集団による治療効果を意識した関わりを続けていきたい。
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レクリエーション（1）

当院療養病棟での集団レクリエーションへの取り組み
～集団レクリエーションと個別リハビリの違いについて～
1 中村病院 リハビリテーション部
3 中村病院 リハビリテーション部

作業療法課，2 中村病院 リハビリテーション部
言語聴覚課

理学療法課，

あきた かずき

○秋田 和輝（作業療法士）1，吉田 竜大 2，松本 実季 2，石山 由美子 3，小林 有紀 3，秋田 絵梨 1
【目的】
当院では 2016 年 6 月より療養病棟内にて、集団レクリエーション（以下集団レク）を実施している。先行研
究より集団療法は QOL の改善に効果があると報告されているが、個別リハビリ（以下個別リハ）との差を比
較した報告はまだ少ない。そこで今回、当院での集団レクにおいて効果を検証したので報告する。
【対象】
当院療養病棟に入院し 2018 年 3 ～ 5 月に集団レクへ参加され、障害高齢者の日常生活自立度 B1 ～ C2、認知
症高齢者の日常生活自立度Ⅱ a ～Ⅳの 17 人（男性 5 人、女性 12 人）
、平均年齢 85.24 ± 6.81 歳とした。
【集団レクの内容】
①日付の確認②口腔体操③カラオケ④全身運動・創作活動を週 1 回 1 時間、療養病棟談話室にて実施した。
【方法】
Dementia Happy Check を元に対象者に適していると判断した 4 項目、表情の変化・会話の様子・立ち居振る
舞い・活動への参加態度を抜粋し、更にフリーコメント欄を加えた当院独自の評価用紙を作成。各担当患者の
リハビリテーションスタッフが、個別リハ時と集団レク時の様子を比較し、記載した。
【結果】
項目毎の変化量を比較したところ、活動への参加態度・立ち居振る舞いに、より多く向上を認めた。表情の変
化・会話の様子は変化が少なく、会話の様子に関しては低下を認めた。フリーコメントでは、個別リハと比較
し集団レクでは拒否なく参加出来た、集団レク中は暴言が少なかった、などの回答が得られた。
【考察】
集団レクが、QOL の観点において個別リハでは得られない変化をもたらす可能性が示唆された。療養病棟では、
他者との交流が少なく、受動的で刺激の少ない生活を過ごしている患者が多い。集団の中にいる事で、自分が
一人ではないという安心感、また他者との交流が活気を生み出し、QOL の改善、過剰な防御的態度の軽減に
繋がったのではないかと考える。今後の課題として、集団レクの内容による差を考慮し、再度検討していく必
要があると考える。
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レクリエーション（1）

あなたの輝く笑顔が見たい
～「認知症の人の声」を聴き、取り組んだ事例～
柴田病院
はやし ともこ

○林 智子（看護師）
，高田 真麻
Ⅰはじめに
当病棟の認知症患者Ｉ氏に夏祭りの話をした時、
「盆踊りでもありゃ、教えてあげるのに」と輝いた表情で語っ
た。そこで、夏祭りに盆踊りを披露することを目標に取り組んだ事例を報告する。
Ⅱ研究方法
【期間】Ｈ２９．６/ １～８/ ２６
【対象者】
I 氏 女性 ８７歳
日常生活自立度：A2 認知度：Ⅱｂ
疾患：アルツハイマー型認知症
【方法】
・夏祭り（８/ ２５）までを３期に分けて観察
・開始前後でＨＤＳ－Ｒ・ＭＭＳＥ評価
Ⅲ倫理的配慮
研究目的等、説明し同意を得た。
Ⅳ結果
6 月：準備段階
前：HDS － R：13 点・ＭＭＳＥ：21 点
一人でいることが多い物静かな印象のＩ氏
夏祭りの話をすると、
「踊りを教えてあげたい」と輝く表情答え、手振りで踊る姿を見せた。盆踊りを披露す
ることを目標に２回 / 週 職員との練習を開始し支援した。
7 月：計画段階
I 氏が選曲し、炭坑節を決定。グループ練習日決め、ポスターを作成。他患に盆踊りの誘いを声掛け。具体的
な計画が決まると凛とした表情で「頑張らにゃあいけんね」と意欲的な言葉がきかれた。
8 月：活動段階
グループ練習を４回実施 練習時は、
「盆踊りの練習を始めます」と立ち上がり挨拶をし、ユーモアを交え丁寧
に師匠役を務めた。練
習日を心待ちにされ、他患との会話も増えた。
８/ ２５本番 あいさつから始まり、踊りの披露、最後のあいさつまで、凛とした姿で行うＩ氏。最高に輝く笑
顔を見せた。
後：ＨＤＳ－Ｒ 12 点 ＭＭＳＥ 19 点
積極的に他患と過ごす姿が増えた。
Ⅴ考察
Ｉ氏に寄り添いながら盆踊りが成功するように支援を行った。準備・計画段階では、踊りの能力や師匠の役割
を再現できるように声掛けを増やし関わりを深めたことで踊りたい・教えたいという思いを共有できた。その
結果、Ｉ氏らしさを引き出し、輝く笑顔に繋がった。
Ⅵまとめ
昔取った杵づかという言葉があるように、強み・得意・自信をキーワードに関わることで、主役になれたＩ氏
の事例であった。
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レクリエーション（2）

医療療養病棟患者の生活を考える
～季節に合わせた離床～
宇部西リハビリテーション病院 リハビリテ - ション科
かみりょう こうじ

○上領 洸司（理学療法士）
，徳沢 紗也佳，立花 麻衣子，柳原 博之，梶原 浩司
【はじめに】
当院の医療療養病棟は、長期に渡り医療を要する高齢者や慢性疾患の患者で、病院が生活の場となっている。
医療区分２～３と重症の為、医療が優先され病棟スタッフの離床の意識も低く、入浴やリハビリなど限られた
時間以外の殆どをベッド上で過ごしている。
当病棟でリハビリスタッフとして医療度の高い患者と関わる上で、廃用症候群の進行予防など身体機能へのア
プローチに加え、離床や活動を促し、生活リズムの獲得と維持を図る等、可能な限り自分らしい暮らしを続け
られるよう支援していくことが重要である。
そこで、当院の医療療養病棟のコンセプトを「生活を考える」とし、具体的には①チーム医療に取り組む②生
活にあわせた離床の促進③他者との交流④寝たきりによる苦痛の解除などを挙げ、取り組みとして平成 27 年
度から「季節にあわせた離床」を行った為、その取り組みについて報告する。
【取り組み】
患者の離床と病棟スタッフの離床等に対する関心を促す為、当病棟患者全員を対象とし、日々の離床に加え春
は花見、夏は納涼会、秋は紅葉狩り、冬は温泉会と「季節にあわせた離床」を各季節に一週間、計４回を約２
年間行った。
1 年目は離床の促進・他者との交流・取り組みの認知度向上を目的に、リハビリスタッフ主体で実施し全員が
参加できるよう患者の医療度に合わせた季節を感じる活動を考えた。2 年目は 1 年目の目標に加え、
病棟スタッ
フとリハビリスタッフとの密な連携を目的によりチーム医療を意識し、事前に看護師へ注意点等の確認を行い、
取り組み後に患者の反応等のフィードバックを行った。
【結果・まとめ】
今回 2 年間の取り組みを通して患者の離床機会の増加と季節離床以外の場でも病棟との連携が密となりコミュ
ニケーション機会が増え、チーム医療の充実に繋がった。今後は取り組みを通して個人の可能性を見つけられ
るように、内容や質の向上を目指していきたい。
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レクリエーション（2）

内的動機づけを主眼とした作業活動の段階的な導入；慢性疼痛により離床困難に至った症例
総泉病院 リハビリテーション
うるしやま のりこ

○漆山 慶子（作業療法士）
【はじめに】
慢性疼痛を訴え離床困難となった事例に対し , 内的動機づけを主眼とした作業活動を , 本人の心理状態の変化
に合わせて段階的に導入し , 疼痛表出と行動が変化し , 活動と参加拡大が得られたため報告する .
【事例】
80 歳代女性 . 専業主婦 . 夫他界後 , 子供無く施設に入所 . 右大腿骨頸部骨折 . 大腿骨頭置換術施行 . 療養目的に
て当院に転院 .
【仮説】
( 現状と心理面 ) 食事 , 離床等の促しに疼痛が想起され , 活動の拒否に繋がり , 臥床状態となる事で疼痛に意識
が向きやすい状態 .( 疼痛要因 ) ①慢性疼痛 , 心気症 . ②ストレス , 抑うつ③廃用
【治療方針】
・疼痛を表出しない時間を作る・活動に繋がる内的動機づけの獲得・疼痛の抑制
【作業活動】
第 1 期 : 活動を促さない相手との交流 . 第 2 期 : 整容 ( 化粧水 ). 第 3 期ﾒｶﾞﾈｹｰｽ作り . 第 4 期 : 車いす駆動・他者
への挨拶 . 第 5 期 : 集団活動へ参加付添有り
第 6 期 : ｾﾗﾋﾟｽﾄと歌唱 . 第 7 期 : 集団活動自立
【結果の判定方法】期間 : 入院より 42 週間
看護記録に記載された言葉を , ①疼痛②言葉・表情③行動の 3 つの分類にて抽出 . また , それぞれを , 活動や参
加に対して一般的に抑制に影響されると考えられる群 :A 群と , 亢進に影響すると考えられる群 :B 群に分け ,
言葉の数を１週間単位で集計し , 介入前後を比較 .
【結果】( 平均回数 / 週 )
・疼痛：介入前 (7.6) 介入後 (1.1)
・A 群②：介入前 (23.2) 介入後 (3.3)
・A 群③：介入前 (7.8) 介入後 (0.5)
・B 群②：介入前 (1.4) 介入後 (2.8)
・B 群③：介入前 (0.4) 介入後 (1.9)
疼痛および A 群は減少し ,B 群は増加した .
【考察】
心理状態に合わせて段階づけた作業活動の導入により , ①疼痛を主張しない時間の獲得②活動に対しての自己
選択③外的活動の実施④達成感の獲得が段階的に可能となり , 内的動機づけとなったと考える . それにより , 機
能的自立度評価法において改善した考える . また , 活動や達成感がストレスや抑うつを改善させ , 心気症による
疼痛要因の減少にも繋がったと考える .

第 26 回日本慢性期医療学会 in 鹿児島

10-10-3

レクリエーション（2）

床上安静経過後、心身機能低下が見られた
Ａ氏へのレクリエーション的取り組み
～あなたも私もにっこり～
柴田病院
よしだ かずみ

○吉田 和美（看護師）
，難波 美雪，高橋 香
【はじめに】
骨折前 A 氏は、日中顔なじみの他患との会話やぬり絵、病院行事に参加し笑顔で毎日を過ごしていた。しか
しＨ 29 年 6 月右大腿骨顆上骨折により床上安静を余儀なくされた。転室は顔なじみの患者と離れ従来の日常
生活から大きく変化したため活動性もなくなり会話や笑顔が減少した。レクリエーションを通して受傷前の A
氏の生活を目指し取り組んだ内容を報告する。
【研究方法】
（対象者）A 氏 90 歳 寝たきり度 B2
（期間・方法）H29 年 10 月 16 日～ 12 月 18 日
①病院・病棟行事 月 2 回 ぬり絵 週 5 日
参加時の表情・発語の観察・記録
②毎食の自力摂取量
【倫理的配慮】
本人・家族に研究目的と研究方法の公表について文章と口頭で説明し、同意を得た。
【結果】
①開始後 3 週目まで、ぬり絵や行事に参加するも表情乏しく発語は少ない。6 週目から患者との関わりの中笑
顔が増え「あんた、来とったんかな」と他患へ自ら声をかけていた。8 週目、顔なじみの患者と楽しそうに行
事に参加し「皆でしよう」と意欲的な発語や真剣に取り組む姿、多くの笑顔がみられた。
② 3 週目までは平均 1 割だったが、患者との関わりが増えると共に摂取量も平均 9 割となった。
【考察】
骨折によって大きく変化した環境は、食欲・意欲の低下等、身体・精神機能に影響を及ぼした。レクリエーショ
ン等を通し馴染みの関係の中ではお互いを励まし、気遣っていた。患者同士の馴染みの関係は療養生活にも大
きく影響していた。特に環境変化時は早期より患者同士の交流の場を大切な時間として有効に活用していく必
要がある。レクリエーション等の参加は患者同士のコミュニケーションの場となり気分転換や生活の意欲にも
繋がる。
【おわりに】
療養環境が大きく変化した時こそ早期より患者の QOL 向上に取り組む必要がある。廃用症候群を防ぐために
も患者同士の馴染みの関係性を維持しながら出来る内容や場の提供が患者の意欲に繋がり、ひいては穏やかな
療養生活へとなる。
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レクリエーション（2）

離床時間の拡大に向けた取り組み～笑顔あふれる食堂へ～
愛全病院 リハビリテーション部
あさだ みつひろ

○浅田 光博（作業療法士）
，逢見 和倫，安東 さやか

はじめに
障害者等一般病棟は急性期病院からの入院や状態が不安定な患者がおり、日中もベッド上で過ごす時間が多い。
その中で入院中に出来る「参加へのアプローチ」
、「早期離床のきっかけ作り」として集団レク（以下レク）を
病棟で開始。経過を振り返り、今後について考える機会を得たのでここに報告する。
対象：施設退院や自宅退院後に通所施設利用予定者、他者交流を好む方など 10 名前後。
内容：風船バレー、体操、ゲーム、季節行事など。
結果
レク開始後、食事以外も食堂で過ごすなど離床拡大が見られる患者もいた。その中で顔なじみの関係となり談
笑する場面も増えた。患者自ら「レクに行く」と職員を呼ぶ様子も見られた。
初めはリハが主体で患者の誘導を行っていたが、移乗方法などを病棟職員と共有し、協力してレクへ誘導する
ようになった。
1 年間を振り返り多職種へアンケートを実施。結果より目的は浸透しており、離床の機会となっている、楽し
そうな雰囲気で実施していると受け止められていた。一方、
生活に変化があるかわからないという意見も挙がっ
た。
考察
離床拡大の要因として、レクによりリハと病棟職員が患者の能力を共有出来たことで、離床がスムーズに行
えたと考える。また患者自身も「レク」という動機付けで継続的な離床に繋がったと考える。アンケート結果
からレクが離床に繋がっているという意見も多く、障害者等一般病棟での離床拡大の一助になったと考えられ
る。
近年リハビリでは ICF の「心身機能」だけではなく、
「活動」
・
「参加」へのアプローチが求められており、中
でも「参加」を意識し、レクを実施した。しかし、生活への変化はみられなかったという意見もあり、今後は
多職種で情報共有のもと、院内だけではなく院外へと向けて参加の場面を作っていこうと考えている。
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レクリエーション（2）

誕生月外食レクリエーション実施による変化についての考察～集団から個へ～
介護老人福祉施設ケアホーム足立 介護部
くげ ゆうた

○久下 裕太（介護福祉士）
，安田 由美子
背景：ユニット内での大きなイベントは月一回とされ、誕生祝いについてはクリスマス等のシーズンイベン
トがある月はその中に含まれ合同で開催されることもあり、入居様及び職員においても個々の誕生祝いという
認識が薄くなりがちであった。
目的：集団生活の中では平等や和を尊重する傾向があり、入居者様自身が個を意識する機会が少ないように
思われた。職員もルーティン化しがちな日々の業務やケアを改めて見つめ直し、集団でなく個を尊重したイベ
ントを行うことで意識向上の機会としたい。
対象：5 Ｆフロア利用者様 20 名
方法：毎月、その月に誕生日がある利用者様をお誘いし月一回の外食レクリエーションを実施。利用者様に
はあらかじめ外出日時を告げておき、可能であればご自身で外出の準備をして頂く事とした。また、事前に店
の下見を行い予約を取り当日安全に行動できるよう準備を行った。
結果：多くの方が自身の誕生日や季節を意識するようになり、遠慮がちな方も「また行きたい」
「次はあれを
食べたい」と自ら要望を口にするようになった。また、職員の方でも食事意欲が低いと捉えていた方が、積極
的に自ら選び食べるという新たな一面を見ることができた。更に自らが尊重されているという心の余裕からか、
利用者様間でのポジティブな会話や対応が増えるという副次的効果もあった。
考察：遠慮し外出を辞退される方や、店内のスペース上の問題から断念し施設内での誕生祝いとなった方も
おり、全員実施とはならなかった。ご本人の意志を尊重しつつどなたも気軽にご参加頂ける工夫が必要と思わ
れる。また、職員においても整備された施設内の環境と異なる店舗での入居者様の誘導に戸惑った場面もあっ
た。しかしながら家族面会の際「みんなで誕生会をしたの」ではなく「この間、私の誕生日に食事に行ったの」
という発言が聞かれ、個への意識という目的はある程度達成されたと思われる。
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地域連携（1）

特別養護法人ホームにおける理学療法士の介入について
1 国分中央病院 リハビリテーション室，2 国分中央病院

理事長

ふくむら ひろゆき

○福村 裕幸（理学療法士）1，花見 将一郎 1，藤﨑 剛斎 2
【目的】
細井らの研究によると、理学療法士（PT）が特別養護老人ホーム（特養）の機能訓練指導員として介入する
ことが対象高齢者の ADL 向上につながることを述べている。当グループにおいても同様の取り組みを実施し、
特養における介入の効果を分析し検討を行ったのでここに報告する。
【対象と方法】
特養入居者 29 名のうち対象者は 17 名。H29 年 1 月から 4 月の 3 ヵ月間の PT 非介入群を A 群 H29 年 10 月か
ら H30 年 1 月までの 3 ヵ月間で PT が介入可能だった利用者を介入群とし B 群とした。介入方法は週 2 回、
個別リハ、集団での機能訓練、ADL 訓練と指導、および福祉用具の検討を実施した。評価として FIM を使用
し非介入群と介入群の FIM 利得を比較した。有意差の検証は対応のあるｔ検定の両側検定を用いた。有意水
準は危険率 5％未満とした。
【結果】
A 群は FIM 利得 0.35 に対し B 群は 2.44（P=0.037）と有意差を認めた。また、運動 FIM（FIM-F）では A 群
は利得 0.41 に対し B 群は利得 1.2（P=0.19）
、認知 FIM（FIM-C）では A 群は利得‐0.06 に対し B 群は利得 0.7
（P=0.07）といずれも有意差を認めなかった。項目別では食事のみ有意差を認めており、A 群は利得 ‐ 0.35 に
対し B 群は利得 0.27（P=0.016）であった。
【まとめと考察】
PT の介入で全体的な FIM は有意に改善がみられたが、項目ごとに焦点を当てると有意に改善された項目は
少なかった。現状の介入方法では ADL 全体の改善には有用であるが、各利用者のそれぞれのニードに沿った
アプローチが不足しており、個々に改善すべき点への介入方法を検討していく必要性が示唆された。食事に有
意な改善が認められた点に関しては機能訓練、ADL 訓練による体幹、上肢機能等の改善に加え、定期的なミー
ルラウンドの際のポジショニング指導や食事介助時の助言、他職種間の円滑な情報共有が食事動作の改善につ
ながったのではないかと考えた。今後は介助量の軽減も考慮し各利用者に適した介入方法を検討し ADL 改善
に努めたい。

第 26 回日本慢性期医療学会 in 鹿児島

11-1-2

地域連携（1）

認知症疾患医療センターにおけるかかりつけ医との連携のあり方について
1 脳血管研究所附属美原記念病院 認知症疾患医療センター，2 脳血管研究所附属美原記念病院 認知症疾患医療センター長，
3 脳血管研究所附属美原記念病院 院長
かのう はるか

○狩野 悠（精神保健福祉士）1，神澤 孝夫 2，美原 盤 3
[ はじめに ] 脳・神経疾患専門病院である当院は、平成 28 年 4 月から群馬県の委託により認知症疾患医療セ
ンター ( センター ) を開設した。当センターの主たる機能は、認知症の初期診断・鑑別診断であり、患者のフォ
ローアップに関してはかかりつけ医との連携に重きを置いている。今回、この連携のあり方について検討した。
[ 対象・方法 ] 平成 29 年度の総受診患者数と診断に至った患者数、かかりつけ医の有無、診療情報提供書持参
者数、および非持参の場合の理由を調査した。また、診療情報提供書を持参しセンターで診断した後、かかり
つけ医が「認知症療養指導料」を算定するために必要なセンター宛の診療情報提供書返信医療機関数を調査し
た。
[ 結果 ] センター総受診患者数は 514 人、診断に至った患者数は 436 人であった。うち、かかりつけ医からの
診療情報提供書持参者数は 206 人、非持参者数は 230 人であった。非持参者のうち、かかりつけ医がいた患者
は 150 人であり、その理由は「かかりつけ医に知られたくない」や「かかりつけ医から診療情報提供書がなく
ても受診できると言われた」などであった。また、かかりつけ医からセンター宛の診療情報提供書返信医療機
関数は紹介のあった 92 医療機関のうちわずか 15 医療機関から発行されているのみであった。
[ 考察 ] センターは認知症に関する地域の専門医療機関であり、認知症患者を地域で支えていくためにはセン
ターとかかりつけ医との連携は必須である。しかし、現状は十分な連携がなされているとは言い難い。この要
因として、センターの機能をかかりつけ医や地域住民が理解していない、診療報酬制度上で十分なインセンティ
ブがないなどの課題が挙げられる。今後センターの機能をさらに発揮するため、かかりつけ医や地域住民を対
象とした啓発活動に力を入れていくこと、また、センターとかかりつけ医との連携を促進するような診療報酬
制度の改定が望まれる。
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地域連携（1）

入退院支援パス作成を試みて
上山病院 看護科
おおさこ さくらこ

○大迫 桜子（看護師）
，安永 和子，三原 そのみ，小湊 孝子
Ⅰ はじめに
超高齢化問題により、病院内外の多職種連携の重要性が叫ばれている。今回の診療報酬改定では入退院支援の
強化が示され、適切な療養環境へ移行できるよう、円滑な退院支援を目指すことが打ち出された。当院は、療
養型病床 40 床で、主に透析医療・看護に携わっている。透析患者の多くは、当院をかかりつけ医とし、約
300 人の患者が通院と入院を繰り返している。その中には、高齢患者の療法選択や教育・指導のための入退院
も多く、他部門・多職種との関りが必須となっている。
そこで私たちは、統一した関りを基に安心できる療養環境を提供できるよう、入退院支援のクリニカルパス作
成を試みたのでここに報告する。
Ⅱ 方法
1）入退院支援パス作成
2）データベース作成
3）入院から治療開始のカンファレンス用紙作成
4）退院調整用紙の作成
Ⅲ 期間
平成 30 年 3 月 6 日～平成 30 年 6 月 7 日
Ⅳ 考察
各部署で得た情報が共有できていなかったため、患者には不信感や不安感を与えていた。また、病棟業務にお
いては、繰り返しの聴取により時間の無駄が発生していたことや、退院支援の関りが統一できていなかった。
今回の入退院支援パス作成で、入院がスムーズに受け入れられ、スタッフ間の情報共有が患者に安心を与える
と考えられる。
Ⅴ 結論
1）決められた内容を聴取することで、入院前から在宅へ導くための情報が共有できる。
2）経験値にとらわれず統一した説明が容易となる。
3）他部署との連携が明確となり、作業の効率化につながることが出来る。
4）外来部門において、専従看護師の配置が必要。
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地域連携（1）

包括的支援システムにおける MSW の役割
～家族に複合的な課題をもつ事例への対応～
1 西能みなみ病院，2 西能病院
たけだ まなみ

○武田 愛美（社会福祉士）1，丸山 真梨子 1，剱田 春華 2，廣坂 洸直 1，西能 健 2，西嶌 美知春 1
【目的】
複合的な課題を持つ家族に対する支援においては、MSW の支援だけでは限界がある。事例を報告し、包括的
支援システムの重要性と MSW が果たすべき役割について考察する。
【事例紹介】
80 歳代女性。養子である長男夫婦と孫の 5 人暮らし。今回は 5 箇所の重度褥瘡で入院。認知症がありデイサー
ビスを週に 5 回利用していた。
【経過】
入院から数ヶ月経過後入院費用が支払われていないと医事課より連絡を受け調査を開始。長男は病弱、長男嫁
は精神疾患があるため未就労。収入は患者本人の年金と長男嫁の障害年金のみで経済的に困窮していることが
判明。本人の年金を生活費と借金返済に充てていた。行政側は以前より家族の実態を知りながらも有効な支援
はできていなかったようである。そこで、介入していた地域包括支援センター・市の長寿福祉課・社会福祉協
議会に再度働きかけを行ったが、有効な解決策はなかなかみつからなかった。一方で褥瘡は治癒し、退院支援
を積極的に行うことになったが、経済的な問題が解決しないままでは受け入れてくれる施設もなかった。
入院から 1 年 2 ヶ月経過したころ、地域包括支援センターの担当者と共に自宅訪問をしたことをきっかけに包
括的支援システムが構築され、成年後見人制度の利用に繋げることができた。現在は特別養護老人ホームでお
元気にお過ごしである。
【考察】
この事例は、行政や地域が以前より複合的な課題を持つ家族であることを把握していたにもかかわらず支援が
中断されていたことに問題がある。入院により本人や家族の課題が顕在化されることは多い。MSW は顕在化
された課題を分析し解決に導く手助けをする役割がある。事例によっては地域や行政と連携し包括的支援シス
テム構築の働きかけ行うことが大切である。
【結論】
複合的な課題を持つ家族に対しては包括的支援システムを構築する必要があり、MSW はシステムの中の一つ
の社会資源である。
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地域連携（1）

相談員・事務職の法人内配置転換による連携力強化
1 回心堂病院 事務，2 回心堂病院 医局
あじさか ゆうすけ

○鯵坂 悠亮（事務職）1，中島 正暢 2，曽田 直樹 1，田口 洋一 1
（はじめに）
当法人は東京都内に 3 病院（医療療養）、姉妹法人 1 病院（医療療養）を運営しており、各病院に相談員が 2
～ 3 名、事務部長が 1 名ずつの配置となっている。相談員はそれぞれの勤務先で地域連携に取り組み、急性期
や在宅両方向から、主に慢性期医療を目的とした受け入れを担う社会資源として業務にあたっている。姉妹法
人を含めた 4 病院にて常時問い合わせ受電状況等の情報を共有しているが、数年おきに連携ノウハウの交流や
継承を目的に連携担当者の配置転換を行っており、本発表ではその取り組みを報告する。
当院は法人内では最東である渋谷区に位置する 137 床の医療療養病床である。隣接区である杉並区にロイヤル
病院（医療療養：198 床）があり、同じ京王線沿線上として区西部、区西南部医療圏を中心に連携構築に取り
組んでいる。直近 3 年間で、事務部長、事務主任 ( 兼相談員 ) の入れ替わりがあり、互いに連携状況を引き継
ぐ形となった。その結果当院への入院相談の中で、法人内他病院を同時に検討頂く併行相談の件数は H27 年
度 47 件 ( 総数 659 件 )、H28 年度 103 件 ( 総数 709 件 )、H29 年度 170 件 ( 総数 770 件 ) となり、相談件数総数
と併せて大きく増加した。
( まとめ )
法人内での連携担当者の配置転換によって、それまで各々が培ってきた連携実績を後任に継承しつつ、着任先
においてもそれを活かした連携構築に取り組んでいる。その結果、各人がより地域での人的・社会的資源を把
握する事が可能となり、入院相談受電件数の増加を達成した。連携構築は個々の担当者同士の取り組みに拠る
ところが大きいが、配置転換を適宜行なう事によってその効果をより高める事ができる。
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地域連携（1）

円滑な転院相談受け入れに向けて～さいたま赤十字病院との転院体制構築支援事業から～
1 西部総合病院 患者サポートセンター

医療社会福祉課，2 西部総合病院

患者サポートセンター，3 西部総合病院

内科

まつなが そうこ

○松永 壮子（社会福祉士）1，加藤 雪子 2，誉田 美保 2，渡邊 彰 2，細渕 朋志 3，中平 亜希 1，石橋 安里 1，
栄田 詠未子 1，栗原 一美 1
昨年度、埼玉県の事業として、さいたま赤十字病院との転院体制構築支援事業が行われた。高次及び後方医
療機関が定期的に情報交換することで、互いに顔の見える信頼関係を築き、円滑な転院を実現させるとともに、
高次医療機関が他の救急患者を速やかな対応ができるように支援する目的で行われた県の事業である。さいた
ま赤十字病院より、後方医療機関として当院が選ばれ、毎週さいたま赤十字病院のカンファレンスに出席し、
連携を取っている。
後方医療機関として当院が、どのように高次医療機関であるさいたま赤十字病院との連携をどのように行い、
対応していけばいいのか、当院の役割を検証したい。昨年の 8 月から行われた事業について、具体的な活動報
告を行い、当院としても円滑な転院受け入れに向けての取り組み、課題を抽出し、検討したい。
連携とは、さいたま赤十字病院などの高次医療機関と、当院のような後方医療機関との立場の違いを双方が
理解認識することで、その溝を埋めていくことである。当院は埼玉県さいたま市西部地区にあるケアミックス
型の病院である。一般病棟、地域包括ケア病棟、回復期リハビリ病棟、医療療養病棟とさまざまな病棟がある。
具体的に患者さん一人一人の病状、状態、ニーズなどを確認しながら、当院でどのように受け入れていくのが
良いのか、その後どのように退院支援ができるのかなども含めて、検討している。患者さんや家族と面談をし
て、その溝を受けていき、円滑な転院受け入れができるように援助していく。さらに、当院から円滑な退院援
助ができるよう、入院前より退院支援が始まっている。
今後も、急性期病院からも円滑な転院相談の受け入れができるよう、今回のさいたま赤十字病院との転院体
制構築支援事業を検証し、生かしていきたい。
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地域連携（2）

特別養護老人ホームにおける生活機能向上連携の取り組み
出水郡医師会立第二病院
さとう たつお

○佐東 達雄（理学療法士）
，田辺 元
【はじめに】2018 年度の介護報酬改定によりこれまで訪問介護が対象であった生活機能向上連携加算が特別養
護老人ホーム ( 以下、
特養）
などでも加算が算定できるようになった。当院は 2003 年度より月に 2 回午前中（2011
年度より月 3 回）に近隣の特養に訪問し、施設の職員と協働で計画的に機能訓練を実施してきた。今回どのよ
うな項目を行っているのかまたそれによる満足度は高いのか調査した。
【方法】2017 年 2 月から 2018 年 3 月までの期間に施設の機能訓練指導員に評価して欲しい入所者とどのよう
な項目かを①生活動作改善（以下①）、②歩行状態改善（以下②）
、③介助方法（以下③）
、④可動域や筋力、
動作・歩行などの状態の確認（以下④）
、⑤起立練習、歩行練習、可動域運動などの方法の確認（以下⑤）
、⑥
その他（以下⑥）の中から（複数項目も可）挙げてもらいその結果の満足度を 5 段階で記入してもらった。
【結果】１回あたりの平均担当入所者数は 9.9(7 ～ 14) 名であった。項目別では、④が 34.7％、④⑤が 34.4％、
⑤が 14.0％の順に多かった。満足度別では満足が 98.4% と多かった。
【考察】生活機能向上連携加算は、自立支援、重症化防止を推進するため創設されたが、2018 年度よりその対
象が拡大され特養でも算定可能になった。特養の入所者は、入所期間が長い方が多く改善というより維持的な
リハビリが中心となる。機能訓練指導員がリハ専門職に依頼する項目も④と⑤を中心とする項目が全体の
80％を超えた。これからも機能面や能力面の状態や方法の確認が主な業務内容になるかと考える。また特養で
働くことで当院（医療療養病棟・介護療養病棟）との違いが理解できた。今後も運動中の転倒などの事故に気
を付けながら取り組んでいけたらと考える。
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地域連携（2）

地域医療福祉連携室開設 4 年を経過して
～入院患者の医療区分割合の変化と今後の課題～
恵寿病院 地域医療福祉連携室
きのした りゅうすけ

○木下 竜輔（ソーシャルワーカー）
【はじめに】当グループは、病院・福祉系入所施設 9 施設を有する医療と福祉の複合体である。慢性期医療を
担う当院は、地域の急性期、一般病床、及び関連施設からの入院受入を行っている。H26 年 4 月医療法人（病
院 1・老健 2）にて地域医療福祉連携室（以下連携室）を開設し、患者の状態に合わせた入院入所先の提案と
計画的な退院支援を行っている。当院では医療度の高い患者の受入を行い、連携室開設時には、医療区分Ⅱ・
Ⅲの割合が 66.1% であったが、H30 年 4 月には医療区分Ⅱ・Ⅲの割合が 96.7% となり、慢性期の中での急性期
治療の役割を担っている。
今回、4 年間の連携室及び院内での取り組みにより区分割合が重度化にシフトした変化と今後の課題について
報告する。
【取り組内容】連携室は、病院・老健の相談業務にあたる 7 名で構成されており、グループ内外からの相談者
の状態や環境、希望をもとに協議し、最も適した施設を選択することで、本人や家族の療養生活に関する不安
をやわらげ、治療やリハビリ状況を確認しながらスムーズな退院支援へと繋げている。平成 27 年 11 月には重
度化及び看護師の補充により、
入院基本料Ⅰ・Ⅱの混合型であった病棟を全病棟（133 床）入院基本料Ⅰへ移行、
平成 29 年 3 月より一病棟を在宅復帰機能強化加算病棟として登録、在宅及びグループ内外の施設へのスムー
ズな退院ができるようリハビリ、認知症ケア、排尿自立ケア、摂食機能訓練等へ積極的な取り組みを行ってい
る。
【課題】一方で医療度の高い患者は、長期入院となることが多く、その方々を受け入れる在宅や施設への退院
調整が難しく地域の急性期病床、一般病床からの入院受入に時間を要している。今後、グループ内外との更な
る連携強化を図り状態に合わせた入退院支援と地域の実情に合わせた療養病院としての役割を果たしていきた
いと考える。
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地域連携（2）

街に出掛けよう！～外出困難者への支援～
1 志田病院居宅介護支援事業所，2 志田病院
みやざき たけひろ

○宮﨑 武寛（介護支援専門員）1，香月 未奈美 1，木原 真一 2，志田 知之 2
【はじめに】
利用者が住み慣れた地域で生きがいを持ち安心して暮らすためには、社会との結びつきや地域との関わりが
重要であるが、様々な理由で外出困難になり、関係が希薄になっているケースが増えている。
今回、「外出」に着目し問題点を探る事で地域へ出掛ける手助けができないか、また、ケアマネジャーに求め
られている事は何かを知り、今後のケアマネジメントに役立てたいと思い本研究に取り組んだ。
【方法】
当事業所が受け持つ要支援 1 ～要介護 2 の利用者 78 名に外出機会の有無、
外出方法など外出に関するアンケー
ト分析を行った。
【結果】
· 外出（買い物、交流）しているのは全体の 40％
· 外出しない理由として、立地などの外的要因だけではなく、自身の身体面や精神面といった内的要因も強く
関係している。
· 病院受診は 70％が家族送迎だが、地域交流活動等の場への移動は 84％が自力で行っている。
【考察】
健康維持に直接関係する受診については家族の理解も容易で、仕事の調整をしてでも送迎をしているが、老
人会など趣味活動の面が強いと感じられることについてまでは対応しきれていないのが現状ではないかと考え
られる。趣味活動、地域交流等への参加の機会が減ることで地域との関わりが希薄になり、地域行事や社会資
源に関しての情報が入手しづらくなったり、意欲が低下し、更に外出しなくなるという悪循環も生まれている
と思われる。
【まとめ】
健康な生活を送るためには身体の健康だけではなく、地域と関わり、社会参加をすることで地域の中での自
分の役割を持ち、生きがいを感じながら生活することが重要である。利用者家族への社会参加活動の重要性の
理解促進とともに、私たちが日頃から地域の老人会に顔を出すなどの活動を行い地域住民との顔の見える関係
を築き、利用者と地域を結びつけ、地域情報の提供や外出支援など「人」を社会資源とした地域ぐるみの支援
体制を構築していく必要がある。
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地域連携（2）

退院支援に関わる看護師の役割
1 上條記念病院 看護部，2 医師，3 社会福祉士
のむら ようこ

○野村 庸子（看護師）1,2,3，畑中 晴美 1，倉科 智里 1，鬼頭 るみ子 3，上條 裕朗 2，上條 節子 2
【背景と目的】当病棟 (59 床 ) は急性期病院 (7 対 1 入院基本料算定 ) との連携をより強化できるよう、療養病
棟入院基本料 1 における「在宅復帰機能強化加算」の施設基準を取得している。
医療療養型においては医療依存度が高い状態で自宅への退院を希望される方もいる。平成 29 年 4 月から平成
30 年 3 月に実施してきた退院支援と退院調整を振り返るとともに、退院支援に係る看護師の役割意識にはど
のようなものがあるかを明らかにする。
【方法】平成 29 年 4 月～平成 30 年 3 月までに実施した退院支援・退院調整のうち、医療依存度が高い状況で
自宅等に退院した 2 名の患者の経過を振り返る。また、それらの退院支援・退院調整に関わった病棟看護師を
対象に、入院から退院までの関わり、患者・家族とのかかわり、多職種や地域との連携について感じること、
患者の意思決定に関わること、退院支援を行なっている現在の職場環境等について、インタビューを行い、役
割意識についてカテゴリー化して分析した。
【考察】今回は褥瘡を保有し退院となった患者、人生の最終段階を自宅で過ごしたいと希望された患者の退院
支援と退院調整についての振り返りを行った。医療依存度が高い状態においては退院に向けて、介護者の介護
力、支援体制、社会資源の活用を十分に見極めたうえでの支援が必要となる。その中で退院支援に関わる看護
師は①入院早期から関わりを持ち患者・家族の気持ちを共有して関わろうとする意識、②退院後の生活が安心
して行えるように入院から在宅につなげようとする意識、③担当看護師が中心となって多職種をつなげようと
する意識があることが抽出された。
【結果】退院支援に関わる看護師は自身の役割を認識したうえで、退院後の生活を予測した看護計画を立案、
実施し、また早期から院内・院外の多職種によるカンファレンスを行い、退院後の生活を見据えた関りを入院
中から持つことが必要である。
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地域連携（2）

集患の現状と課題 ～ＭＳＷの視点から～
定山渓病院 地域連携室
つかもと こうへい

○塚本 晃平（社会福祉士）
，橋本 のり子，鹿野 なつみ，逢坂 まや，佐々木 恵，佐藤 舜，菊地 攻
当院は、札幌市中心部より２５ｋｍ離れた温泉街に位置している。人口約１, １５０人という地域に 根ざし
た慢性期医療機関が、ここ数年は南区内（人口約１４万人）を中心に肺炎・脱水治療、糖尿病

教育入院、薬

物調整など急性期の代替機能を担うようになった。
入院経路は在宅・施設からの入院が増加し、即日での入院やレスパイトケア目的の入院、短期リハビリテー
ション入院にも対応している。病棟構成は医療療養病棟、地域包括ケア病棟、特殊疾患病棟、 障害者病棟、
計３２６床の多彩な機能を有し、幅広い疾患、身体状況に対応している。
また、受入れの特徴として１歳、５歳などの低年齢児や、若年の重複障がい者の受け入れも促進している。
入院調整速度は急性期医療機関のニーズに応え、平均待機日数３日（２０１７年度）の調整を 実現している。
ＭＳＷは、患者の生活を意識したアプローチが可能である。渉外活動では、迅速な調整と生活支援を継続す
ることで、紹介先の信頼を得て集患に結びつくと考える。この後援には、院内多職種が緊密な 連携を重視す
ることで、病院全体が一つとなり、ＭＳＷが渉外活動を行える安心感となっている。
また、これからの集患には地域内多職種連携・協同が不可欠である。これからも地域の中での役割、立ち位
置を模索し、果たすべき役割を考え続けていきたい。
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地域連携（2）

東京都広域派遣アドバイザー事業における
南多摩地域リハ支援センター 3 年間の取り組み
永生病院

地域リハ支援事業推進室

かんどう ゆり

○神藤 由利（作業療法士）
，木野田 典保
【はじめに】
南多摩地域リハ支援センター（以下、地域リハセンター）では
東京都高齢社会対策部主管の「地域リハ広域派遣アドバイザー設置事業（以下：本事業）
」を平成 27 年度～
29 年度までの 3 年間受託し活動した。今回はその 3 年間の事業実績と活動内容について報告する。
【本事業の目的】
本事業はリハビリテーション専門職等を活用した地域における介護予防の取組を推進することを目的してお
り。具体的な内容として生活期の在宅高齢者への自立支援の取り組みを強化することや、地域ケア会議への参
加を促すこと、地域における介護予防の取り組みを強化することなどが挙げられている。
【平成 27 年～ 29 年年度の実績】
平成 27 度～平成 29 年度まで当地域リハ支援センターを窓口としてリハ専門職の講師登録を行い、各市の地
域包括支援センター、保健福祉センター、社会福祉協議会などから依頼のある介護予防教室、地域ケア会議へ
リハ専門職の派遣を行った。講師となるリハ専門職の登録数は初年度では 51 名だったが、3 年間で 72 名にま
で増員した。事業の内容として八王子市を中心に転倒予防、尿失禁予防、嚥下障害予防、認知症予防、などと
いった幅の広い講師派遣の依頼となった。依頼件数は、平成 27 年度は 71 件、28 年度 70 件、29 年度は 60 件
であった。
【今後の課題】
本事業は平成 29 年度で終了しており、今後は各市町村で介護予防を進めていく現状にある。しかし現段階で
はまだリハ専門職との繋がりが十分ではないため。この 3 年間で出来たリハ専門職と地域包括支援センターや
社会福祉協議会地域との繋がりを広げていけるよう職能団体、行政等との連携を具体的に図っていくことが必
要であると考える。
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医療ソーシャルワーク

地域包括ケアにおける緊急入院体制の構築
大久野病院
みやばやし こうし

○宮林 皇史（介護支援専門員）
，大宮 寛美，林 文月，岸下 結花，森松 靜，進藤 晃
【目的】当院では事前に予定された入院を予定入院、入院相談当日の入院を緊急入院として受入れを行ってき
た。近年、在宅サービス受給者の増加に伴い緊急入院患者が増えたことで、受入れ病棟である医療療養病棟（看
護基準 20：1）では、通常業務に加え入院対応による多重並行業務量が増加し、現入院患者や緊急入院患者・
家族の待ち時間増加が問題となっていた。そこで、
「待ち時間を減らす」という課題解決に向けた取り組みと
して緊急入院受入れ方法を見直したのでその活動内容を報告する。
【方法】
・緊急入院の呼称変更・入院業務に
関連する多職種を集めた会議の開催・当日入院チェックリストの作成・外来で入院を受入れる新たな当日入院
業務手順の作成【結果】緊急入院の定義を急変ではなく生活困難による入院とし、呼称を当日入院としたこと
で曖昧だった定義が統一された。会議では入院業務が洗い出され、各専門職を役割分掌した当日入院チェック
リスト、新たな当日入院受入手順を作成し運用した結果、病棟職員（看護師・介護士）2 名で行っていた病棟
入院受入れ業務を１階外来診察室に集中させることで看護師 1 名による受入れが可能となり、病棟担当者の多
重並行業務が減少し現入院患者の待ち時間が減少した。チェックリストの運用は業務中断を発生させないス
ムーズな対応が可能となり、約 110 分かかっていた入院対応時間が約 75 分に短縮し当日入院の患者・家族の
待ち時間減少に繋がった。
【考察】新たな手順やチェックリストの作成に加え外来機能を活用することで予定
入院と同様、安全で待ち時間の少ない当日入院受入れが可能となったが、まだ実運用はできていない。今後は
地域から依頼されたすべての当日入院を新たな手順で受入れできる体制構築が地域包括ケアシステムで求めら
れる療養病床のあるべき姿の実現であると考え実運用を目指していきたい。
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医療ソーシャルワーク

退院後の生活を考えた支援を行うために～退院後に訪問を行った事例を振り返る～
笠幡病院 医療相談室
いのうえ めぐみ

○井上 めぐみ（社会福祉士）
，近内 晴美，渡邊 知恵子
【はじめに】
当院は医療療養型病院であり、医療依存度の高い患者を受入れている。病状の改善等によりＭＳＷが介入し、
退院支援を行うケースもある。病院に勤務するＭＳＷは患者の退院をもって介入終了となる場合が多く、退院
後の生活を見る機会は多くない。退院支援を行う際に患者家族に施設の情報提供を行うことがあるが、各施設
の特徴等をよく知らない状態であったため、表面的な情報しか伝えることができていないと思い、患者家族の
思いに合わせた支援が行えているか自信が持てず、退院後の生活場面を知る必要性を感じていた。
【目的】
患者の退院後に訪問を行い、生活が継続できているかを確認するだけでなく、各施設を訪問し特徴や実状を見
ることで社会資源を理解し、今後のより良い退院支援につなげてくことを目的とする。
【事例】抄録では一事例のみ掲載し詳細は当日報告する。
在宅復帰強化型老健に入所したＡ氏
自宅に帰りたいが家族に迷惑はかけたくない ( Ａ氏 )、現状のＡＤＬでは自宅では看れない ( 家族 ) との思いが
表出された。特養への申込みを検討しながらも自宅近くの老健へ入所した。入院中は自宅へ帰ることに本人家
族とも不安があるように感じていたが、老健でリハビリに加え外出や外泊を繰り返すことで自宅へ帰ることが
できた。
【考察】
病院では施設と比べ臥床時間が長く、積極的な外泊等を促す取り組みも行えなかったため、在宅復帰に特化し
た老健に入所したからこそＡ氏の自宅に帰りたいとの思いが実現したと考える。
【おわりに】
病院は治療を目的とした場である以上、生活という視点を持った関わりが難しいが、退院支援にあたってＭＳ
Ｗは退院後の生活の視点を持つことが必要であると考える。他の事例では、将来的に医療を必要とすると予測
される患者が看取りに取り組む特養に入所したことで静かな環境で穏やかに生活できていることも知った。患
者家族の思いに沿った支援を今後も心がけたい。
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医療ソーシャルワーク

安定した稼働率を保つ為の対策 入退院の大幅な増加とその原因
友愛記念病院 医療相談科
さなだ ゆうき

○真田 裕基（ソーシャルワーカー）
【はじめに】
当院は北海道江別市にあり、人口１２万人のレンガの街で、高齢化率は約２９％。当院は認知症治療病棟７９
床、医療療養病棟７３床、介護療養病棟６０床の合計２１２床を有する療養型の病院である。診療科は内科、
精神科、心療内科、歯科、リハビリテーション科である。医療相談室は社会福祉士１名、精神保健福祉士１名、
ケアマネジャー１名で業務を行っている。医療相談室では主に入退院の調整を行っており、安定した稼働率を
保つことが求められている。近年当院では入退院数が急速に増えている。そこで、今回入退院が増加した原因、
また今後安定した稼働率を保つ為の対策を考察した。
【方法】
当院ではこの数年において入退院の数が大幅に増加した為、過去５年間の入退院数、稼働率を比較する。
【結果と考察】
過去５年間の入退院数、稼働率を比較した結果、入退院数は増加しているが、稼働率が低下していることがわ
かった。昨今、看護師等の職員不足が問題となっているが、この入退院数が増えると当然業務量が増え、限ら
れた人数の中で業務を分担しても、当事者に対し目が行き届かなくなる可能性、ケアの質が低下する可能性、
業務量が多く退職者が増加するという現状になってしまい非常に悪循環である。この度の調査で入退院が増え
た原因は厚生労働省が考える『在宅医療推進』にあろうことがわかった。その上で職員の就業率、ベッド稼働
率を安定させる為の対策を考えたので報告する。
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医療ソーシャルワーク

医療・介護度が高い患者の在宅支援
～医療型療養病棟からの退院～
和田病院 地域医療連携室
ふくだ まき

○福田 真妃（社会福祉士）
【はじめに】
当院の医療型療養病棟では、医療区分 3 が約 90％を占めており、平均年齢は 84.64 歳である。本人・家族共
に自宅退院の思いがあるものの、医療行為や身体能力、環境やリスク等を考え、病院での看取りや施設への入
所を希望されるケースが多い。
そのような中で、医療・介護度が高い患者の退院支援を多職種で行い、自宅退院となった症例について報告
する。
【症例紹介】
A氏

70 代男性

病名：左肺がん ( ターミナル )、
慢性呼吸不全

要介護 3

妻と 2 人暮らし

息子がキーパー

ソン
B 氏 80 代男性

病名：脳梗塞後遺症、気管切開術後、胃瘻造設状態

要介護 5

入院前は施設入所

長女

がキーパーソン
【経過】
A 氏は自宅退院を希望、妻と息子は施設への入所も考えていた。
課題は P トイレ・在宅酸素の使用、夜間の尿失禁、服薬管理、耐久性の低下、住宅環境。
介護保険を申請し、福祉用具の準備を行った。夜間のみオムツ対応とし、服薬・在宅酸素の管理は訪問看護
に依頼。在宅でのイメージを持ってもらうため、訪問看護を入れた外泊を行った。最終調整を行い、自宅退院。
B 氏は家族より在宅で介護したいとの申し出があった。
課題は吸引、気切カニューレ管理、オムツ交換、胃瘻管理、摘便。
短時間の外出を行い、病棟にて家族に吸引、気切カニューレの装着、胃瘻の注入、オムツ・体位・寝具の交
換を行ってもらった。排便は内服薬や坐薬にて調整。CM や訪問看護とも連携し、サービスの調整を行い自宅
退院。
【考察・まとめ】
自宅に帰るという目標に向かって多職種で関わり、それぞれの方向性からの意見を組み入れることによって、
課題の解決に繋げることができた。安心して在宅で生活が送れるように、医療処置や介護の方法を考え、環境
を整えつつ、本人・家族の思いを支えていくことが大切であると考えられる。
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医療ソーシャルワーク

慢性期医療における医療ソーシャルワーカー ( ＭＳＷ ) に求められる役割
倉敷スイートホスピタル 医療ソーシャルワーカー
しんみょう さきこ

○新名 早希子（ソーシャルワーカー）
，髙橋 俊二，日比 さくら
【目的】医療機関の機能分化が進み、地域包括ケアシステムの構築が求められる現在において、慢性期を担う
医療機関は、より地域、福祉との連携が求められている。その中でＭＳＷは医療機関と地域をつなぐ役割とし
て重要と言われている。本研究では、自宅での生活を強く望むがん患者と、支える家族の身体的・精神的負担
感に対し、ソーシャルワークの価値としての受容と共感を繰り返しながらアドボカシー機能を生かした、ソー
シャルワーク機能について述べ、慢性期病院のＭＳＷに求められる特徴的な役割について考察する。
【方法】一事例のケース記録を時系列にまとめ、ＭＳＷが意図して本人、家族に介入していた点、ソーシャルワー
ク機能に基づいた視点、面接の展開、技術等について考察した。
【考察】本事例は本人の価値を尊重するというソーシャルワーク機能を軸に支援を展開した。自宅に帰りたい、
という強い思いに対し、支援者がまずその価値を受容した。同時に、不安を抱える家族に対して寄り添い、漠
然とした不安感を整理し、共感的姿勢で支援を行い、自宅退院を実現した。生活者としての視点をもったソー
シャルワーク機能に軸足を置き、本人、家族の自己決定・意思決定を最大限に尊重したアドボカシー機能は重
要である。
【まとめ】慢性期の医療機関は、平均在院日数や病床機能の特徴を最大限に活かし、より患者、家族の迷いや
ゆらぎに時間をかけて寄り添うことが可能である。ＭＳＷは、思いに寄り添い、複雑化する課題を整理し、全
体を見ながら様々なものとの「つながり」をつくり、代弁することができる専門職である。医療の現場ではリ
スク管理が重視されるが、その中でも QOL の向上を目指す支援は、慢性期医療におけるＭＳＷに求められる
重要な役割と認識された。また、本人の思いの実現のため、どの事例においても必要な支援が行われるよう働
きかけをしていくことは、今後も取り組むべき課題と言える。
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医療ソーシャルワーク

ソーシャルワーカーによる退院支援の必要性～患者満足度アンケートから見えてきた課題～
小林記念病院 連携室
いながき ひとみ

○稲垣 瞳（ソーシャルワーカー）

1. 目的
H30 年度診療報酬改定では、早期退院支援が重要視されるようになった。小林記念病院 ( 以下、当院 ) は、
196 床のケアミックス型の病院であり、5 名のソーシャルワーカー（以下、MSW）が在籍し、各担当病棟を持
ち退院支援をしている。MSW の早期介入が患者満足度に影響をしているのかを検討する目的で本研究を行っ
た。
2. 方法
調査期間は、平成 30 年 3 月 15 日から平成 30 年 5 月 15 日とし、対象は調査期間内に当院を退院した全患者
とした。アンケートの記載方法は、匿名性を担保した無記名、5 段階評価（一部記述式）とした。当院倫理委
員会の承認を得て、本研究を行った。
（承認番号 K29-02）
3. 結果
アンケート調査における総合満足度は、92％であった。また、MSW に対する満足度は 89％であった。次に、
入院時の退院に関する不安度は、33％が「不安あり」
、38％は「不安なし」であった。退院時では、
「不安が解
消された」と回答した患者は 74% と高値を示した。
4. 考察・結語
厚生労働省 H26 年度受療行動調査における総合満足度は 68% と報告されており、当院の総合患者満足度は高
い数値を示した。
また、入院時の「不安あり」と答えた患者が 34％であったのに対し、退院時に「不安が解消できた」と答え
た患者 74％となっていた事は、早期介入により退院時の不安が解消された為と考えられた。
先の結果と合わせ、MSW の早期介入が必要であると考えられた。また、MSW として、入院時の不安以外にも、
入院中に感じた退院に対する不安を傾聴し、受容、解消していく必要性があると考えられ、今後は、さらなる
満足度向上の為、不安の内容等の調査をしていきたい。
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医療ソーシャルワーク

長期入院の認知症患者の退院までの支援
～心に寄り添う看護のその先を目指して～
安来第一病院
こしの ふみこ

○古志野 文子（精神保健福祉士）
，野尻 由貴，和田 徹，奥山 太一
【はじめに】
Ａ氏は有料老人ホームに退院されるまで通算 18 年間の入院生活を過ごした。高齢となり認知症治療病棟で日々
を送る中、自分の席やお茶の入れ方、衣服などに対するこだわりを通そうと奇声をあげ興奮、トイレで肛門部
をいじる不潔行為が見られた。また退院を目的とした試験外出時に、頻回にトイレ通いをするＡ氏の姿から家
族は退院に不安を感じていた。こだわりに添う対応を行ったことで精神症状が安定し、不潔行為に対する感染
予防の関わりで、家族が退院を受け入れ施設入所に至った。その経過を考察し報告する。
【対象】
80 歳代女性、60 歳代初めに老人性精神病で入院、その後老年期認知症を発症。子宮脱、肺炎等で入退院を繰
り返す。HDS-R23 点、要介護度２、家族が地域への退院を拒む。
【経過】
Ａ氏のこだわりに添うように早めに対応したことで穏やかになり、細かなちぎり絵作りにも熱心に取組むこと
ができた。病棟の壁に飾られたＡ氏のちぎり絵作品から入院生活を豊かなものにしようと取組む姿を見て、Ａ
氏にトイレ時に使い捨て手袋を使うことを提案した。本人が受け入れ感染防止対策ができたと考え、取り組み
の様子を家族へ伝え続けた。家族と主治医の面談を重ね、退院後の再入院も可能なことを説明し不安の軽減を
図った。このような患者の対応ができる施設があり入所申請に至った。入所施設のスタッフとのいい関係作り
のために施設長の協力を得て何度も面会に来て頂き、スムーズに施設生活へ移行することができた。
【考察】
職員の都合に合わせたケアをしていたことが奇声の原因であると考え、本人の生活パターンに合わせ、Ａ氏の
こだわりを尊重するケアをすることで穏やかな生活を送れるようになったと考える。また、本人と家族、施設
の方への細やかな情報提供をし、いい関係作りをしたことにより、退院を受け入れてもらえたと考える。現在
も施設で穏やかに生活されている。

第 26 回日本慢性期医療学会 in 鹿児島

11-4-1

地域包括ケアシステム（1）

地域リハビリテーション活動支援事業への取り組みと課題
1 緑成会病院 リハビリテーション科，2 一橋病院，3 公立昭和病院，4 小平中央リハビリテーション病院，
5 国立精神・神経医療研究センター
まつもと てつや

○松本 徹也（理学療法士）1，武山 美樹 2，大津 昌弘 3，島崎 重和 4，寄本 恵輔 5，裵 東海 1
【目的】
地域リハビリテーション（以下：地域リハ）活動支援事業とは、地域における介護予防の取組を機能強化す
るために通所・訪問・地域ケア会議・住民運営の通いの場等へのリハビリテーション職種等（以下：リハ職）
の関与を促進することとある．

しかしながら，小平市ではリハ職間のコミュニティや協同が乏しく地域リ

ハを提供する体制が不十分であった．そこで今回、地域リハ実現に向け，地域リハ活動支援事業への取り組み
を行ったので以下に報告する．
【経過】
平成 27 年 2 月に準備委員会を発足し，協議会の目的やあり方について議論・決定をする．その後，組織運
営の決定，小平市内のリハ職へ協議会発足の通知・会員募集，医師会・行政・地域包括支援センター等への広
報を行った． 【現状】平成 28 年 3 月に各関係団体を招き発足式，会員総会を行い，協議会として活動を開始
した．協議会を発足後，地域リハ活動支援事業だけでなくリハ職向けの研修会，ケアマネージャーを始め多職
種向けの講師依頼，在宅医療・介護連携推進委員会等の参加や医師会・行政主体の会議への出席，市民へ向け
た情報発信を行っている．また，平成 29 年 9 月に東京都理学療法士協会小平市支部として承認を得る．
【現状の課題】
地域リハ活動支援事業の受託について施設または個人で契約となるが，法人契約はコスト面等において各施
設の許可が得られにくく，公立病院勤務のリハ職が受託をすることが困難である．また，介護保険分野に従事
するリハ職は一事業所の人員も少数で日常業務の合間に受託することが困難であり，医療保険分野に従事する
リハ職が地域の介護予防を行うこととなっている．
【展望】
協議会発足後，事務局が行政からの連絡窓口となり連携の円滑化，またリハ職間での情報共有や協同が徐々
に実現可能となった．地域包括ケアシステムの更なる発展に向け，リハ職の積極的な地域への関わりがより一
層必要となると考える．
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地域包括ケアシステム（1）

～富家グループにおける地域包括ケアシステム～ MSW の視点から
富家病院
ひらの なぎさ

○平野 渚（社会福祉士）
，佐藤 真哉，笹村 夕，野澤 佑介，越阪部 洋子，馬場 梢
【はじめに】
当院では長年重症患者（人工呼吸器、人工透析、難病など）を中心に入院受入れをしてきた。近年、制度改正
によりますます急性期入院での在院日数が短縮されてきたこと、またさまざまな社会的背景をもった患者相談
が急増してきている。それに対し、当グループの取り組みとして「入院非対応者対策検討会議」という会議の
場を発足した。グループ全体で取り組んだその内容について発表したい。
【取り組み】
H29.12.27 第 1 回入院非対応者対策検討会議開催
その後、月に数回定期的に会議の場を設けた
参加者：院長・病棟看護部長／各師長・事務／各施設／在宅部門長・MSW
検討内容としては、医療依存度の低い患者様の支援方法、各施設での稼働・受け入れ状況の共有、訪問看護・
訪問リハビリなど在宅支援の状況共有、系列施設より緊急入院をされた患者様の情報共有など
【考察】
・系列施設内の利用状況を共有することにより、稼働率の情報／迅速な空床利用につながった。
・緊急入退院の情報共有を行うことにより、早期施設／在宅方面への退院へつなげることができた。
・グループ全体として、軽症者～重症者まで幅広い受け入れ態勢を整えたことにより、相談件数の増加、連携
先の増加につながった。
【今後の展望】
今後地域包括ケア病棟開設に伴い、60 日間という限られた入院期間で、早期退院、退院後の支援サービス構
築を行うにあたり、現段階から医師・看護師も含めた現場レベルでの話し合いを進めることで、その土台を構
築することができた。
当グループの理念である、されたい医療・されたい看護・されたい介護に基づき、
「どんな患者様もお受入れ
する」
「どんな患者様も断らない」としての取り組みが、
より具現化してきた。今後もグループ内のみならず「地
域に根差した病院」としての役割に邁進していきたい。
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地域包括ケアシステム（1）

在宅医療・介護連携推進事業における市民啓発への取り組み
～在宅で暮らし続けるために必要な情報とは～
春日部厚生病院 春日部市地域包括ケアシステム推進センター
なんもと ひろゆき

○南本 浩之（理学療法士）
，寺島 和亜，竹花 郁子，安杖 寛人，荻野 宏希，磯畑 守美，田中 裕人
【はじめに】埼玉県春日部市における在宅医療介護連携推進事業は、平成 27 年 4 月から取り組みを開始して
いる。毎年市民へのアンケート調査を行い得られた結果から、啓発活動の方向性を検討し、取り組みを行って
いるので報告する。
【目的】在宅医療介護に関する市民への啓発活動の方向性を明確化する。
【対象と方法】年齢 60 歳以上の男女 275 人を対象とし、各介護状態時の療養生活場所に関するアンケート調査
を行う。この結果を受け、年齢 60 歳以上の男女 262 人を対象とし、在宅医療介護サービスの役割についてア
ンケート調査を行う。対象者には書面を用いて研究内容について説明し同意を得た。
【結果】要支援状態では、90％弱「自宅」と選択している。認知症を伴う要介護 1 程度の状態では、
「自宅」「施
設」二分する結果となった。要介護 3 相当の状態では、
「施設」が「自宅」を上回る結果となった。要介護 5
相当の寝たきり状態では、8 割の人が「施設」を選択した。全ての状態において施設を選択した理由は、
「家
族への負担」をあげた人が多かった。在宅医療介護サービスの役割認知度については、訪問診療 20％、ケア
マネ 30％、訪問看護 25％、訪問リハ 15％、訪問介護 25％、訪問入浴 30％、通所 40％、短期入所 30％程度であっ
た。
【考察】
施設を選択する人の理由は、家族への介護負担を気にするためが多く、在宅サービスの認知度は、特に訪問サー
ビスに低い傾向を示す結果であった。この両方の結果を踏まえると、家族への負担軽減が図れる、在宅医療介
護サービスをイメージすることが出来ず、介護負担＝施設と考える傾向があると推察された。そこで、在宅医
療介護サービスを利用し、家族の介護負担軽減が図れる具体的な生活のイメージを伝える必要性を感じ、当セ
ンターは、市民講座や市民向け啓発誌の発行などの活動を行っている。今後も市民の視点に立ち、市民に分か
りやすく地域包括ケアシステムを啓発していく必要性を感じた。
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地域包括ケアシステム（1）

慢性期医療における病院救急車の活用
南多摩病院
かねこ しょうたろう

○金子 翔太郎（救急救命士）
，大橋 聖子，関 裕，益子 邦洋
【背景】未曾有の超高齢化社会の到来により、高齢者の救急搬送件数が右肩上がりで増加し、救急医療の現場
は危機的状況に陥っている。特に、在宅療養中・施設入所中の高齢者の場合、複雑な基礎疾患などが影響し搬
送先病院の選定が困難な事案が多く、住み慣れた地域で医療を受けられない、いわゆる「さまよえる高齢患者」
問題が深刻化してきていることも周知のとおりである。それに対し八王子市では、“ オール八王子 ” での高齢
救急患者の受入れ体制が整備され、地域包括ケアシステム確立の一助として「八王子市在宅療養患者救急搬送
支援システム」を構築。その搬送業務を担う医療機関として当院が指定され、入院を必要とするが緊急性に乏
しく、数時間から翌日程度の時間的猶予を見込める患者を対象とし、平成 26 年 12 月より病院救急車の運用を
開始した。
【取り組み】病院救急車を活用した在宅療養患者の搬送は年々増加し、さらには急性期医療機関から慢性期・
精神科医療機関への転院搬送や施設等入所中の高齢者の救急搬送業務も追加され、事業開始から平成 30 年 3
月までの搬送件数は全 962 件に及んでいる。
【効果】病院救急車がパイプ役となり慢性期・精神科医療機関との連携が促進された結果、病院救急車におけ
る患者搬送先の 40.3％が慢性期・精神科医療機関となり、消防救急車、病院救急車、両者における八王子市内
慢性期病院等への収容数のおよそ 1/3 は病院救急車が搬送していることがわかった。
【結論】病院救急車を活用した高齢者搬送を行った結果、慢性期医療機関の患者受け入れ件数が増加し、八王
子市内救急事案の八王子市収容率は顕著に増加した。このように八王子市の事業として公的に運用する病院救
急車の取り組みは、消防救急の負担軽減を図ると共に、高齢者を地域で支える医療介護連携のセーフティーネッ
トが機能する上で大変重要な役割を担い、今後全国の病院救急車活用におけるモデルケースと成り得ると考え
る。
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地域包括ケアシステム（1）

地域包括ケアシステムへの挑戦！～入院相談からみる当院の役割～
1 永井病院 地域連携室，2 永井病院 診療情報管理室，3 永井病院 診療部
いちかわ よしこ

○市川 賀子（社会福祉士）1，岡田 萌 1，島田 真歩 1，井上 純子 1，市原 史子 1，山田 理絵 1，小松 聖偏 2，
市川 德和 3
【目的】
当院は、高齢化地区の高知市春野町において、慢性期病院の役割を担っている。地域包括ケアシステムが推進
される中、地域で果たす役割を明確にすることを目的に、ソーシャルワークの視点から入院相談の内容を基に
調査したので報告する。
【方法】
2014 年度から 2018 年度までの入院相談 735 件を、相談元 [ 急性期、回復期、他医療機関、家族等、介護事業
所等 ]、目的 [ 短期入院 ( リハビリ、その他加療 )、長期入院、レスパイト ] 、理由 [ かかりつけ医、紹介元、
在宅近辺、連携ネットワーク ]、住所 [ 春野町、春野町近辺、その他 ] に分類し調査した。
【結果】
相談元は、急性期 301、回復期 86、他医療機関 109、家族等 113、介護事業所等 96。目的は、短期入院 380( リ
ハビリ 286、その他加療 153)、長期入院 288、レスパイト 42。理由は、かかりつけ医 189、紹介元 107、在宅
近辺 396、連携ネットワーク 491。住所は、春野町 428、春野町近辺
135、その他 172 であった。
【考察】
相談件数は、2015 年度が 141 件と最も少なく、県内の地域包括ケア病棟が増床され機能してきたことによる
影響と考える。2016 年度に 209 件と大幅に増えた。これは、退院支援加算 1 の取得と医療療養病床の増床が
大きく影響している。全体で見ると、急性期からの相談が最も多く、目的は短期入院の中でリハビリ希望が多
い。理由では、連携ネットワーク、住所は春野町が最も多い。これらから、在宅→急性期→当院→在宅の流れ
が見え、リハビリ目的のワンクッション入院の形が定着していると感じる。これが連携ネットワークの一つで
あり、当院の役割は、主に春野町住民の在宅支援であることが明確になった。
【結語】
在宅支援のマネジメントを行うソーシャルワーカーとして、今後も「永井病院なら何とかしてくれる」という
声を糧に、住み慣れた地域で在宅生活の継続を目標に地域包括ケアを実践していく。
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『元気なときから、終末期まで』～当法人における地域包括ケアへの取り組み紹介
城山病院 在宅事業部
くろさわ ひでゆき

○黒澤 秀幸（作業療法士）

はじめに
医療と介護の合言葉になっているのは『地域包括ケア』の構築である。当、八王子保健生活協同組合（以下、
はちせい）では、１９７９年に城山病院を開設。以降、医療と介護の事業所及び拠点整備とサービス内容の充
実を図ってた。
サービス内容の更なる充実化を図ることは、今後も継続的に取り組んでいく重要な課題であるが、同時に『は
ちせいの地域包括ケア』の推進という観点からは、
『元気なときから、終末期まで』ご自宅での生活に不可欠
な生活支援を含めた、町づくりが地域包括ケアに求められるところである。
今回は、医療と介護、保険と予防の町づくりの取り組みについて、その進捗と今後の課題について紹介したい
と思います。
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「家で暮らしたい」に寄り添って～多職種での在宅支援の取り組み～
湖東病院 看護部
ひらまつ あおい

○平松 あおい（看護師）
「はじめに」
近年、地域包括ケアシステム推進を受け、当院でも在宅復帰支援として、在宅支援パスやアセスメントシー
トの作成など様々な取り組みを行ってきた。その中で「家で暮らしたい」と漠然とした思いはあるものの、家
での生活をイメージできずに諦めてしまっているケースがあることがわかった。今回「家で暮らしたい」とい
う思いを実現するため、多職種で関わった取り組みを報告する。
「方法」
①在宅復帰を困難にしている問題の明確化
②ご本人、ご家族と共に在宅復帰後の生活をイメージできるカンファレンスの開催
③外出、外泊での困りごとシートの作成と多職種での情報の共有
④内服、排便管理シートの作成、排泄支援の実施
「結果」
家で暮らしたいという思いを持ちながらも、実現できない理由の一つとして、介護保険の仕組みや介護保険
サービスの認知度の低さがあることがわかった。在宅復帰に向けて前進するためには、ご本人ご家族が在宅復
帰後の生活をイメージできることが大切である。病棟スタッフやリハビリスタッフだけでなく、居宅ケアマネ
ジャー、相談員との連携を強化していく必要がある。関わるスタッフが方向性を一致させて支援していくため
に情報を共有することも大切である。また、ご本人、ご家族の個性に合わせた支援を行うことも重要であると
実感した。
「考察」
在宅復帰の支援は、ご本人、ご家族が在宅生活をイメージできることから始まる。介護保険の仕組みを知っ
てもらい、どんなサービスがどれだけ使えるのかが見えてくると、家での生活が近づいてくる。安心して家に
帰るために、不安や困りごとを明確化し、一つ一つ丁寧に取り除いていくことが必要である。加えて、退院後
の生活を見据え、自分でできることを増やし、自立を支援していく取り組みも重要である。今後も、職種や部
門の垣根を飛び越え、多職種で連携し、ご本人、ご家族の思いに寄り添う支援を更に進めていきたい。
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入退院動向から見る地域における当院リハビリテーション部の役割の展望
山口平成病院
かんだ ゆうき

○神田 勇樹（理学療法士）
，津江 尚幸，吉本 幸恵，門脇 圭，横山 育江，立石 肇
［背景］
2025 年を目途に地域包括ケアシステムの構築が推進される中、山口県岩国市は 2015 年には高齢化率が全国平
均を上回り、高齢者世帯も増加している。
［目的］
こうした社会背景の中、特に当院の医療療養病棟では様々な段階のリハビリテーション（以下リハ）が求めら
れてきている。そこで近年の入退院動向を調査し地域における当部の役割を明らかにすることとした。
［対象］
平成 23 年度と平成 28 年度の医療療養病棟（104 床）の入退院患者とした。
［方法］
入退院記録より両年度の入院患者数、退院患者数および入院元、退院先、前年度からの 1 年間 の再入院率、
平均在院日数を調査した。入院元と退院先は自宅、居住系施設、回復期病棟、急性 期・一般病院、死亡（退
院先のみ）のカテゴリーに分類した。統計解析は、マンホイットニーの U 検 定、X2 検定、2 サンプル比率検
定を用いた。
［結果］
両年度の入退院人数、入院元比率、再入院率に有意差は認められなかった。退院先比率は有意 差が認められ
た（P<0.01）。そのうち、居住系施設が 13.8% の増加（P<0.01）
、回復期病棟が 6.1% の減 少（P<0.05）、急性期・
一般病院が 14.8% の減少（P<0.01）と有意差が認められた。平均在院日数は 182.9 日から 151.9 日と短縮し有
意差が認められた（P<0.01）
。
［考察・結論］
1 年以上の長期入院の減少、入院紹介元の変化は少なかったことが示唆された。居住系施設への 退院増加は、
高齢者世帯増加の影響が示唆された。またリハ提供体制を含めた医療提供体制強 化が図れている可能性があ
る。当部は地域医療を担うリハ部としてより早い在宅復帰を目指す必要 がある一方、終末期医療も支えてい
く必要があり、幅広い知見と人間力を備えたリハ提供が望まれる。また地域包括ケアシステムを支えるため積
極的な地域連携と地域活動への参画や推進も課題である。
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地域包括ケアシステム（2）

自宅への退院が困難であった要因とその対策
志田病院
みねまつ あいこ

○峯松 愛子（准看護師）
，木原 伸子，武富 梨花，松浦 美香，大石 浩隆，志田 知之
【はじめに】
地域包括ケア病床は、在宅復帰支援機能を有し、地域包括ケアシステムの中核を担うことが期待されている。
当院でも住み慣れた場所での生活の継続が実現できるよう、積極的に在宅復帰支援を行っているが、今回、自
宅への退院が困難であった症例について、その要因について検証したので報告する。
【方法と結果】
2015 ～ 2017 年度における、地域包括ケア病床の入院患者情報についてカルテ調査を行った。当院地域包括
ケア病床から自宅へ退院できた割合は 74.4％、自宅外への退院は 15.8％であった。自宅への退院ができなかっ
た要因としては、家族の受け入れ困難が 78.6％と多く、またその理由としては、認知症患者であることが
92.9％と多かった。一方で自宅退院できた患者の認知症罹患率は 36％であった。また、自宅へ退院できなかっ
た患者の約半数では、入院前と比較し退院時の ADL が低下しており、主に排泄と移動分野での低下が認めら
れた。自宅退院できた患者の在院日数は平均 20.3 日で、一方で自宅退院出来なかった患者の在院日数は平均
47.6 日と大きな差が見られた。
【考察】
当院地域包括ケア病床の在宅復帰率（2015 ～ 2017 年度の 3 年間の平均）は 86.6％と全国平均と比べても高
く、在宅復帰支援機能の役割は果たせていると思われる。自宅への退院を阻害する因子として、認知症患者で
あること、介護量が大きいこと、長期入院により家族が介護から解放された期間が長くなり、元の生活に戻る
事が苦痛となること、の 3 つの介護問題が見えてきた。この問題を緩和するためには、家族への協力を得るこ
とが何より大切と思われるが、核家族の増加により家族の関わりが減少している現状がある。そのため、入院
早期から退院後の生活を見据えて、家族への介助方法の教育や認知症への関わり方などの指導が必要と思われ
る。
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地域包括ケアシステム（2）

退院支援の重要性～患者の意思決定を尊重した関わり～
松山リハビリテーション病院 看護部
おがわ たかゆき

○小川 貴之（看護師）
，太田 成美
【はじめに】退院支援において、患者の意思決定を尊重した関わりは看護師として重要な役割である。A 病棟
には「退院支援に関する指標」
（以下、指標と略す）があるが、活用出来ておらず患者・家族の意向の共通認
識も不十分だった。そこで「指標」の見直し、修正を行った。使用方法の周知徹底と指標を用いたチームでの
話し合いを行い、患者の意向に沿った退院支援に取り組んだ。その経過を報告する。
【目的】入院早期から「指標」を有効活用し意思決定を尊重した関わりができたか検証する。
【方法】期間：平成 29 年 5 月 1 日～平成 29 年 9 月 30 日
対象：Ａ病棟スタッフ・自宅退院患者
１）「指標」の修正を行い、退院１ヶ月後に訪問調査を実施。
２）入院中の「指標」を基にした関わりを振り返り、妥当性について分析。
３）スタッフにアンケートを実施し「指標」の修正が有効的であったか分析。
【結果・考察】「指標」に意思決定支援の項目を追加することで、患者・家族の意向をタイミング良く確認する
ことができ、遅延なく意向に沿った介入ができた。症例では、退院先に関して本人・家族で相違があったが、サー
ビス調整や環境調整を行い本人の意思を尊重し自宅退院に向け介入した。その振り返りとして退院１ヶ月後訪
問を実施した。結果、入院中の生活指導を守り、自宅生活の継続を確認できた。今回、指標を活用し本人の思
いを尊重し、退院支援を行なった成果だと考える。一方、習慣行動や周辺環境調整の把握が不十分であった反
省点もあり、更なるニーズの把握の重要性を認識できた。
【結論】「指標」を有効活用し、入院早期より患者の意向を共通認識する事ができ、意思決定を尊重した関わ
りが出来た。
【おわりに】退院支援は、遅滞なく意思決定支援に沿った介入が必要である。今回の症例を活かし、患者を地
域で住まう生活者として捉え、今後はリスク管理や社会資源にも注目した退院支援を行っていく。

第 26 回日本慢性期医療学会 in 鹿児島

11-5-5

地域包括ケアシステム（2）

口から食べる支援と地域包括ケア病床
桜十字病院 内科
やすだ ひろき

○安田 広樹（医師）
【はじめに】
当院では「口から食べるプロジェクト」として、経口摂取困難症例に対する治療を行っている。この取り組み
を地域包括ケア病床で行うことが有用と考えられたので、事例を紹介して考察する。
【事例】
68 歳男性。脳梗塞の既往はあるが ADL 自立していた。X 年 9 月 3 日に延髄内側梗塞、多発ラクナ梗塞のため
A 病院に入院。急性期治療後に B 病院でリハビリを受け、X+1 年 3 月 8 日に自宅退院。その後も誤嚥性肺炎
を繰り返すため、嚥下訓練を希望して同年 4 月 23 日に当院へ入院。ADL はほぼ全介助であり、妻の介護負担
が大きかった。
【結果】
ポジショニングの見直しとブローイングなどの間接的嚥下訓練を行うことで、安全に経口摂取が続けられるこ
とが確認できた。さらにリハビリで身体機能の向上が得られると判断し、積極的に日常生活動作訓練を実施し
た。その結果、食事は自力摂取が可能となり、起き上がりやトイレ動作も軽介助となった。本人の表情も明る
くなり活動に対する意欲も向上した。妻の負担も大幅に軽くなり、入院から 52 日で自宅退院となった。
【考察】
当院のプロジェクトに対するニーズは非常に高く、県外からも入院依頼を受ける。しかし対象者は急性期疾患
がないことが多く、一般病棟での治療に馴染まない。また医療区分も区分 1 が多く、療養病棟での受け入れも
難しい。そこで地域包括ケア病床を活用したところ、多くの事例で経口摂取が可能となり、身体機能も向上が
得られ、7 割近い在宅復帰率が得られている。さらに介助量の軽減に繋がる例も多く、再入院率の減少や介護
費用の削減も期待できる。これは地域包括ケア病床の特徴である、単位数等に関係なくリハビリが行えること
や、地域の医療サービスとの関係が密であり情報共有が行いやすいことが、有利に働いていると思われる。
【まとめ】
口から食べる支援を地域包括ケア病床で行うことは、地域のニーズにこたえ、
「ときどき入院ほぼ在宅」に繋
がると考える。
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地域包括ケア病棟・病床（1）

これからの病床機能を考える ～地域包括ケア病床導入まで～
湯田内科病院 医療福祉相談室
しもにし あきひろ

○下西 昭宏（ソーシャルワーカー）

はじめに
当院は鹿児島県日置市にあり、障害者施設入院基本料 50 床、医療療養病棟 60 床で、外来、一次救急、入院療
養を提供している。
数年前から徐々に病床稼働率の低下、障害者施設入院基本料の重度障害者割合、医療療養病棟の医療区分２・
３割合の低下が見られるようになった。
入退院数だけでなく、地域社会の変化や患者・家族の意識変化なども要因と考えられる。
2018 年度には診療報酬改定も控えており、さらなる社会の変化に対応するべく、2017 年度内に病床機能を見
直すこととした。
目的
病床稼働率低下や、施設基準の維持が難しくなっている要因に対して、改善方法を検討するとともに、今後の
地域社会の変化に対応できる病床機能に変えていくことを目標とした。

方法
地域の現状に応じた病床機能にどう変えていくか、改めて現状把握を行い、得られたデータと各コメディカル
との話し合いを元に、新しい病床機能導入を進めていく。
結果
当院の現在の病床機能を活かしながら、新たな機能を追加導入する方針となった。
障害者施設入院基本料病棟 50 床に、地域包括ケア入院医療管理料病床 11 床を設けることとなった。
障害者病棟の施設基準に必要な重度障害者や神経難病患者の割合を減らしたことで、急務であった病床管理は
安定させることができた。
考察
新しい病床機能の導入、病床管理の安定という目標を達成できたと同時に、在宅医療の提供という次の課題が
見えた。
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地域包括ケア病棟・病床（1）

ときどき入院 ほぼ在宅
～地域包括ケア病棟の役割とは～
大手町病院 リハビリテーション部
もりたけ まさみ

○森武 雅美（理学療法士）
1. はじめに
今回当病棟の役割について振り返りを行った。要点、課題整理を行い、多職種連携、役割分担の強化にて、現
状より質の高い在宅復帰支援ができるのではないかと考えた。上記を踏まえた上でアンケート実施、転入カン
ファレンスシートの改善を行い、効果がみられたので以下に報告する。
2. 課題（アンケート結果解釈）
現在、在宅復帰支援のツールとして使用している転入カンファレンスシートでは、入院前の生活スタイルが把
握しにくく、在宅復帰支援に向けた具体的な問題点、課題、目標、ゴールが不明確となりやすい。結果その人
に合わせたアプローチ、支援が行いにくく、多職種連携も上手くいかない状況。
3. 対策
転入当日に行われる多職種会議である転入カンファレンスで使用する転入カンファレンスシートの改善を病棟
スタッフと共に行った。
4. 結果（アンケート結果解釈）
・現在の能力と、入院前の能力の乖離が明確になり、より具体的な問題点が見えるようになった。
・多職種の役割分担が具体化し、アプローチ、目標、ゴールが明確になった。
・多職種連携が行いやすくなった
5. 考察
今回の転入カンファレンスシートの変更により、個々に合わせた在宅復帰支援の道標となるシートへ近づいた。
また、アンケート実施により、スタッフが主体的に関わる動機付けとなり、それぞれの職種が、連携しチーム
で在宅復帰支援をする病棟である事が再認識されるきっかけとなった。今後も社会情勢の中で「病院完結型」
から「地域完結型」医療の転換、地域医療支援機能を求められ、当病棟に期待されるものは多くなると考える。
その為に、ひとりひとりの状況に合わせた生活可能な動作の獲得を支援する事に加え、多職種連携、在宅復帰
支援が主体的に行えるセラピストが必要と考える。地域の方が “ ときどき入院 ほぼ在宅 ” を実現出来るように、
より患者様の在宅生活に合わせた地域への橋渡しが行える病棟となるよう今後も努力していきたい。
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地域包括ケア病棟・病床（1）

地域包括ケア病床 1 年生

～その顛末～

鹿島病院 医療相談部
かめやま ようこ

○亀山 庸子（社会福祉士）
，小林 裕恵，金田 直樹，安達 亜希子，畦地 なつき，福田 摩実
【はじめに】
当院は特殊疾患病棟 60 床、回復期リハビリテーション病棟 57 床、医療療養病棟 60 床の計 177 床の慢性期・
リハビリテーション病院である。2014 年診療報酬改定で地域包括ケア病棟新設から 3 年後の 2017 年 10 月に
医療療養病棟 60 床のうち 26 床を地域包括ケア病床へ移行した。昨年 4 月から 9 月までの地域包括ケア病床試
行期間を含めて、医療相談員の立場から入院受け入れ、退院支援を通して見えてきたことについて振り返り報
告する。
【方法】
2017 年 10 月に開設した地域包括ケア病床について、前年度の入院紹介元、在宅復帰率データを比較・分析し
課題について考察する。
【結果】
地域包括ケア病床移行前に比べ開業医からの紹介が増加し、自宅居宅系施設への退院が増加した。結果、在宅
復帰率が上がった。
一方、看取りや病状不安定で療養病床へ移る患者が一定数いるが、2018 年の診療報酬改定で、自院の医療療
養病棟への転床が自宅退院とみなさないこととなった。入院条件のしばりはないが、60 日を上限とする地域
包括ケア病床において、病状が重い患者については退院先の見通しがたたず 60 日を越える患者も出てきてい
る。
【まとめ】
患者の入院中の病状変化に伴ってその都度退院先が変わってくるため、60 日内に患者の状態、経済事情等に
見合う施設に繋げることの難しさを感じている。自院で施設を持っていないことや看取りなど地域の医療介護
体制が充分整っていないことも大きい。
当院は、開業医、地域包括支援センター、社会福祉協議会、高齢者施設、地域住民が参加している地域包括
ケア検討会に参加している。この活動が当院の地域包括ケア病床と上手く連動して地域の支援体制つくりに繋
がることができたらと思う。
地域包括ケア病床 1 年生から 2 年生へ。病院と地域の橋渡し役として成長していきたい。
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地域包括ケア病棟・病床（1）

地域包括ケア病棟における新たなリハビリテーションサービスを導入して
北陸中央病院 リハビリテーション科
はしば たかし

○橋場 貴史（理学療法士）
« はじめに » 当院では当該患者において一般病棟から地域包括ケア病棟（包括病棟）への転棟に当たり , リハ
ビリテーション実施状況（疾患別リハ）の要因でスムーズな転棟が実施できないことがあった . また疾患別リ
ハにとらわれ , 取得単位を優先させるとリハビリテーションの提供そのものができなくなることもあった .« 目
的 » 地域包括ケア病棟におけるリハビリテーションの関わり方として , 以下に示す
「生活支援リハビリテーショ
ン」（生活支援リハ）というサービスを提案し , 一般病棟から包括病棟への連携の効率化を図り , 疾患別リハと
は異なる包括という枠組みで患者サービスを充実させることである .« 対象 » 生活支援リハ対象者は 1. 疾患別
リハ未実施の患者 , 2. 一般病棟では疾患別リハを実施していたが , 包括病棟へも転棟により週 14 単位の取得が
困難な患者 , 3. 包括病棟で疾患別リハを実施していたが , 状態が悪化し , 週 14 単位の取得が困難な患者とした .«
方法 » リハビリテーションの時間は疾患別リハ（1 単位 20 分）の縛りは無く時間は自由とした . 内容は積極的
なリハビリテーションでは無く , 状態維持や廃用予防がメインとした . 頻度は毎日提供する必要はなく , 週 1 回 ,
2~3 回など自由に設定可能とした .

処方（リハ依頼）に関しては医療安全上のため , セラピストが患者に何

かをする限りは医師の指示が必要で有り , そのため疾患別リハを提供している場合は一度終了し , 新たに処方
箋（リハ依頼）を出して頂く流れとした . また

疾患別リハの提供を受けておらず , 包括病棟で初めて依頼す

る場合は通常のリハ依頼と同様の形で出して頂くシステムとした .« 結果 » 一般病棟におけるリハビリテーショ
ン実施状況に関わらず , スムーズな転棟を図ることができ , 転棟後も疾患別リハ及び平均単位にとらわれるこ
となく , 適切なリハビリテーションの提供を行うことができた .
を運営する上で有用であった .

« 結論 » このサービスの導入は地域包括病棟
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地域包括ケア病棟・病床（1）

地域包括ケア病棟に従事するリハスタッフの職場環境調査
1 定山渓病院 リハビリテーション部・理学療法科，2 定山渓病院 リハビリテーション部・作業療法科，
3 定山渓病院 リハビリテーション部・言語療法科
こうの しんご

○河野 伸吾（理学療法士）1，三浦 真理 1，平間 礼菜 1，熊谷 健太郎 1，藤田 真徳 2，小泉 知優 2，三野 理紗子 2，
池田 佳奈 3，守屋 淳平 3
はじめに
当院は医療療養病棟の内の１つが地域包括ケア病棟となり、土日・祝日のリハや入退院数の増加などリハスタッ
フの業務も変化を遂げていった。
今回、メンタルヘルス改善意識調査票 (MIRROR) を用い、業務改善を進めるために調査を行った。
対象・方法
対象は地域包括ケア病棟のリハスタッフ 9 名とした。
方法は、職場における望ましい状態を示す 45 項目から構成される MIRROR を用い、4 件法 (1. 改善は不要 2. 出
来れば改善が必要 3. ぜひ改善が必要 4. この職場とは関係がない ) により回答を行った。
抽出項目は、1 と回答した割合 ( 実現率 ) の 8 割以上の項目 ( 実現率ランキング ) と 2・3 と回答した割合 ( 要望
率 ) の 8 割以上の項目 ( 改善要望ランキング ) とした。また、
ランキング外から改善が必要な優先項目を聴取し、
その中から要望率 5 割以上の項目 ( その他 ) も抽出した。
結果
実現率ランキングからは、ルールは守られ互いに協力できている、有休はとりやすい、と感じているスタッフ
が多かった。
改善要望ランキングからは、休憩時間中は確実に休みたいとの意見のみが挙がった。
その他としては「余分な仕事はない」
「資料や報告書の作成は必要最小限になるように配慮されている」「上司
は部下からの相談を受ける余裕がある」が挙がった。
考察
実現ランキングの結果は、職場環境内におけるルールの遵守と同僚間、上司と部下間の協力関係が良好である
と考えた。改善要望ランキングの結果は、休憩時間とされている時間帯に患者対応があること、他の病棟と比
較して、業務量が多くスピードが求められ、煩雑さが残存していることが原因と考えた。
その他の結果は、入退院が多いためそれに関連する業務、特に書類作成が多いこと、マネジメントが必要な調
整業務を役職者が単独で担っていたことが原因と考えた。今後は、マネジメント業務を役職者以外にもシェア
しながら、さらなる業務の効率化を追求していきたい。
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地域包括ケア病棟・病床（1）

当院の地域包括ケア病棟の特徴 転帰先に着目して
1 定山渓病院 リハビリテーション部・作業療法科，2 定山渓病院 リハビリテーション部・理学療法科，
3 定山渓病院 リハビリテーション部・言語療法科
こいずみ ちひろ
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【はじめに】2016 年 11 月より医療療養病棟の一つが地域包括ケア病棟となった。今回、
リハビリテーション（以
下、リハ）の一指標と当院の特徴に関する調査結果について報告する。
【対象・方法】対象は、2017 年 6 月～ 11 月に当病棟に入院された 130 名。患者の入院元と転帰先、リハ処方
後の FIM を調査した。転棟した患者については、病棟師長、専従の MSW、専従療法士に、転棟理由につい
て聴取した。統計処理は、FIM は対応のあるｔ検定で、有意水準 5％未満とした。転棟理由の調査は回答を
KJ 法により、患者の状態と今後の方向性に着目し、６つのカテゴリー（①入院当初から長期療養希望、②機能・
能力低下、状態の不安定さは残存するが退院希望、③機能・能力低下、状態の不安定さを理由に長期療養希望、
④機能・能力の向上あり退院希望、⑤機能・能力向上あったが長期療養希望、⑥その他）に分類し百分率にて
分析した。
【結果】以下、入院元と転帰先は、
→の前後に記載。１．自宅→自宅（32 名 24.6％）
、
２．自宅→施設（2 名 1.5％）、
３．自宅→他院（2 名 1.5％）
、４．他院→自宅（6 名 4.6％）、５．他院→施設（10 名 7.7％）
、６．他院→他院（9
名 6.9％）、７．施設→施設（13 名 10％）
、８．施設→他院（4 名 3.1％）
、９．転棟（52 名 40％）
。FIM の入退
時の差は退院群 1.7 点（転帰先：他院を除いた場合 3.2 点）
、転棟群 0.03 点。有意差があったのは、上記４．５．
の経路。患者 1 日当りの平均実施単位数は 2.49 単位。転棟理由の結果は、① 17 名 32.7％、② 4 名 7.7％、③
10 名 19.2％、④ 6 名 11.5％、⑤ 2 名 3.8％、⑥ 13 名 25％。
【考察】今回の調査から、当院は地域包括ケア病棟から転棟する患者が多く、その理由は、入院当初から長期
療養を希望されている患者・家族が多かった。これは、当院のこれまでのイメージが影響を与えていると考え
た。また、長期療養を希望される要因は、FIM の変化や全身状態の影響だけではなく環境因子の影響も示唆
された。
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「地域で暮らし続ける」を実現する視点
- 多彩な高次脳機能障害例の自宅退院にむけてのアプローチ 1 総合リハビリテーションセンター・みどり病院 リハビリテーション科，
2 総合リハビリテーションセンター・みどり病院 神経内科
ごとう たかえ

○後藤 貴恵（作業療法士）1，柳原 岳 1，飛田 靖人 1，河西 涼子 1，堂井 真理 1，矢島 隆二 2
[ はじめに ] 当院では，在院日数の短縮化・早期の退院支援が求められる中，
「地域で暮らし続ける」ことに重
点をおいた退院支援に力を入れている．今回、身体機能障害に加え前頭葉症状を主とする多彩な高次脳機能障
害例の自宅退院を円滑に進めることができたため報告する．
[ 症例紹介 ]77 歳，女性，右利き，夫と 2 人暮らし．X 年 12 月頃右上下肢不全麻痺，視覚異常などの症状が出
現し救急搬送．アミロイドβ関連血管炎の診断でステロイドパルス療法施行．自宅退院を目標に当院地域包括
ケア病棟に転院．
[ 経過と結果 ] 入院時 FIM74 点 ( 運動項目：54 点，認知項目：20 点 )，Br.stage 右上肢手指Ⅴ下肢Ⅳ，右上下
肢の軽度感覚障害を認めた．また高次脳機能障害は本能性把握反応・前頭葉症状・失行・注意障害・記憶障害
を認め，発動性・意欲低下も目立った．早期より退院支援と在宅生活継続の実現にむけて「排泄・移動の自立」
と「夫の介護負担軽減」の 2 つを目標に掲げ，チームで取り組んだ．特に自立にむけた反復訓練での動作学習
は成果が得られず，有効となる手段について検討を重ねた．症例は視覚的注意に引きづられやすい症状を有し
ており，その特性を利用しトイレへの動線を誘導し自立となった．しかし，退院が近づくにつれ夫の介護不安
が増した．そのため介護指導・外泊訓練を実施し，環境の再評価と生活イメージの構築を促した．その後もケ
アマネージャー ( 以下 CM) と詳細な情報交換を行い，再度環境調整をした後に自宅退院となった．
[ 考察 ] 本症例の退院支援が円滑に行えた要因は，在宅生活を維持するための環境因子に着目し，早期に予後
予測を立て，高次脳機能障害の特性を利用できる環境調整を行ったことが挙げられた．また，CM と密に連携
を取り，夫の介護力のみでも在宅生活をサポートできる体制を示せたことが，初めての在宅介護を後押しし，
地域で暮らし続けることの実現化につながったと考えられた．
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自宅から直接入院した地域包括ケア病棟患者の自宅復帰阻害要因について
世田谷記念病院
やましろ だい

○山城 大（理学療法士）
，赤間 泰輔
【目的】
地域包括ケア病棟では、自宅や介護施設で療養中の患者を直接受け入れる機能があるが、元々自宅で生活して
いたにも関わらず、退院先が介護施設や療養施設になるケースがみられている。そこで今回、自宅から直接入
院してきた患者の特徴を調査し、在宅に復帰出来ない要因の検討を行った。
【方法】
対象は 2016 年 7 月から 2017 年 10 月までの期間に当院に自宅から直接入院してきた患者 105 名 ( 平均年齢
82.6 歳± 10.11、男性 32 名、女性 63 名 )。レスパイト入院患者、急性増悪により急性期病院へ転院した患者、
死亡退院の患者は除外とした。
対象患者のうち、転帰先が自宅であった群 ( 以下、自宅群 )73 名、自宅以外であった群 ( 以下、非自宅群 )32 名
の 2 群に分類し、①在院日数、②入院時、退院時の MMSE、③入退院時の FIM 点数、④ FIM 利得、⑤ FIM
効率、⑥入退院時の歩行自立度、⑦入退院時のトイレ自立度、⑧入退院時の看護必要度、⑨自宅での介助者の
有無、の各項目で有意差があるのかを検証した。統計処理は、変数に応じて対応のない t 検定、MannWhitney の U 検定、カイ 2 乗検定を使用し、有意水準は 5％未満とした。
【結果】
入退院時の FIM 点数、FIM 利得、FIM 効率、入退院の歩行自立度、トイレ自立度、看護必要度では有意差が
認められなかった。在院日数、入退院時の MMSE、自宅での介助者の有無では有意差が認められた。非自宅
群は、自宅群と比較し、在院日数が長く、入退院時の MMSE 点数が低かった。また非自宅群では自宅群より
介助者がいない場合が多いという結果になった。
【結論】
今回の結果から、自宅から直接入院してきた患者様の自宅復帰において、認知機能、介助者の有無が自宅退院
の阻害因子となっている事が示唆された。自宅から直接入院してきた患者に対しては、機能面に対しての介入
のみで無く、認知機能や、家族への対応も重要だと考えられる。
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当院地域包括ケア病棟における中咽頭癌術後に嚥下障害を呈した一症例への取り組み
1 松山リハビリテーション病院 リハビリテーション部，2 広島県立大学保健福祉学部

コミュニケーション障害学科

すずき しょうこ

○鈴木 祥子（言語聴覚士）1，平谷 勝彦 1，田口 亜紀 2，木戸 保秀 1，河島 邦宏 1
【はじめに】中咽頭癌術後に気管切開、嚥下障害を呈した症例に対し、嚥下訓練を行った結果、気管カニュー
レの抜管と経口摂取が可能となり、自宅退院に至った。本症例の経過を通じて、当院地域包括ケア病棟での嚥
下障害者への取り組みを報告する。
【症例】５９歳男性。他院にて中咽頭腫瘍切除（下顎正中離断）
、右頸部郭清術、再建術（前腕皮弁）を施行。
気管内への唾液流入が多く、カフ付き側溝無しカニューレを装用。嚥下訓練が開始されたが経口摂取困難な状
態であり胃瘻造設となった。引き続き嚥下訓練目的にて、術後約１か月半後当院入院となる。
【経過】初回評価では下顎や舌運動の運動範囲低下、鼻咽腔閉鎖不全を認めた。カフ脱気下では発声が可能で
発話明瞭度１～２。ＲＳＳＴ２回／３０秒。入院９日目にＶＦ施行し、カフ脱気下・右横向き嚥下ではとろみ
水、ゼリー、ムース食で誤嚥を認めず。訓練では、頸部・喉頭挙上筋群の筋力向上を目的とした間接訓練と、
直接訓練開始を検討し、カニューレの抜管に向け発声訓練を行った。入院２週目ＶＥにて複管式スピーチタイ
プカニューレに変更、同時に昼のみ経口摂取開始。入院４週目２回目のＶＥにて嚥下機能改善を認めた為カ
ニューレ抜管し、３食経口移行となる。経口摂取や発声のレベルアップに応じて病棟訓練や自主訓練に移行し、
各部門による最終調整後、入院から５９日後に自宅退院となった。
【考察】嚥下機能改善に至った要因として、カニューレの変更・抜管に伴い、発声機会の増加と発声中の自然
な唾液嚥下を誘発することとなり、喉頭機能の改善が嚥下機能の改善に相乗効果をもたらした。また、これら
発声面への介入にあたり、耳鼻咽喉科医や地域包括ケア病棟における多職種との連携が必要だった。そのこと
が患者本来の嚥下機能を最大限に活用した訓練を進めることとなり、早期改善に繋がったと考えられた。
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ポストアキュート症例における地域包括ケア病棟からの転帰先による比較
たたらリハビリテーション病院 リハビリテーション技術部 PT 科
つちやま けいすけ

○土山 慧介（理学療法士）
【背景】地域包括ケア病棟の機能として、急性期病棟、自宅・介護施設などから患者を受け入れ、自宅復帰を
支援することが上げられる。その中でも傷病により身体に何らかの影響が生じ ADL 低下を来した患者が、急
性期病棟から地域包括ケア病棟へ転棟した後、自宅復帰できなくなるケースが散見される。そこで、急性期病
棟から地域包括ケア病棟へ入棟した患者の自宅復帰が困難となる要因を明らかにすることで、自宅復帰へ向け
たリハビリ介入の在り方を明確化できると考えた。
【目的】急性期病棟から当院地域包括ケア病棟に転棟した
症例の退院先に影響する因子を明らかにし、退院先が自宅以外であった症例に対するリハビリ介入の在り方を
検討する。【方法】2017 年 6 月から 10 月までの期間で急性期病院から当院地域包括ケア病棟へ入院した患者
53 名を対象に、転帰先が自宅、自宅以外の 2 群間で①入退院時運動 FIM 利得②改善症例率（入院時に FIM5
点以下であった症例の中で利得が得られた症例数の割合）③退院時の自立患者割合を比較。①に対して対応の
Fisher の直接確率法をそれぞれ実施した。
【結
ないｔ検定を、②③に対して期待度数に応じてχ 2 独立性の検定、
果】運動 FIM の利得に関して、運動 FIM 全体では両群間に差がなかったが、排泄管理と移動の項目で自宅群
が有意に高値であった。改善症例率は、排泄管理、移乗、移動の項目で自宅群が有意に高値であった。退院時
の自立患者割合は、セルフケアの項目において自宅群が有意に高値であったが、その割合は 50％であり、そ
の他の項目では有意差が認められなかった。
【考察】運動 FIM 利得、改善症例率の結果から、自宅復帰するに
は排泄管理、移動能力に対する治療介入や ADL 訓練により、能力の向上を図る必要がある。また、退院時の
自立患者割合にさほど差が認められなかったことから、必ずしも自立レベルの能力が必要ではなく、傷病によ
り生じた能力低下を改善させることが重要である。
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当院地域包括ケア病棟における身体機能の傾向と課題
1 国分中央病院リハビリテーション室，2 国分中央病院

理事長

ふたがわ まさる

○二川 優（理学療法士）1，下境田 雄麻 1，藤﨑 剛斎 2
【目的】
平成３０年度に医療・介護の同時改定が施行され、在宅医療の充実化が地域医療における課題と考える。その
中で当院地域包括ケア病棟に入院した患者の、傾向把握と今後の課題の抽出を行ったためここに報告する。
【対象・方法】
平成 29 年 4 月 1 日～平成 30 年 3 月 31 日に地域包括ケア病棟に入院から退院及び転棟に至るまでリハビリテー
ション（以下、リハビリ）を施行した患者 163 名。ポストアキュートとサブアキュートの比較後に、脳血管リ
ハビリ 44 名、運動器リハビリ 66 名、呼吸器リハビリ 9 名、廃用症候群リハビリ 44 名を、疾患別に FIM の点
数で４群（最大介助群：18 ～ 36 点、中等度介助群：37 ～ 72 点、軽介助：群 73 ～ 107 点、自立群：108 ～
126 点）に分け入退院時での比較を行った。
【結果】
緊急時の受け入れが全体の半数以上を占めており、在宅や周辺施設からの入院が多い傾向にある。入院時
FIM は、65％を最大介助群と中等度介助群が占めており、重症度合が高い患者を受けて入れている。また、
地域包括ケア病棟退院時の最大介助群と中等度介助群は 55％で、疾患別でみると改善に至ったのは運動器・
呼吸器が大半を占めている。
【考察】
入院患者はサブアキュートからの受け入れ割合が高く、重症度が高い患者の受け入れが多い。そのため、改善
に至るまでの在院日数も長期化しやすい。また、疾患別においては期間内に改善に至るケースが少ないものも
あり、その為身体機能面の評価だけでなく早期より介護状況の把握を行えるよう、Zarit や HCQAI などの介
護ケアの質や負担度の評価も当院でのリハビリ介入評価へ追加導入し、妥当性の検証やアウトカムの作成の検
討をする必要がある。
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地域包括ケア病棟におけるセラピストの役割とは～在宅支援シートを再考して～
大手町病院 リハビリテーション部
いわはし かよ

○岩橋 佳世（理学療法士）
【はじめに】
当院地域包括ケア病棟の質を向上するためセラピストに必要な役割を再考した際、6 つの役割が考えられた。
その役割と現状の取り組みを比較すると、セラピスト全員が十分に役割を果たせているとは言い難く、課題を
解決する手段としてアンケートを実施した。その結果、当院で用いている「在宅支援シート」の改善が一つの
解決策として挙げられたため「在宅支援シート」の見直しを行った。今回の取り組みから、地域包括ケア病棟
におけるセラピストの役割を再認識する機会となり、早期退院支援に効果が得られたため以下に報告する。
【地域包括ケア病棟のセラピストに必要と思われる役割】
①入院前 ADL の情報収集
②入院後 ( 転入時 )ADL を評価し、ADL 乖離を把握する
③問題点を挙げ、リハビリとしての具体的な目標設定を行う
④リハビリの目標を病棟と共有し、入院生活中の ADL より連携して取り組む
⑤入院前のサービス内容を知り、再発防止と身体機能維持を含めたサービスの見直し・選定を行う
⑥退院後のサービスに携わる多職種にサービス提案・情報伝達をする
【方法・対策】
在宅支援シートの改善、改善前後のアンケート調査（今後実施予定）
【考察】
今回在宅支援シート改善するにあたり、①在宅支援シートの項目に ICF 概念の取り込み、②質問項目の細分
化による情報量の均一化、を行った。この結果、①より入院前のＡＤＬで身体機能よりも ICF の要素である
通院方法や家庭内役割等の項目が増加、患者の生活リズムが把握しやすくなり問題点の明確化が行えた。②よ
り自由記載欄を無くし、質問項目を増加させたことで、転入当初の情報収集に個人差がなくなり、より詳細に
ADL を把握することが可能になった。今後、更なる在宅支援シート改良の為、当院リハビリ部職員に対しア
ンケートを実施し、当日はそれらの結果に詳細な考察を踏まえて報告する。
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地域包括ケア病棟退棟者の自宅退院が遷延する因子について～入棟時データから～
1 青磁野リハビリテーション病院 リハビリテーション部，2 青磁野リハビリテーション病院

整形外科

こいけ ゆうと

○小池 勇聡（作業療法士）1，西村 洋 1，金澤 親良 2
【はじめに】地域包括ケア病棟には 60 日の在棟期限があるが、
期限を越えて自宅へ退院する患者がいる。今回、
自宅退院者を対象にして、在棟期限内の退棟者と期限越えの退棟者の入棟時データを比較し、在棟期限内に自
宅退院が行えない因子を検討した。
【対象】平成 27 年度から平成 29 年度に当院地域包括ケア病棟入棟中にリ
ハビリテーションを実施し自宅へ退院した 344 名。平均年齢 79.2 ± 11.3 歳。発症前居住先は自宅者に限る。
【方
法】まず、入棟時疾患分類別に在棟期限越え患者数の割合をみた。次いで、在棟期限内に退棟した 313 名を期
限内群、在棟期限を越えて退棟した 31 名を期限越え群に分類し、2 群間の比較検討を行った。比較項目は、
年齢、性別、入棟元（自宅もしくは他院）
、発症前の同居人の有無、入棟時の認知症高齢者日常生活自立度（以
下、認知度）及び障害高齢者日常生活自立度（以下、自立度）
、アルブミン値、誤嚥性肺炎既往の有無とした。
統計学的分析には、マン・ホイットニー検定及びカイ二乗検定を用い、有意水準を 5％未満とした。【結果】
入棟時疾患分類別の在棟期限越え患者の割合は、腫瘍性疾患が 16.7％、次いで消化器疾患 11.8％、循環器疾患
11.1％、呼吸器疾患 10％、運動器疾患 6.8％であった。また、2 群間の比較で有意差が認められた項目は入棟元、
自立度、アルブミン値で、期限越え群では入棟元が他院の者が多く、自立度が低く、アルブミンが低値であっ
た。その他の項目は有意差を認めなかった。
【考察】今回の結果では、
入棟元が急性期病院であるポストアキュー
ト患者の方が、自宅から入棟したサブアキュート患者より在棟期限を越えて自宅退院していた。また、入棟時
の自立度やアルブミン値が低ければ在棟期限を越えることが多いという結果から、在棟日数には疾患の重症度
や入院後の安静治療期間、栄養状態、それらに伴う ADL 能力の低下などが影響している可能性があることが
示唆された。
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地域包括ケア病棟における退院支援
―入退院管制システム構築による成熟したチームアプローチの実現―
小林記念病院 連携室
さかきばら なるみ

○榊原 成美（社会福祉士）
，音部 奈緒，中井 敏子，小田 高司

1.

背景

当院は、地域包括ケア病棟（以下包括ケア病棟）45 床を含む 196 床のケアミックス型の病院である。包括ケ
ア病棟では様々な疾患を抱えた患者が入退院を繰り返しており、医療ソーシャルワーカーの支援だけではなく、
多職種との情報共有やチームアプローチが重要である。そこで、多職種とのよりよい連携を確立するため、新
たに入退院管制システム（以下新システム）を構築した。
2.

方法

1) 新システム構築に向けたアンケート調査
平成 30 年 5 月１日に新システム構築のためのアンケート調査を実施した。包括ケア病棟の職員 48 名を対象と
した。
2) 連携室所属の社会福祉士、看護師、医師（室長）で討論し、新システムを構築した。
3.

結果

1) アンケート調査結果
「情報共有に困っている」が半数を占めていた。各職種で収集した情報を共有ができていないことが明らかと
なった。
2) 新システムの構築
患者・家族の身体的・精神的・社会的情報を一元的かつ視覚的に管理できる新システムを構築した。視覚化し
た項目（1）身体的側面：ADL、疾患、合併症、(2) 精神的側面：疾患の受容、本人の心理状況、家族の介護負
担、(3) 社会的側面：家族関係、経済面、社会資源
3) 効果
多職種とのシームレスな情報共有が可能となった。また、先を見通した支援を多職種で行うことが可能となっ
た。
4.

考察・結語

在宅復帰率 70％以上、在院日数 60 日以内での退院支援が求められている包括ケア病棟は、身体的・精神的・
社会的の 3 側面を捉えたチームアプローチが重要である。新システム導入により、3 側面からのアセスメント、
情報共有がチームで出来るようになり、より質の高い退院支援に繋がった。また、在院日数の短縮、入院期間
内での退院支援にも有効と思われるので、運用開始 3 か月後に予定しているアンケート調査結果と合わせて運
用経験を報告する。

第 26 回日本慢性期医療学会 in 鹿児島

11-8-3

地域包括ケア病棟・病床（3）

データから見た地域包括ケア病棟運用分析
横浜平成会

平成横浜病院

いわさわ ちえみ

○岩澤 千恵美（診療情報管理士）
，古谷 茂美，許 吉起
[ 目的 ] 平成３０年度診療報酬改定で地域包括ケア病棟入院料１の診療実績が問われるようになった。地域包
括ケア病棟入院料１では自宅等から入院した患者割合が１０％以上、自宅等からの緊急入院患者受け入れが
３ヶ月で３人以上とされている。当院は、２０１３年１２月より医療法人化されて、地域の患者さまに選ばれ
る病院を目指して、２０１４年４月より地域包括ケア病床を１０床から開始し、２０１７年８月からは４４床
の地域包括ケア病棟とした。現在、当院は地域包括ケア病棟入院料１で運用している。今回の診療報酬改定後
も地域包括ケア病棟入院料１を継続していくために現在の病棟の運用状況をデータから検証し、今後の入院患
者受け入れに活用していきたいと考えた。[ 対象 ] ２０１７年１月～２０１７年１２月までの地域包括ケア病
棟への入院患者 [ 方法 ] ２０１７年１月～２０１７年１２月までの地域包括ケア病棟の入退院表を元に即入、
転入の状況の調査、集計を行う [ 結果 ] ２０１７年１月から１２月までの地域包括ケア病棟の総入院患者は
３６９名であった。そのうち、他院の急性期病院からの転院、院内の一般病棟からの転入は２７１名７３％で
あり、自宅等からの入院数は９８名２７％で、そのうち外来診察後や自宅等からの緊急入院は３４名で月平均
３名であった。[ 考察・結論 ] 今回の結果、地域包括ケア病棟は地域包括ケア病棟入院料１の実施要件は満た
していた。診療情報室の業務の一つに診療情報からデータベースを構築し必要情報を構築し必要情報を抽出し
て病院運営の資料及び情報提供する役割がある。しかし、今回調査を行うにあたって、必要なデータの一部は
看護で作成していたデータを使用することになった。今後は地域包括ケア病棟運用に必要な全データを診療情
報室で取り、病棟や地域連携室に情報共有し実績を元に共同で管理していきたい。
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地域包括ケア病棟での高齢者の退院支援における、病棟スタッフの意識向上に向けて
駒井病院 看護科
ふじい ゆうか

○藤井 優香（准看護師）
【背景】
当院は平成 27 年 9 月より地域包括ケア病棟を開設しているが、自宅退院を目指していた患者が家族の介護
力不足と住環境が整わず、本人の意にそぐわず施設へ退院した事例を度々経験した。入院時から早期に退院先
を視野にいれた多職種とのカンファレンス、看護計画の立案と援助を行っていたら退院先は変わっていたので
はないか、スタッフの退院支援の意識が低かったのではないかと考えた。
本研究では病棟スタッフの退院支援に対する意識調査を行い、現段階での問題点を捉え
今後の取り組みに繋げる。
【方法】
病棟スタッフ ( 看護師 21 名 介護士 6 名 ) にアンケートを実施
アンケートは選択肢回答形式・自由回答形式の両方を用いた
【結果】
看護師 21 名中 18 名から回答が得られ、回収率 85.7％
Ｑ：患者様の退院先を意識した看護計画立案・修正が出来ているか
Ａ：1、出来ている 0 名 2、少し出来た 11 名 3、出来ていない 7 名
自由記載欄には退院支援に対する現状の問題点・改善点の意見を複数得た
介護士 6 名中 5 名から回答が得られ、回収率 83％
Ｑ：患者様の退院先を意識した関わりが出来ているか
Ａ：1、出来ている 0 名 2、少し出来た 4 名 3、出来ていない 1 名
自由記載欄に記載なし
【結論】
今回のアンケートを通し、当病棟では多職種でのカンファレンス・意見交換が希薄である事が明らかとなっ
た。藤澤は退院支援の質向上において、“ カンファレンスを有効に活用しながら退院後の生活に向けた準備を
進める取り組みが基盤となる ” と述べている。
現在病棟では、看護師のみで行っていた看護計画についてのカンファレンスを、多職種合同で実施している。
また、師長のみが参加していた退院支援カンファレンスに、病棟の看護師・介護士が参加する取り組みも始め
ている。
今後これらの取り組みの効果は有効であったか否か、追跡調査が必要であると考える。
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地域包括ケア病床における退院後訪問の実践
花川病院
きりこし ゆうこ

○桐腰 祐子（看護師）
【はじめに】
当院は H28 年に医療療養病棟 60 床のうち 30 床を地域包括ケア病床に転換した。
地域包括ケア病床は、すぐに自宅や施設へ移行するには不安のある患者に、自宅退院に向け診療の看護、日常
生活の援助、リハビリを実施し退院支援を行っている。H28 年度診療報酬改訂で病棟看護師退院後訪問が導入
された。今回、地域包括病床で病棟看護師退院後訪問における実践と効果、退院支援の今後の課題について検
討した。
【方法】
期間：H29 年 1 月～ H30 年 2 月
対象：A 病院 地域包括ケア病床
退院後訪問の方法：退院後訪問マニュアルに沿い看護師長、主任、スタッフで対象患者を選定し
主任・受け持ち看護師が退院後訪問を実施。
【結果】
1. 退院後訪問実施者は 16 名で自宅訪問は 14 名、小規模多機能・グループホームの施設
2 名で訪問看護師同行訪問は 10 名であった。
対象患者は退院後訪問指導料を算定する患者で日常生活自立度判定基準Ⅲ以上 7 名、
在宅酸素療法 5 名、留置カテーテル 3 名、気管カニューレ 1 名であった。
2. 患者属性は平均年齢 87 歳、男性 5 名、女性 11 名、訪問回数は 1 回であった。
3. おおむね落ち着いた生活を送っていて、患者指導はできていたが、家族指導が不十分で、福祉用具の選定や
サービス調整したが実際は活用していないケースがあった。
また食事量、水分量の低下で脱水症状あり、訪問日に再入院となるケースもあった。
4. 訪問看護師との同行訪問により自分たちの指導を確認することや不足している部分が明確になった。
【考察】
退院支援は入院した時から患者さんの退院後の生活を見据えた援助が必要だが、病棟看護師はなかなか患者の
生活のイメージがつきにくい。看護業務をしながら退院後訪問を実施するのに意見はさまざまではあったが実
際に訪問することで、患者さんの実際の生活を知ることができ退院支援に対する意識が高まった。今後は退院
後訪問での情報や課題、問題点などを多職種共有し退院支援に活かしていきたい。
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地域包括ケア病棟における意欲向上を目指す集団レクリエーション介入の試み
1 加治木温泉病院 看護科，2 加治木温泉病院

リハビリテーション科，3 加治木温泉病院

医師

なかのまち とおる

○中野町 徹（看護師）1，堂込 樹里 1，満山 まどか 1，白石 真由美 1，中水 幸代 1，小川 千穂 2，山岡 広宜 2，
窪田 美農 2，新本 紀子 1，髙田 昌実 3
【はじめに】
地域包括ケア病棟では、1 日平均 2 単位以上のリハビリ提供が施設基準と挙げられている。リハビリスタッフ
による個別のリハビリを実施してきたが、リハビリ以外の時間は臥床して過ごす患者が多く見られ、患者自身
が他者と関わる機会が少ないと感じた。集団レクを行うことで、スタッフや家族とだけではなく患者間での交
流の場ができ社会性を保つ事に繋がるのではないかと考えた。
本研究では、在宅復帰を意識しながら患者間の交流の場として、多職種が連携し集団レクを行うことによる
日常生活動作意欲への影響について検証した。
【研究方法】
１. 期間 2017 年 7 月～ 9 月
２. 対象 2017 年 7 月 1 日～ 31 日までに入院された日常生活自立度 A ～ B 男女 10 名
３. 方法 1) 対象患者 10 名は週 2 回、集団レク（体操、脳トレ等）に参加｡
2）集団レク参加前後で、意欲のカットオフ値（Vitality Index）と標準意欲評価法（CAS）の日常生活行動の
意欲評価スケールの評価を看護師とリハビリスタッフで行う。
【結果】
Viability index は 1.45％、CAS の日常生活行動の意欲評価スケールは 16.9％と数値が上がり、日常生活動作
意欲も向上した。又、自室に籠もりがちだった患者も集団レクに興味を持ち参加希望者も増え、病棟全体に活
気が出てきた｡
【考察】
今後は更に、多職種で個々に応じたアプローチ方法や参加方法について話し合う場を設けていく。又、でき
るだけ入院初期から継続的に集団レクを行う事で、入院生活による活動量低下を防ぎ、早期の在宅復帰に繋げ
られるのではないかと考える。
【結論】
① 集団レクを行う事で患者間での交流の場ができ、他者との関わりを持つことが出来た。
② 他患者やスタッフとの関わりが増え、離床時間が延長した。
③ 評価表を用い看護師とリハビリスタッフで評価した結果、日常生活動作意欲が向上した。
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家族とのかかわり（1）

慢性期病院の受け入れと家族の思いへの寄り添い
～みとり倍増の現状を振り返って
1 ベトレヘムの園病院 総合診療科，2 同

医療連携課

いのうえ ひとし

○井上 仁（医師）1，青木 信彦 1，安原 朋子 1，増田 千晴 2，大和 理恵 2
＜背景＞当院では２年前に比し死亡転帰が倍増した。不安定な状態の転院が増加している傾向があり、これ
からの慢性期を担うためには病院間連携の変動を探り、家族とのかかわりを再考する必要がある。
＜方法＞①過去３年の退院 339 名について死亡転帰を中心に入院経路・患者属性・背景疾患・在院期間を検討
し、慢性期医療の需要動向を考察する。②病態が不安定なままで転院を受け入れる際は、家族との相互理解を
短期間で醸成する必要があり、転入前から面談を繰り返すことが望まれる。自験例を振り返り、㋑病院機能の
分化や医療の限界についての説明、㋺過剰な医療から尊厳ある生活重視への取組み、などかかわりかたの工夫
を考案する。
＜結果＞①死亡退院は 44、59、88 名と急速に増加していた。内訳は脳神経疾患、心血管疾患、新生物等が多く、
大きな年次変化はなかった。特に急性期病床からの受け入れ増加に伴って在院期間の短縮とみとり事例増加の
傾向を認めた。②昨年度は最短 3 日から 2 か月以内の死亡を 21 名経験し、褥瘡の悪化、高血糖を伴う尿路感染、
術後間もない例など悔やまれるものもあったが、老衰 4 名、新生物 3 名を含め、多くは家族とともに自然の経
過を共有できた。在宅療養に関連した対応困難が 2 件あり、今後の課題と考えた。③一方で経口が適わなかっ
た急性期を切り抜け、当院の穏やかな環境や緩やかな医療と介護・パストラルケアのもとで、徐々に自らの健
康を回復させ自力摂取に至った事例も経験した。
＜考察＞慢性期への理解を深めることで、早期の死亡転帰を概ね受容されながら、揺れ動く希望に沿えないま
まの退院もいくつか経験した。ポストアキュートの機能強化も叫ばれるが、急性期医療に疲弊し限りある寿命
を人間らしく全うしたいという数多の思いに触れた。患者・職員双方の満足度をさらに高めるものは何か、病
院医療を提供しながら言葉を大切にした意思疎通を弛まず図るという当院のベクトルを省察する。
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自宅への退院調整の取り組み
～妻の思いと共に～
1 国分中央病院 看護部，2 国分中央病院

理事長

たじま ゆかり

○田島 縁（看護師）1，池田 茜 1，川原 ユミ子 1，川畑 政代 1，藤﨑 剛斎 2
《はじめに》
当院では高度な医療・介護技術が必要な患者の自宅への退院は稀である。今回、患者は寝たきりの全介助状態
であり、妻が自宅療養を強く希望していた。当病棟では前例が無かった為、
退院調整に関する資料を作成し、様々
な職種と連携を図り退院指導・調整をした結果、自宅へ退院できた症例を発表する。
《症例》
40 歳 男性 身体障害者手帳 1 級 主病名：低酸素脳症、てんかん、胃瘻・気管切開術後
《方法》
①退院調整に関する資料の作成
②パンフレット作成による退院指導
③退院後に利用する事業所とのカンファレンス
④訪問看護を利用した試験外泊
《結果》
資料を作成し退院指導・調整に向けて目標と方法を具体的に示し問題点を明確化する事ができた。
日々のケアを通して妻が不安に思っていることを聞き出し、それに重点をおいた退院指導パンフレットを作成
し、指導を行った。
退院後に利用する各事業所とカンファレンスを開催し、試験外泊を実施した。
妻の思いを尊重し、事業所との調整・試験外泊・在宅療養環境の調整を行うことで、自宅へ退院することがで
きた。
《考察》
資料を作成した事で自分たちの行動目標が明確になり、退院調整全体の進捗状況をスタッフ全員で統一して共
有する事ができた。資料を元に、パンフレットを使用した退院指導や退院前カンファレンスをくり返し行う事
で多職種と連携が図れ、妻の思いに寄り添いながら問題を解決する事ができたと考える。また、訪問看護を利
用した試験外泊を行い退院後の生活が具体的に把握できたことで妻の自信に繋がり、退院後も継続したケアを
習得できたと考える。
《まとめ》
妻の希望を実現する為に多職種で連携し、医療や看護に関する支援体制の調整と確認を行うことが重要である
と学ぶことができた。今回の症例を通して学んだことを生かし、今後も多職種連携を図り個別性のある退院調
整を行いたい。
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ひとつの生命（いのち）ひとつの心
～「最後のお便り」で私たちがお届けしたいもの～
中澤病院 看護部
こが しおり

○古賀 詩織（介護福祉士）
，今里 陽子，西山 忍
〈はじめに〉
当院の療養病棟６０床では、老衰または廃用症候群による状態の悪化で年間１００人ほどの死亡退院があり、
スタッフは看取りの援助という大切な役割を担っている。
そこで今回、ご遺族の心の癒しに役立つことができればという思いから、亡くなられる直前のご様子または、
ご家族にお伝えしたかった色々なエピソードなどを「最後のお便り」
（エンディングレター）としてお送りす
ることにした。
〈目的〉
人生最期の時を家族と共に関わり、ご遺族の心を癒す。
〈倫理的配慮〉
本研究にあたり得られた情報は本研究のみで使用し、個人情報の秘密厳守を保証し不利益を被ることはないこ
との同意を得た。
〈方法〉
エンディングレターをお送りする。
When

・・・ 死亡退院され２ヵ月が経過する頃。

Where ・・・ 身元引受人宛てへ送付。
Who ・・・ 入院中の担当スタッフが作成。
What ・・・ エンディングレターを作成、送付。
How ・・・ 思い出やエピソードを手書きにて作成。
Why ・・・ 大切な人を亡くされたご遺族の心を癒す。
〈結果〉
スタッフからの心を込めたお便りにご遺族から感謝のお手紙を頂くようになった。
〈エンディングレターを通して〉
最期の時を過ごされた病床では、ご家族がご存じなかったエピソードがある。亡くなられた患者さんの「生き
た証」を大切にしてご遺族の心を癒したいとの思いで試みたエンディングレター。
ご家族を支え励ますために、お亡くなりになられた患者さんの温かい手記として私達がお手伝いさせていた
だいたことで、「最期のお便り」がご遺族の心の癒しにお役に立つことができたのではないだろうか。
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６年ぶりの在宅復帰利用者への下肢筋力訓練を通しての取り組み
～より自分らしく生活するために～
高田病院

訪問看護ステーションまむ鹿児島

なかむら かずよ

○中村 和代（看護師）
，川名 理恵，下鶴 やえ子，植木 真樹子，小川 志保，山本 陽生，萩原 隆二，髙田 昌実
【はじめに】
長期入院等で臥床時間が増えると、筋力低下が進行し、徐々に生活レベルの狭小化が進む。生活レベルを下
げないためにも廃用性筋力低下予防は非常に重要である。
今回、筋力低下による下腿三頭筋の短縮を認め、補高靴を使用し、室内はシルバーカー歩行をしているが、足
部の痛みや両下肢の浮腫、両足趾爪周囲の皮膚トラブルがあり、活動制限のある利用者様に、自宅でのリハビ
リの習慣化により背屈制限の改善と皮膚トラブルケアを継続することで、疼痛が軽快しＡＤＬ拡大につながる
のではと考え、研究に取り組んだのでここに報告する。
【事例紹介】
対象 ８０歳代 女性
疾患名 頸椎椎間板ヘルニア手術後
【方法】
１．入院中の担当理学療法士との情報共有
２．リハビリの実施
３．スキンケアの継続実施、指導（足浴・軟膏処置）
４．訪問時状態チェック表の聞き取り
５．足関節のＲＯＭ測定（１回／月）
６．下肢浮腫の経過を写真で比較
【結果】
皮膚ケアを継続し、皮膚トラブルの改善もみられたが、疼痛の改善には至らなかった。しかし、リハビリの
実施により、ＡＤＬが拡大し家事行為が増え、自分で食べたいものを作る楽しみや、姉との家事分担が可能と
なり、少しずつ外出する機会も増え、表情や言動に柔らかさがでてきた。
【考察】
自己リハビリ習慣の定着により、浮腫の軽減、背屈制限の改善により、ＡＤＬが拡大した。それに伴い表情や
言動に柔らかさがでて、在宅生活における自信や満足感につながった。今回の研究を通して、ＡＤＬの拡大に
伴い生活の質も上がることが実感できた。今後も、その人らしく生活できるように、生活全体をとらえた、看
護の提供を検討していきたい。
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患者・家族の個別性を重視した退院支援
～退院支援聞き取り一覧表の作成～
燿光リハビリテーション病院 看護部
ながい きよみ

○永井 清美（介護福祉士）
，馬場 玲子，桃田 茅乃，吉田 恵子，寺崎 主馬
Ⅰ．はじめに
入院前の聞き取り調査（退院支援チェックリスト）を基に退院前に聞き取りを行い、不安要素変化の比較検討
を行うことで不安要素の解消を図り、個別性を重視した支援をチームで介入し実施した結果を報告する
Ⅱ．研究方法
1． 期間：平成 29 年 6 月～ 11 月
2． 研究対象：自宅退院方向の患者・家族

男性：3 名

女性：4 名

3． 研究方法
1) 退院支援チェックリストを基に前後のチェックリスト作成・患者満足度調査チェック表作成
2) 患者家族に再度聞き取り調査を実施、退院支援チェックリスト・患者満足度調査前後の比較
Ⅲ . 結果
７名の患者家族へ調査した結果、不安は主に排泄（オムツの交換方法・使用アイテム検討・陰部洗浄・尿器の
当て方・トイレ動作）であり軽減する為に指導した。7 名中 2 名の退院前後訪問を多職種で実施した結果、介
護者は介護に慣れ、初めは不安や失敗がありもう少し早い段階で介護指導をして欲しかったと意見があった。
退院後訪問時に聞き取りをし、その場でアドバイスができた。患者満足度調査の結果 90％であった
Ⅳ . 考察
介護指導として実施した事と退院してからの差を感じ不安も感じていたが、早期に不安要素を抽出し介護指導
の時間確保と手技の統一を図りながら患者家族の生活状況に合ったケア方法を理解し指導を行った事が患者満
足度に繋がったと考える。退院後の介護者が誰であるかがポイントで、チェックリストを使用する事により、
患者・介護者の不安要素の変化を知り不安要素に合わせた早期介入が出来た
Ⅴ結論
1. 聞き取り調査を実施することにより患者家族の不安を知り、早期介入する事により不安解消に繋がった
2. 患者満足度は 90％であり多職種間での的確な支援指導により不安は軽減された
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人工呼吸器を装着した患者と妻への精神的援助について ～家族看護の実践～
苫小牧東病院
あらさわ みちよ

○荒澤 美智代（看護師）
，佐藤 るり子，金坂 雅子，上田 明美，印鑰 倫子
≪はじめに≫筋萎縮性側索硬化症 ( 以下 ALS) の A 氏は延命治療の希望はしていなかったが、呼吸不全に陥っ
た時に苦しむ姿を見た妻が人工呼吸器装着を決断した。不自由な身体での長期療養を目の当たりにし、妻は毎
日面会に訪れ「私がこんなにしてしまって」と涙していた。スタッフと共に妻にもケアに参加してもらったこ
とで A 氏、妻双方に笑顔が戻った。今回 A 氏、妻への精神的援助に取り組んだ結果を報告する。
≪症例紹介≫ A 氏 80 歳代男性 性格は頑固で気難しく几帳面 平成○年春頃 糖尿病の治療のために入院中に筋
力低下や嚥下困難みられ精密検査にて ALS の診断を受ける。12 月△日当院入院時は独歩自立。翌年 1 月△日
ALS による呼吸不全となり、翌日に人工呼吸器装着となった。当病棟へ転入時は右示指のみ動かせ文字が書
けて単語での意思表示が出来、ナースコールが押せた。身体の不快感や部屋の環境調整の依頼のためにナース
コールを押していた。
≪取り組み≫妻の夫に対する思いや日常の何気ない出来事などを傾聴した。スタッフと共に清拭や特浴の援助
を行った。A 氏のナースコールにすぐに対応するようにし、時には具体的に○分後に対応すると時計を見せて
時間を伝えた。臨床工学技士やリハビリスタッフとも連携し、車椅子で散歩にも行った。
≪考察≫妻の話を傾聴することで妻の表情がやわらぎひとりじゃないという安心感に繋げられた。ナースコー
ルはすぐに対応し、本人の望むような居心地の良い環境を整える事で身体的不快感が軽減され、妻も安心感を
持てるようになった。散歩に行き病室の閉塞感から解放される時間を持てたことで本人が「良かった」と言い、
それを見た妻も安心して夫婦に笑顔が戻り、次の散歩を楽しみに待つようになった。患者や家族が希望を持て
るようにサポートしていく関係づくりの重要性を再認識した。
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全人的な視点からの情報収集ーロールプレイによる効果とスタッフの意識調査ー
外旭川病院 看護部
やなぎばし いく

○栁橋 育（看護師）
，大高 詩織，畠山 七恵，富樫 麻紀子，高橋 一美
＜はじめに＞ A 病院療養病棟では、意識障害のためコミュニケーションの困難な患者が多く、家族から情報
収集する場合が多い。患者を主とした看護を行うためには全人的な視点を充実する必要があると考えるが、実
際は患者の推定意志をうまく情報収集できていない状況がある。今回、看護師が情報収集する場面のロールプ
レイ学習会を開催し、ロールプレイ後にアンケート調査を実施しスタッフの意識変化を明らかにしたいと考え
た。＜研究方法＞対象：多肢選択式・自由記述によるアンケート調査を実施ロールプレイ後看護師１０名、看
護補助者５名研究期間：H ３０年３月～５月＜結果＞・
「情報収集する上で最も重要視している項目」は、看
護師の結果は、職業や性格などの「背景」や「ADL」
、
「精神面」
、
「家族構成及び家族歴」に注目していた。
看護補助者の結果は「家族構成及び家族歴」、
「ADL」や「背景」が多く、患者を生活者として捉える視点を
重要視していることがわかった。自由記述では「家族が答えやすい質問から順に聞いていく方法が参考になっ
た」「その方の大切にしている事、背景などの情報収集をすることで、より個別性のあるケアにつながると思っ
た」「質問の仕方、順番を工夫することで、正確な情報を得る事に繋がると思った」等の記載があった。＜考
察＞・ロールプレイ実施により情報収集の重要さの再確認だけではなく、同僚の情報収集場面を観察できた事
は、コミュニケーション能力の向上につながるのではないかと考える。
・さらに生活者としての視点を重要視
している看護補助者との連携、協力が示唆された。 今後は多職種カンファレンスを活用し多角的な視点とケ
アのニーズの把握をしていく必要があると考える。< まとめ > ロールプレイはコミュニケーション能力の向
上につながる方法として有効であった。情報収集の重要さの理解につながった。
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家に帰りたい
～ 1 日だけでも家族と一緒にくらしたい～
介護老人保健施設平成アメニティ
まつの あいこ

○松野 愛子（介護支援専門員）
，古村 みどり，栗林 優佳，山西 直美，湯浅 雅史，森 準子，竹中 裕之，
伊井 節子
［背景］
アメニティでは在宅復帰に力を入れ、平成 30 年度 診療報酬改定において新たに定められた在宅復帰・療養支
援機能の厳しい要件をクリアした超強化型老健施設となり現在も維持・継続に努めています。
ご本人様の「帰りたい」という率直な気持ちと、
「帰ってきてほしい」というご家族様の気持ちがひとつとなり、
そこに多（他）職種間との協働が加わったことで、誰もが困難と思われていた自宅復帰が可能となりました。
［目的］
自宅復帰に関しては、娘さまの安易な気持ちや目的達成のためには、介護負担が大きすぎると誰もが予測しま
したが、娘様が食事介助や排泄交換、喀痰吸引の方法を習得しようと熱心に施設へ足を運ぶ姿をみて心を動か
され、1 日だけでも自宅へという思いが強くなりました。
サービス担当者会議を開催し各種機関で情報を共有し、Ｎ様らしい生活が継続できるように整えていきました。
［対象］
M 様 79 才 男 要介護 5 日常生活自立 B2 認知症高齢者日常生活自立度Ⅱ a
［方法］
自宅玄関は道幅が狭く、段差が高い家屋となっています。借家であるためスロープの設置は難しいことなど、
状況的にも環境的にも困難だろうと想定し、昇降機を設置し外出に備えました。また、褥瘡予防付きマット使
用の介護ベッドと移動用リフト等のレンタルにより主介護者の介護負担の軽減を図りました。
［結果］
Ｎ様が自宅に帰られてから半年。N 様やご家族様、スタッフの気持ちがひとつになること。また、N 様と主た
る介護者である娘様の介護負担軽減を主体に環境を整えていったことが、N 様の笑顔での自宅生活の継続に繋
がったことを確信しました。
［考察・結論］
今後も通所サービスや訪問介護、適宜、ショートステイの利用等を組み込みながら 1 日でも長くご自宅でお過
ごしになられるよう支援を継続していきます。
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家族とのかかわり（2）

皮膚排泄ケア認定看護師による退院後訪問指導の報告
富山病院 看護部
ちかむら あつこ

○近村 厚子（看護師）
，舟田 あい子
【背景】
社会構造の変化や疾病構造の変化により、国の医療提供体制は急速に変化している。急性期病院では長期入院
は困難になり、ストーマ保有患者に対して入院と外来をシームレスにつなぐ継続ケア体制や専門性の高い看護
師による活動が求められている。ストーマ保有者にとってストーマを保有しての生活は、新しい排泄習慣での
新生活となるがセルフケアをマスターしなうちに退院を強いられる現状も少なくない。
【目的】
平成 28 年度（2016 年度）診療報酬改定により退院後訪問指導料が新たに算定され、退院後の在宅でのケア指
導の推進の後押しとなった。患者・家族を支える医療圏や診療圏の医療機関同士が、それぞれの機能（特性）
を活かすことでケアされる側もケアする側もつなぐつなげるケアが提供できた経験をしたので報告する。
【事例 1】A 氏 70 代女性、直腸切断術施行し、ストーマ造設。高度肥満で身の回りのことはできるが、入浴介
助が必要であり、また手指巧緻性問題ある患者で入院中より装具交換に難渋し、在宅へ帰る際、セルフケア管
理が一番不安であると訴えた患者
【事例 2】B 氏 80 代男性、膀胱全摘出、両側尿管皮膚瘻造設。なんらか痴呆を有するが日常生活は家庭内およ
び社会的にはほぼ自立している。装具交換施行するが、自己での交換が煩雑により漏れが頻回であったが自宅
退院希望が強い患者
【結果】2 事例に対し、退院後訪問指導を通して継続看護を受けながら在宅療養ができている。また、患者・
家族からも退院後の後押しとなったこと、安心感が得られたなど反応が見られた。
【考察・結論】
専門的知識を持つ看護師が退院後訪問指導を行うことで、在宅で管理困難が予測される事例も安心して在宅療
養へ移行し、継続することが可能であったと考える。しかしながら、1 つの方策にすぎず今後の課題は患者選
定（スクリーニング）方法の構築と人材と時間の確保と考える。
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家族とのかかわり（2）

訪問看護でのグリーフケアを通して見えた事
～後悔しない時間を過ごしてもらうために～
1 大久野病院 訪問看護ステーション，2 大久野病院，3 進藤医院
あかぎ あやこ

○赤木 彩子（看護師）1，原島 久世 1，原 美恵 1，日馬 也素子 1，木崎 睦子 1，菅原 千穂 1，奈良 しのぶ 1，
柚木 祐子 1，進藤 晃 2，進藤 幸雄 3
（はじめに）当訪問看護ステーションは平成２３年より緊急電話体制を整えることで、在宅看取りの件数が、
介護保険・医療保険ともに増加している。終末期を迎える方の病態や障害は様々だが、
「最期は自宅で迎えたい」
「家で過ごさせたい」という本人・家族の希望にできる限り寄り添い関わっている。残された時間が少ない中
で介護者へ、これから予測される身体的、肉体的変化についてパンフレットを用い説明を行ってきたが今回、
遺族に対面し、話を伺う機会を設け、大切な家族を看取る場面に私たち医療者が提供する情報に不足していた
部分がなかったか、今後取り入れるべく情報は何かを検討し、内容の見直しを行い、新たに看取り後のパンフ
レットを作成したので報告する。
（方法）当事業所がＨ２９．４～Ｈ３０．３までの期間、看取りを行った 15 名中 13 名の遺族を訪問し、行って
きたケアを振り返り、インタビュー形式で、終末期の介護から看取り、亡くなってから現在までのお気持ちを
伺い、具体的に必要とした情報の聞き取りをした。
（結果・考察）家族は終末期の介護で疲労はピークを迎えている。生前に看取り後の情報提供をしても理解で
きない事がある。
看取りの前と後では必要な情報が異なってくる。実際にご自宅を訪問し、故人を偲び語りまた遺族を労う時間
を設け生の声を聴くことができた。亡くなってから話を伺うまでの期間が一年足らずと日が浅く、悲観からま
だ癒えない中でかけがえのない話を伺うことで、今後のケアの道標となった。
（結論）現代社会では核家族、高齢者世帯、家族間の関係性など、置かれている立場は様々で、身近な人を見
送る経験は初めての人も多い。看取り後は、家族から遺族に立場は変わり書類の手続きや葬儀の準備が始まる。
後から「こうしてあげればよかった」という、自責感を生じる事がないようターミナルケアのプロセスを確立
する必要がある。
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口腔ケア（1）

当院医療療養型病棟における多職種連携による口腔ケア実施前後の肺炎罹患率の変化
1 国分中央病院 リハビリテーション室，2 国分中央病院

理事長

はなみ しょういちろう

○花見 将一郎（言語聴覚士）1，曽山 福太郎 1，田所 浩明 1，頴川 和美 1，藤﨑 剛斎 2
【背景・目的】
厚生労働省の人口動態統計によると肺炎は日本人の死因順位第三位であり、特に 75 歳以上の後期高齢者では
全死亡数の 7 割を超えている。また、高齢者の肺炎の 7 割以上が唾液を含む誤嚥性肺炎だと言われておりその
予防として口腔ケアが注目されている。当院では従来から非経口摂取者に対して歯科衛生士による口腔ケアを
実施していたが、経口摂取者に対する口腔ケアの統一したケア手順が決められていなかった。今般、歯科衛生
士による指導や Oral Assessment Guide(OAG) による評価をリハスタッフや看護師・介護士など多職種で取り
組んだところ経口摂取者の肺炎罹患率が減少したので、その取り組みについて報告する。
【方法】
当該期間の肺炎罹患率の比較を行う。対象はレセプト上にて 1 ヶ月単位で医療療養病棟に入院していた患者総
数と肺炎の病名が開始となった総人数をそれぞれ 12 か月分とした。有意差の検証は対応のないｔ検定の両側
検定を用いた。有意水準は危険率 5％未満とした。
①

口腔状態のチェックを OAG で評価する。

②

歯科衛生士・言語聴覚士による口腔ケア指導を受けたリハスタッフや介護士・看護師が口腔ケアチェック・

補助を行う。栄養管理委員会にチェック表を持ち寄り、衛生状態が悪い患者の確認を行う。
③

多職種で口腔ケアが不十分である患者についての申し送りや仕上げ磨きなど介入の必要性を確認し、適

宜介入する。
【期間】
A 群：平成 28 年 9 月 1 日～平成 29 年 8 月 31 日 入院患者総数 546 名
B 群：平成 27 年 9 月 1 日～平成 28 年 8 月 31 日 入院患者総数 583 名
【結果】
A 群の経口摂取患者肺炎罹患率 3.9％、B 群 7.8％（P ＝ 0.029）となり、口腔ケア手順を決めて行ったＡ群の
肺炎罹患率はＢ群に比べ有意に低下していた。
【考察】
当院医療療養型病棟にて多職種による口腔ケア実施後、肺炎罹患率が減少した。今後肺炎発症の要因として
他の要素も考慮しながら検討を行いたい。
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口腔ケア（1）

激しい抵抗のある入居者様に対する口腔ケア実践事例
1 ヴィラ四日市 介護，2 ヴィラ四日市 看護，3 ヴィラ四日市 歯科衛生士，4 ヴィラ四日市 管理栄養士，
5 ヴィラ四日市 リハビリ 理学療法士，6 ヴィラ四日市 相談員 社会福祉士，7 ヴィラ四日市 介護支援専門員，
8 ヴィラ四日市 医師
ほりぐち みか

○堀口 美佳（介護福祉士）1，宇佐美 かおり 1，竹内 信 1，水谷 雅子 3，中濵 由佳 2，小林 明日香 4，中野 敏和 5，
西 多恵子 6，福井 英広 7，井川 誠一郎 8
［目的］
平成 26 年に従来型特養からユニット型特養に改築され、対応が困難なために口腔ケアが出来なかった方が支
援方法やアプローチ、職員との関係性の改善により口腔内状態の改善が認められたため、ここに報告する。
［対象］
A様

80 代女性

要介護度４

認知度Ⅲ a

日常生活自立度 C2

既往歴にうつ病、統合失調症疑い、妄想傷

害疑いの経緯から老人性精神病あり。
［方法］
①日常的な口腔ケアの職員統一（声掛け、アプローチする目線、ケア方法、実施場所、ケア後の感謝の言葉を
伝える）
②3回/日

必ず実施することで習慣化することを目標にする。

③日々の生活支援全般は不特定職員から固定職員で実施する。
④固定職員間での情報共有
［結果］
職員との関わりの変化：A 様と職員の関係性構築ができることで通常の生活支援ができるようになった。
口腔状態の変化：歯周病の状況、口腔ケア指数（OCI）25 点 /36 点（H23）→ 1 点 /36 点（H29)
の平均時間（不穏時職員対応時間）35 分～ 45 分 / 日
食事摂取状況の変化：H26 年以前

口腔ケア時

→ 10 分から 15 分 / 日

朝食の主食摂取量 6.1 割→現在

9.1 割となり、口腔状態の改善が食事量

増加に影響している。
その他の変化：DH 介入も困難で実質的な介入が出来ない状況→加入出来るよう変化した。また口臭軽減し状
態良好と評価あり
［考察・結論］
疾病等の関係により、対応困難であると私たち職員は勝手に思い込んでいたと反省させられた。個別ケアの重
要性やアプローチ方法、共通する職員での情報共有など実施している内容はどれも個別ケアのポイントである
と改めて気づかされた。以前は困難事例ほど複数人でのアプローチと考えがちであったが、個別ケアの原点、
ポイントをしっかり把握し対応していくことが、結果近道になっていくのかと痛感した。
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口腔ケア（1）

医療療養病棟における口腔ケアから見えた問題
～口腔ケアの定着を目指して～
中江病院
むらかた あやの

○村方 亜弥紀（看護師）
Ⅰ．はじめに
当病棟では日常生活動作 C ランクの患者が全数である。
従来口腔ケアは使用物品や技術に関して個々の看護師の判断のもと行っており、口腔内を評価する指標がな
かった。そのため、患者に合った物品が選択、統一した評価・ケアがされていないのではないかと、感じたた
め意識調査も含めたアンケートを行ない、ケアの統一を図る為手順書の作成に至ったのでここに報告する。
Ⅱ．研究目的
病棟看護師が口腔ケアの必要性を理解し、個々の看護師が患者に合った物品選定、統一した口腔内の評価・ケ
アができる。
Ⅲ．研究方法
研究期間：平成 29 年 12 月～
研究デザイン：調査研究
対象者：病棟看護師（30 名）
Ⅳ．倫理的配慮
研究に取り組むにあたり病棟看護師に承諾を得た。
Ⅴ考察
当病棟はセルフケアの援助が必要な患者が多く、口臭や口腔内乾燥、舌苔の付着などが多くみられる。新病棟
開設に伴うスタッフ増員により、口腔ケアに関する意識調査も含めたアンケートを行った。
その結果、実施方法も様々であり、患者一人一人にあった口腔ケア行なえていないことが分かった。
ヘンダーソンは「歯を磨くこともごく簡単なことであると多くの人は思っているが（中略）患者の口腔内の状
態は看護ケアの質を最もよく表すものの一つである。
」と述べている。
このことから口腔ケアに対する知識の向上、ケアの統一を図る必要があると考え手順書を作成した。
手順書作成したことにより個々の看護師が今後必要物品選定、統一した評価が出来ていくと考える。
Ⅴ．結論
今回の研究では作成段階であり、本来の評価につながっていない為、今後手順書使用後の評価・意識調査も
継続していく必要がある。また、他職種と連携を図りながら、患者の QOL の向上に繋がるシステムの構築の
橋掛けとなり、更に QOL を高めていけるよう日々業務改善を行っていく。
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口腔ケア（1）

パイナップルアイスキャンディーを使用した口腔ケアの取り組み
1 福島寿光会病院 看護部看護科，2 福島寿光会病院

内科

こんない みつよ

○近内 光代（看護師）1，原 七重 1，玉坂 恵子 1，五十嵐 渉 2
【目的】当院の入院患者の約 7 割が摂食障害である。摂食行為がないため唾液分泌も減少し、
口腔内乾燥・汚染・
口臭が進行し通常の口腔ケアでは改善が見られない。最近、パイナップルに含まれるブロメトラインが蛋白分
解酵素で舌苔を溶解し、また酸味が唾液の分泌を促進するとの報告がある。当院でもその効果を検討したので
報告する。
【対象及び方法】口腔内の乾燥、汚染、口臭が進行した摂食障害患者 5 名（男性 4 名、女性 1 名、うち声門閉
鎖患者 2 名）に対し口腔内環境の観察後スポンジブラシ、ガーゼ、歯ブラシ、保湿剤を用いた通常ケアを 1 回
／日、1 週間実施し効果を評価した。その後 1 週間、パイナップルアイスキャンディーでの口腔内ケアと通常
ケアを 1 回／日、1 週間実施して、両者の違いを比較した。パイナップルアイスキャンディーは一口大にカッ
トしたパイナッツプルに割箸を刺し冷凍させたものと、誤嚥のない声門閉鎖患者には 100％ジュースを製氷皿
で凍らせたものを準備し 1 個を口腔内で溶かした。これらを用いて舌の表面全体と口腔内をなでた。
【結果】パイナップル使用時は、通常ケアと比べ徐々に舌苔や口臭の程度は改善したが、口腔内乾燥には明ら
かな差が認められなかった。また、口腔内環境だけではなく表情にも変化が見られた。開始時は開口拒否が見
られたが、継続することで口に含ませると舌を動かしなめる動作が増加した。なお、今回の調査中誤嚥などで
病状悪化した患者も、パイナップルでアレルギー反応を起こした患者もいなかった。
【考察】これまで口腔ケア用品を用いて口腔ケアを実施していたが高度の乾燥・汚染・口臭には改善が少なかっ
た。舌苔を除去しようとすることで強い機械的刺激になったこともあったが、パイナップルの使用ではたんぱ
く質分解酵素の作用で次第に舌苔が溶解した。また、酸味が口腔環境改善に有効であると考えられた。
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口腔ケア（1）

口腔ケア
～職員のスキルアップと個別ケアの実施に向けた取り組み～
介護老人福祉施設ぽー愛
なかにし さやか

○中西 清香（介護職）
，庄司 朋浩
【はじめに】
介護老人福祉施設ぽー愛は、入所・ショートステイ 70 床、平均介護度は 3.8 である。口腔ケアを 1 日 3 回食
後に行っているが、正確な口腔ケアができていないのではないか？個別的なケアが行えているか？職員が口腔
ケアの意識をどれほど理解しているか？などに疑問があった。また誤嚥性肺炎、口腔感染予防に対しての意識
を高め口腔ケアをスキルアップさせる為に取り組みを行うことにした。
【方法】意識調査の実施、口腔ケア手順内容表記載、口腔アセスメントシートの作成と調査を行った。手順は
一人の利用者様を例に挙げると、20 通りの違いがあり、意識調査アンケートでは必要物品がわからない、正
確な口腔ケアの方法に自信がないという職員が 8 割いた。口腔アセスメントシートでは Oral Assessment
Guide に基づき自分たちで観察項目をピックアップし口腔ケアアセスメントシートの作成、点数付けを行った。
その中から最も点数の悪い 8 名の方を対象に行うことにした。口腔ケアアセスメントシートの評価の数値は平
均 7.0 であった。その数値を半分の 3.5 以下にするという目標を決め５つの対策を立て、３週間実施。
【結果】
口腔ケアアセスメントシートでは、現状把握時の評価数値が平均 7.0 に対して効果確認後平均 2.5 となり、目
標達成をした。
【考察】
口腔ケアの拒否や開口が難しい等の問題に対して迅速な対応が出来る様に歯科医師はもちろん多職種の協力体
制が必要と感じた。
また口腔ケアの取り組みをすることで、職員の口腔ケアに対する意識が変わりスキルアップにつながった。
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口腔ケア（1）

残存歯の多い経腸栄養患者に着目した効果的な口腔ケアの取り組み
1 加治木温泉病院 看護科，2 加治木温泉病院

歯科衛生士，3 加治木温泉病院

医師

ふじた ちかこ

○藤田 千賀子（看護師）1，久保 亜由美 1，木下 幸恵 1，釘田 美沙 1，松元 菜津美 1，新本 紀子 1，立山 かおり 2，
髙田 昌実 3
【はじめに】
当病棟は、医療区分Ⅱ、Ⅲ以上が昨年度平均 82.7％であり、経腸栄養患者 50％以上、口腔ケアでスタッフの
介助が必要な患者 85％以上という現状である。経腸栄養患者の残存歯が多い患者の中には、意識障害や認知
症により意思疎通困難を伴う開口障害や、口腔内に触れることで不快に感じ、反射的に口を閉じようとする動
作などが起こるためケアをすることが容易ではない。今回、残存歯の多い患者の口腔ケアを通してケアを見直
し、効果的な口腔ケアが出来るのでないかと考え取り組んだ。
【研究方法】
１ 研究期間 平成 29 年 6 月 1 日～平成 29 年 8 月 31 日
２ 研究対象 入院中の残存歯の多い（20 本以上）経腸栄養患者 4 名
３ 研究方法
１）職員へ口腔ケアのアンケート（研究前、研究後にて実施）
２）基本手順表の作成と対象別のケアポイントを作成
３）評価表を作成しアセスメントする
【結果】
基本手順表や対象別のケアポイントを作成し、患者の特徴を知りポイントをつかむことで徐々に開口を促す
ことができた。残存歯の多い患者の口腔ケアの手技、技術を学び開口を促すことで効果的な口腔ケアの提供が
でき、口腔症状は改善できた。コメディカルとの連携を図り専門的アドバイスを共有することで統一したケア
ができた。
【考察】
意識障害や認知症で開口障害のある患者を理解する事は重要であり、口腔症状は日々変わるためその患者に合
わせたケアを行うことは大切である。残存歯の少ない患者や経口摂取の患者に対しても口腔ケアの目的は同じ
であり、口腔衛生の維持は急性期から終末期のどの場面でも欠かすことのできないケアであると考える。コメ
ディカルとの連携や指導を定期的に行うなど、情報を共有し統一した安全な口腔ケアを継続して実践していく
ことが今後も重要な課題である。
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口腔ケア（2）

オゾン水を活用した口腔ケアの取り組み
吉田温泉病院 看護科
すがわら さとみ

○菅原 さとみ（看護師）
，大野 美月，小田原 絵梨，上荒磯 礼乃，重田 えり，重久 世璃那，原田 枝理子，松木 茜，
峯苫 花恵，矢野 絵里子
はじめに
A 院に入院している患者の 23％が誤嚥性肺炎の既往や治療をしている。誤嚥性肺炎の原因として口腔内に定
着している病原菌が嚥下されずに下気道に侵入する（不顕性誤嚥 ) ２）が多く、口腔内汚染が関与している。看
護師への口腔内汚染についてのアンケートの結果、口腔内乾燥、口臭、舌苔等が各 75％以上の高値を示した。
また、看護師による口腔ケアの手技、使用物品にばらつきがあり、統一した手技手順が行えていなかった。統
一した手技や物品を使用し、
更に効果を高めるために歯科領域でも使用されているオゾン水（0.3ppm）を用い、
口腔内環境改善と誤嚥性肺炎の予防に取り組むことにした。
目的
オゾン水を使用し口腔ケアを行い、口腔内環境の改善に努める。
対象
ブレスチェッカーでの口臭評価が出来る患者で、臥床状態にあり看護師による口腔ケアを実施している患者
12 名
期間
平成 30 年 4 月～ 7 月 31 日
方法
１）ブレスチェッカーと官能的検査で口腔ケア前後の口臭チェック
２）オゾン水を浸したガーゼで口腔内の湿潤を図った後、ブラッシング、スポンジブラシによる仕上げのふ
き取り
３）上記方法を 2 回 / 日
経過
実施 1 か月経過した時点で、再度看護師への口腔内の変化についてアンケートを実施結果、オゾン水で口腔
ケアを実施後、口臭の軽減を自覚しているスタッフの回答を多く得た。実施方法や時間を統一、実施環境を整
えるよう工夫し、評価が統一して出来るように努めた。ブレスチェッカーの評価は、平均して施行前 2.42 か
ら施行後 2.36 と著しい変化は認められないが、官能的検査では口臭を認めないという評価も多い。アンケー
トに口腔内の痰のこびりつきが少しずつ改善してきたように見える。との回答もあった。しかし、その反面改
善が見られない。という意見も上がっている。現段階では更に実施時間や対象者の全身状態も口腔ケアに影響
を与えているのではないかと考え、手技、実施時間の検討を重ね、ケアを継続している。
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口腔ケア（2）

口腔内の清潔保持への取り組み
南高井病院 看護部
あおき ちかこ

○青木 周子（介護福祉士）
，梶原 若奈
＜はじめに＞
口腔ケアは、口腔内の細菌数を減少させることで口臭・舌苔・誤嚥性肺炎を予防し、血液循環を促すことで
口腔内疾患を予防するなど患者の健康維持のうえで非常に重要なケアである。しかし、実際には患者の協力度
の低さや、口腔状態の個人差、ケア上での優先度の認識不足など十分な口腔ケアが行われているとはいえず、
口腔内の清潔保持が不十分と感じていた。そこで、特に個別的ケアが必要な患者を対象とし、チーム内でのケ
ア方法の統一を目指し、口腔内の清潔保持へ取り組んだ結果を報告する。
＜方法＞
期間：平成 29 年 7 月 1 日～ 11 月 30 日
患者選定方法：職員に対すアンケートからケア困難を感じる患者 6 名
評価指標：Eilers 口腔アセスメントガイド ( 以下 OAG と略す )
実施方法：①担当患者を割り振る。
②月 2 回（第 2・4 水曜日）評価・分析・方法・効果を確認。
③チーム会で報告し現状報告・技術の確認。
④勉強会の実施（ＳＴに依頼と担当者主催の 2 回）
＜結果＞
介入前 17 点だったが、介入後 9 点に減少した患者も含め、全員に改善があった。
＜まとめ＞
同じアセスメントガイドを使用することで患者の状態を共有出来た。患者ごとに個別的な統一されたケアを行
うことで、状態を把握し今までのケア方法の見直し・改善をすることが出来た。このことにより、個別性のあ
るケア内容の改善の重要性を再認識した。また、勉強会を行ったことで知識・技術の向上を図るとともに口腔
ケアが患者に及ぼす影響の大きさを学ぶことができ、職員の認識が変わってきた。そのためチームのこれから
の口腔ケアに対する取り組みに有益であったと考えられる。今後も今回の活動の清潔保持への取り組みを継続
し、より良いケアの提供とケアの質の向上を目指していきたい。
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口腔ケア（2）

誤嚥性肺炎予防のための口腔ケアの効果
嵯峨野病院 看護部
すずき ゆうか

○鈴木 優華（看護師）
【はじめに】
誤嚥性肺炎は高齢者や脳梗塞後遺症などの患者に多く発症するが、肺炎球菌や口腔内の常在菌である嫌気性菌
が原因であると言われている。今回口腔内乾燥や舌苔の付着、プラークの付着がある患者様に、口腔内環境を
良好に保つための口腔ケアを行った。その結果、口内環境が改善し誤嚥性肺炎予防の効果が得られたので報告
する。
【患者紹介】
A 様、80 歳台男性、疾患は糖尿病・脳梗塞後遺症、気管切開、ADL 全介助。口腔内は乾燥、汚染、舌苔の付
着がある。
【方法】
期間：平成 29 年 12 月 24 日～平成 30 年 1 月 23 日 方法：①歯科衛生士の協力を得て A 様の口腔内環境をア
セスメントしケアプランを立案する。②プランに沿ってケアを実施する。③ OAG スケールを用いて評価する。
【結果】
口腔ケアは、最初に乾燥を防ぐために口腔ジェル（オーラスプラス）と 2％重曹水を使用した。続いて歯間ブ
ラシや歯ブラシを使用してプラークや痂皮を除去。舌苔の除去のためには舌ブラシを使用した。そして口腔ケ
ア後に再度口腔ジェルを使用し湿潤状態を作った。研究機関中の評価を比較した所、口腔内の乾燥に関しては
評価３が評価２までの改善にとどまった。口腔内の汚染については、評価３～２が評価 1 まで改善した。舌苔
の付着に関しては、評価２～１が評価０まで改善した。期間中誤嚥性肺炎の発生は認めなかった。
【考察】
口腔内の乾燥の改善が余り得られなかったのは、唾液腺の萎縮や開口状態が影響していたと考える。汚染の改
善に関してはブラッシングの効果があったと評価できる。舌苔は一度に除去するのではなく愛護的に行ったこ
とが良い結果に繋がったと考える。
今回は歯科衛生士との協労で根拠のある口腔ケアを行うこと出来た。チームとして患者に関わることの重要性
を実感することが出来た。何よりも誤嚥性肺炎を防ぐことが出来たことが一番の成果である。
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口腔ケア（2）

看護師による「お口を洗うジェル」と吸引嘴管を使用した口腔ケアの効果
1 北九州古賀病院 看護部，2 徳島大学大学院

医歯薬学研究部

口腔機能管理学分野

ふくざわ こうめい

○福澤 幸明（看護師）1，川畑 早香 1，伊丹 幸香 1，シュバリエ 貴子 1，松山 美和 2，梶原 美恵子 1
Ⅰ

はじめに

誤嚥性肺炎の予防として新規開発された「お口を洗うジェル」を用いた当院歯科衛生士１名による先行研究
で口腔内細菌の減少が証明された。そこで病棟看護師が同様の手技で同じ効果が得られるのか検証した
Ⅱ

目的

お口を洗うジェルと吸引嘴管を用いた口腔ケアを実施し、口腔細菌数の減少を検証する
Ⅲ

対象・方法

非経口摂取患者 19 名を無作為に分け、クロスオーバー比較試験を実施した
看護師 27 名が、お口を洗うジェルと吸引嘴管による水を使わない口腔ケア（以下、
新法）と通常の口腔ケア（以
下、従来法）を 1 日 1 回 28 日間実施し、1 日目ケア直前、5 日目ケア後、28 日目ケア後に口腔細菌数を測定
した。統計処理には IBM SPSS varsion21 を用い、各測定時期の分散分析とボンフェローニ検定にて多重比較
を行った（有意水準５％）研究期間は平成 29 年 9 月から 4 か月とした
また、看護師に口腔ケア用ジェルの物性と操作性についてアンケートを実施した
Ⅳ

結果

多重比較の結果、新法のケア直前と 28 日目で口腔細菌数が有意に減少した（ｐ＝ 0.004）その他の測定時期
および従来法では有意な減少はなかった
アンケートの結果ではお口を洗うジェルの物性、操作性共に高評価を得た
Ⅴ

考察

先行研究ではケア直後から有意に口腔内細菌数が減少を示したが本研究結果との違いは個人の技量の差が影
響したと考えられる。28 日目のみに有意であった新法の技法は、継続することで口腔内細菌数の減少につな
がった
お口を洗うジェルは垂れにくい流動性と歯や粘膜に停滞する適度な粘性という特性がありこれにより汚染物
に吸着し吸引嘴管で吸い取ることで口腔外へ除去でき誤嚥リスクの減少に繋がったと考える
新法の導入は口腔内細菌数を減少させ介助者の口腔ケアに対する意識改善においてもこのアンケート結果か
らも有効であったと推測される
Ⅵ

結論

新法を実施した結果口腔細菌数の減少を認め従来法よりもケア効果が高いことが示唆された

第 26 回日本慢性期医療学会 in 鹿児島

12-2-5

口腔ケア（2）

療養型病院への病棟専属歯科衛生士導入の効果について
1 恵寿病院 歯科，2 恵寿病院
えぐち みほ

○江口 美保（歯科衛生士）1，寺野 元博 1，野田 知美 1，塚元 智子 1，中原 賢一 2
【目的】
当院は長崎県諫早市の南部に位置し、橘湾を臨む丘の上にあります。ここに、養護老人ホーム「福寿園」
、特
別養護老人ホーム「天恵荘」
、盲養護老人ホーム「光明荘」
、グループホーム「恵」
、介護老人保健施設「恵仁荘」、
介護医療院「恵愛荘」
、保育園「恵の園保育園」が集まり、
「うき福祉村」を形成し、約 600 人の老人が生活し
ています。病院は、内科、リハビリテーション科、歯科があり、３病棟 133 床の療養病床を有しています。平
成 27 年 10 月より、歯科衛生士１名が病棟専属として活動するようになりました。
今回は、病棟専属歯科衛生士の導入が、療養型病院に与えた効果について、検討したので報告します。
【方法】
調査期間：平成 27 年 1 月 1 日～平成 29 年 12 月 31 日
調査内容：月ごとの入所者総数、歯科受診者数、肺炎患者数、死亡退院時年齢
【結果】
病棟専属歯科衛生士の業務は、入院患者の口腔ケア、摂食機能訓練、食事介助などである。１週間で最低 1
回は、入院患者すべての口腔ケアを実施している。また、摂食嚥下チームでのラウンドや評価を他職種で行い、
対象患者の情報を共有している。
歯科受診率は、病院スタッフや患者家族への口腔ケアに対する関心が高まり、80％を超える患者が歯科を受
診するようになった。
肺炎患者数は、病院入院中に発症した患者を男女別に比較すると男性の発症者数が少なくなっている。
病院での患者の死亡時年齢を男女別に比較すると、男性は少しづつ上昇し、女性とほぼ同じ 88 歳となった。
【考察】
病棟専属歯科衛生士の導入により、入院患者の口腔内環境が明らかに改善されており、病院スタッフにも口
腔ケアの重要性が目に見えて理解できるようになった。また、入院時女性より男性の方が、口腔内清掃状態が
悪い事が多く、口腔ケアの介入により効果が出やすいため、肺炎患者数の減少や死亡時年齢の上昇などの結果
に繋がっていると思われる。
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口腔ケア（2）

蜂蜜を用いた口腔ケアによる口腔内環境の変化
小平中央リハビリテーション病院 看護部
あきやま ひかり

○秋山 ひかり（看護師）
，日向 翼
1. はじめに
当病棟は療養病棟であり、経口摂取が困難な患者が３割以上を占めている。蜂蜜は舌苔の成分である
タンパク質の分解、殺菌・保湿の効果があり、ショ糖ではなく果糖を多く含んでいる為、虫歯になり
にくく、臥床患者の口腔内環境を整える為に適していると考えられる。今回患者５名に対し蜂蜜を用
いた口腔ケアを行った事で口腔内環境に変化が見られた為ここに報告する。
2. 目的
口腔内汚染が著名な患者５名に蜂蜜を用いた口腔ケアを実施し、効果について明らかにする。
3. 方法
1) １日２回の口腔ケア時に実施。
2) 口腔ケア後蜂蜜５g を計量スプーンで量り、スポンジブラシに付着させ口腔内に塗布。
3) 週に１回口腔ケア前に口腔内の写真を撮影。
4) 週に１回舌苔スコアを用いて作成したアセスメント表を記入。
4. 結果
A 氏：舌苔スコア９点→２点 口腔内に付着していた痰が軽減された。
B 氏：舌苔スコア９点 変化なし 研究開始時は酸素療法を行っていたが、期間中に中止。口腔内環
境に改善はみられなかった。
C 氏：舌苔スコア９点→４点 舌苔は残っていたが痰の塊は除去する事が出来た。
D 氏：舌苔スコア９点→６点 唾液の分泌量が増え、口腔内の湿潤を維持する事が出来た。
E 氏：舌苔スコア６点→４点 時折上顎や舌に痰のこびり付きがあったが、痰の付着はみられなくな
った。
5. 考察
効果が現れる時期には差があり、療養環境や患者本人の状態によって最終評価で効果の現れない患者
もいた。5 件中 4 件の事例で改善がみられた。効果の得られなかった B 氏に関しては酸素マスク着用
による口腔内の乾燥が要因として考えられる。
6. 結論
蜂蜜による味覚刺激、機械的刺激により、持続的な唾液分泌が促進され、乾燥していた口腔内環境
が改善された。また病棟職員より口臭が軽減されたと感じられた患者もいた。
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嚥下機能・口腔ケア

食事の質向上と課題解決に向けての取り組み
鹿島病院 診療部栄養科
ひの さきこ

○樋野 早紀子（管理栄養士）
1. はじめに
当院は過去 5 年間で、回復期リハビリテーション病棟増床、地域包括ケア病床開設など、病院としての機能
変革を続けている。在宅復帰を目指す患者が増え、ADL 回復を図るための栄養管理が必要となった。同時に、
食事は精神的満足度を高める要素の一つであり、患者の QOL 向上へ繋がる食事の提供を、目指し続けなけれ
ばならない。一方、入退院患者数の増加、栄養管理上必要な食事の個別対応・変更件数の増加などにより、食
事提供業務は煩雑となった。結果として誤配膳、食事変更間違いなどのインシデント事例報告が増加し、その
防止対策が急務となっていた。この現状を踏まえ、食事に関する課題を解決するための取り組みを開始した。
2. 目的
食事に関する課題に取り組み、食事の質向上、患者の QOL 向上につながる食事の提供を目指す。
3．方法
①インシデント事例分析および日々の食事の課題を抽出した。
②各課題をチーム別に振り分け取り組んだ。
③調理員による病棟訪問を週 2 回実施し、食事に関する聞き取り調査を行った。
4．結果
①分析の結果、誤配膳、食事変更間違い、異物混入、炊飯・嚥下食に関する事例報告が多いことが明らかとなっ
た。
②チーム活動の結果、インシデント事例は 88 件から 55 件にまで減少した。
③病棟訪問件数は累計 23 回であった。訪問で得た意見を調理に活かした。
5．考察
少人数チーム制で課題に取り組むことにより、業務改善を効率的に行えるようになった。インシデント事例
に対する取り組みに比べ、患者満足度の評価については不明瞭な部分が多く、評価方法の検討が必要である。
6. まとめ
食事の質向上において、チームでの取り組みは有用であると考えられる。病棟訪問や課題への取り組みの継
続が必要である。
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嚥下機能・口腔ケア

整形外科患者における摂食嚥下機能障害の調査
1 田上記念病院 リハビリテーション科，2 田上記念病院

医局，3 田上記念病院

理事長院長

やました さき

○山下 紗季（言語聴覚士）1，持増 健作 1，川上 剛 1，小田 博重 2，中村 浩一郎 3
【目的】
整形外科患者は言語聴覚士 (ST) の処方が対象外であり、嚥下障害を見逃されやすい。当院では疾患に関わら
ず医師の指示の元、ST による摂食嚥下機能評価を行っている。今回、当院に入院した整形外科患者における
摂食嚥下障害の実態と ST 介入による影響を後向きに調査した。
【対象・方法】
2016 年 4 月から 2017 年 3 月までに当院回復期リハ病棟に入院し、
研究に同意が得られた整形外科患者 23 名 (80.0
± 10.8 歳 ) を対象とした。カルテより年齢、入院日数、Alb 値、食形態、藤島式嚥下グレード ( 嚥下グレード )、
機能的自立度評価表の食事得点 ( 食事 FIM 得点 )、転帰先を調査し、Alb 値と嚥下グレード、食形態、食事
FIM 得点は入院時から退院時の変化値を抽出した。その中で嚥下グレード 9 点以下、且つ誤嚥やトロミ剤の
使用から嚥下機能低下ありと判断され ST が介入した群を介入群 (9 名 )、それ以外を非介入群 (14 名 ) とし、両
群の比較検定を行った。なお、本研究は当院の倫理審査委員会の承認を得て実施した。
【結果】
年齢は介入群 (87.8 ± 4.10 歳 ) が有意に高齢であった (p<0.01)。入院日数、Alb 値、食形態、転帰先は介入群と
非介入群に有意差を認めなかった。嚥下グレード、食事 FIM 得点は入院時において介入群が有意に低下を認
めたが (p<0.05)、退院時は有意差を認めなかった。嚥下グレード、食事 FIM 得点の変化値は介入群が有意に
改善を認めた (p<0.01)。
【考察】
今回の研究より介入群は有意に高齢で、入院時食事 FIM 得点は低値であった。また介入群は嚥下グレード、
食事 FIM 得点の変化値において有意に改善していた。Love らは大腿骨近位部骨折術後の患者の約 3 割に摂食
嚥下障害が見られたと報告している。整形外科患者においても摂食嚥下機能評価の必要性を確認でき、積極的
な ST 介入が摂食嚥下機能の改善に繋がる可能性が示唆された。
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嚥下機能・口腔ケア

高齢者の嚥下機能向上をめざして

～集団嚥下体操導入の効果～

丸山病院 看護科
えいろ あさみ

○永露 麻美（看護師）
，溝江 久美子，山本 清美
【はじめに】
当病棟では、ADL の回復に向け、多職種と連携し在宅復帰を見据えたケアを実践している。しかし、誤嚥
性肺炎の発症によって在宅復帰が困難となる症例も少なからずみられていた。また、
ST の摂食嚥下訓練以外で、
経口摂取患者に対する嚥下機能低下予防への積極的な援助は行えていない現状もあり、誤嚥性肺炎の治療によ
るリハビリの中断や遅延を考慮すると、看護師による嚥下機能に対する積極的な援助が必要ではないかと考え
た。
嚥下体操は、腹式呼吸法を取り入れ腹筋を鍛え、口腔周囲筋のストレッチを行い、誤嚥予防に繋げる事がで
きると期待される。経口摂取中の高齢患者に対し病棟スタッフが集団嚥下体操を行う事で、嚥下機能を向上、
誤嚥性肺炎予防ができると思い実施した結果を報告する。
【方法】
疾患を問わず 65 歳以上で、
嚥下体操や反復唾液飲みテスト（RSST）の指示が理解できる患者を対象とした。
昼食前の 15 分間、集団嚥下体操を 3 ヶ月毎日実施した。入退院時に RSST を行い嚥下体操の効果の評価を行っ
た。また誤嚥性肺炎発症率について導入前後の調査を行った。
【結果】
患者 32 名中 29 名（91％）は RSST の同位または向上が認められ、3 名（9％）は低下がみられた。食事形態
の上がった患者は 14 名であり、導入前後の 3 ヶ月比較において、誤嚥性肺炎発症率は導入前 7.7％、導入後 3.1％
であった。
【考察】
グロハーは「加齢だけで嚥下障害が生じることはないが、嚥下障害発生のためのリスク因子となり、嚥下障
害の原因因子の影響を増強する可能性がある」と述べている。今回、嚥下機能低下のリスクのある患者に対し
集団嚥下体操を実践した結果において、嚥下体操は嚥下機能の維持、向上、食事形態の向上に効果があるので
はないかと示唆される。今回の期間中に誤嚥性肺炎発症率に差がみとめられ、今後も実践することで嚥下機能
の維持や誤嚥予防ができると期待できる。

第 26 回日本慢性期医療学会 in 鹿児島

12-3-4

嚥下機能・口腔ケア

療養型医療施設における歯科受診について
～抜歯治療への対応～
嵯峨野病院 診療部リハビリテーション科
おがわ ゆかこ

○小川 ユカ子（歯科衛生士）
【はじめに】
当院では提携している歯科医院の協力のもと入院時と年 1 回定期的に歯科検診を行ない、治療の必要性やご家
族の希望により歯科治療受診を行っている。主な受診内容は歯科医師による口腔内審査と口腔ケアであるが、
平成２９年には１４件の抜歯治療を行っている。今回その１４件の抜歯治療の原因が何であったかを改めて調
査することで入院患者への口腔管理の要点が明らかになったのでここに報告する。
【方法】
平成２９年１月５日～平成２９年１２月２７日の間で歯科受診にて抜歯治療を行った１４件について抜歯適応
と診断されたその原因を調査。
【結果】
平成２９年に行った抜歯治療のうち、抜歯に至った原因は歯科疾患（歯周病及び齲蝕）の重症化３件、歯牙（動
揺歯等）の脱落・破折予防１１件であった。
１４件中１１件は当院歯科衛生士や病棟職員による日々の口腔内観察の結果治療の必要性があるか歯科医師に
診察を依頼し、抜歯適応と判断され抜歯治療を行った。
残り３件は口腔内審査と口腔ケアの為に定期的な歯科受診を受けている患者で、歯科医師と当院歯科衛生士が
受診ごとに残存歯の状況を観察・確認し、その上で歯科医師が残存歯の状態変化と全身状態のタイミングをみ
て抜歯適応と判断、抜歯治療を行った。
【考察】
当院の入院患者にとって、観血的処置である抜歯はリスクが高く、全身状態等により抜歯適応であってもすぐ
に抜歯治療が行えないこともある。患者にとって何を優先すべきかを考え、患者負担の少ないタイミングで抜
歯治療を行うことが重要である。抜歯適応との診断を行うのは歯科医師である。しかしそこに至る過程におい
て日常の口腔内観察を継続して行い、歯科疾患や動揺歯のある患者を選別し、患者ごとの口腔状況とどのよう
な変化がみられるか、その経過を把握しておくことが不可欠であると考える。
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嚥下機能・口腔ケア

長期入院患者の口腔内出血に対する歯科的対応
堺温心会病院 歯科
しまたに ひろゆき

○島谷 浩幸（歯科医師）
【はじめに】当病院は全 189 床のケアミックス型病院であるが、障害者施設等病棟 50 床、医療療養病棟 94 床
など、長期入院している患者が多く存在する。その中で口の中のトラブルで時々問題に上がるのが、「口腔内
出血」である。入院患者の大半が高齢で慢性的な歯周病に罹患しているのに加え、口腔清掃不良に起因した歯
肉炎を有するほか、口腔乾燥で口腔粘膜が脆弱化した患者も多い。また、心筋・脳梗塞等の既往があり抗凝固
薬の使用で易出血性の患者も少なくないため、歯肉や口唇、口角部等の口腔粘膜からの出血が多くの患者に認
められる現状がある。しかし時として消化管からの出血が口腔内に残留するケースもあり、その鑑別も重要で
ある。口腔内出血は患者自身の QOL を悪化させるだけでなく看護に支障が出ることもあり、その対応の果た
す役割は大きい。本発表では当院における口腔内出血に対する歯科的対処法を報告するとともに、その後の対
応策をまとめた。
【症例】肝硬変、脳梗塞の既往で抗血栓療法を施行中の患者である。内科主治医の止血剤投与にも関わらず慢
性歯肉炎による出血傾向が強く、看護師の口腔ケアが困難なため歯科に依頼があった。口腔清掃して出血部位
の確認後、圧迫止血して専門的ケアを継続した。経過良好で出血を最小限に抑制し、患者の QOL 改善と病棟
での看護師の負担軽減に対し貢献した。さらに咬傷や口腔カンジダ症、悪性腫瘍等による出血も症例・対応策
を示した。
【まとめ】以上より口腔内からの出血を有する患者への対応として、止血後早期に出血部位を見極め、全身状
態や歯肉の状態、口腔清掃状況等を考慮しながら、場合によっては患者の家族と話し合いの場を設けて希望さ
れる対処法を選択してもらい、臨機応変に対応する必要がある。今後も病棟と連携を密にしながら口腔内出血
が発見されると速やかに対処し、患者の快適な入院生活をサポートしていきたい。
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嚥下機能・口腔ケア

「最期になるかもしれない、食べてみよう」をあきらめない
竹川病院 看護部
やまもと まどか

○山本 まどか（看護師）
，奥田 麻恵子
【はじめに】医療療養病棟では経口摂取できる患者が少ない。当院では平均 20% 程度である。患者とその家
族は「少しでも口から食べたい（食べさせたい）
」と希望する。アプローチしても、食べられない状況がある
と諦めることが多かった。しかし、経口摂取困難と見込まれた患者が些細なきっかけで、食べることを楽しみ、
変化する症例があり、ケアのポイントについて考察したので報告する。
【倫理的配慮】本研究について本人・家族の同意を得て、当院倫理審査委員会に承認された。
【事例紹介】A 氏：80 代女性、誤嚥性肺炎後廃用症候群・重度認知症。前医で経口摂取が難しいと言われ、中
心静脈栄養、終身予定で入院した。再度栄養管理にアプローチすることを家族に相談した。介入が進むにつれ、
認知症状は落ち着き、３食経口摂取で退院となった。B 氏：90 代女性。心原性脳梗塞で右片麻痺。抑うつ症
状もあり経口摂取困難。患者からチョコレートが食べたいという言葉を引き出した。嚥下状態は良くなかった
が、本人が希望したことに家族もリスクを承知で同意し、大好きなチョコレートを食べた。全てに拒否が強かっ
た患者が、リハビリに積極的に取り組んだ。C 氏：90 代男性。膵頭部癌・多発性骨転移。最期になると予測
された外出に付き添った。何も食べない患者が、その日から何かを口にするように変化した。その後、本人の
嗜好を重視し、ケアすることで、終身予定の入院だった患者が、独歩で施設退院した。
【考察】今回、経口摂取に繋がったケアのポイントは、①小さな変化や患者・家族の呟きを逃さず、タイミン
グを見極めて介入する②リスクと質について、充分に家族と医療者が話し合う③「最期になるかもしれない、
食べてみよう」という気持ちが大切であること、の３点である。
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嚥下機能（1）

経鼻胃管栄養が嚥下機能に与える影響
世田谷記念病院 リハビリテーション科
もりや じゅんいち

○守屋 淳一（言語聴覚士）
，堺 琴美，関 友絵，大橋 理都子，戸田 みずき
【はじめに】
嚥下障害の患者において、経鼻胃管チューブ（NG チューブ）を留置したまま食事を摂取することがある。NG
チューブの留置は嚥下機能に悪影響を及ぼす事は報告されているが、嚥下食摂取時の嚥下動態にどのような影
響を与えるかの報告は非常に乏しい。本研究では NG チューブが嚥下食摂取時の嚥下動態に与える影響を検証
することを目的とする。
【対象・方法】
対象は明らかな嚥下障害を有さない 30 代の成人男性 1 名。NG チューブ（12fr、クリエートメディック社製）
を鼻腔に留置後に嚥下造影検査を実施した。嚥下食は日本摂食・嚥下リハビリテーション学会、嚥下調整食分
類のコード 0 ～ 4 を使用した。姿勢は座位で、
咀嚼回数は指定せず一口 3 ～ 5 ｇを介助下で摂取した。NG チュー
ブ抜去後、同様の嚥下食を使用して再度嚥下造影を行った。録画した動画を使用し咽頭残留の有無、嚥下回数、
食塊の咽頭通過速度について NG チューブ留置下及び非留置下の比較を行った。
【結果】
NG チューブ非留置下では全ての嚥下食で咽頭残留を認めなかった。NG チューブ留置下ではゼリーで咽頭残
留を少量認めたが、その他の嚥下食については無し、または付着程度であった。嚥下回数は NG チューブ非留
置下で平均 1.4 回、NG チューブ留置下で平均 2.6 回であった。食塊の咽頭通過速度は NG チューブ非留置下で
平均 1.18 秒、NG チューブ留置下で平均 2.03 秒であった。
【考察・結論】
NG チューブの留置により嚥下食の一部に咽頭残留と嚥下回数の増加、食塊の咽頭通過速度の遅延を認めた。
本研究対象は健常成人であったが、嚥下障害患者においてもＮＧチューブの留置が経口摂取に悪影響を与える
可能性が示唆される。そのためＮＧチューブ留置時は嚥下機能に与える影響を考慮し、栄養投与の方法を検討
したほうが良い可能性がある。
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嚥下機能（1）

リクライニング角度の変化が嚥下反射に与える影響
聖ヶ丘病院 リハビリテーションセンター
たけだ けんすけ

○武田 堅佑（言語聴覚士）
，米内山 清貴
【はじめに】摂食・嚥下機能障害患者の食事時の姿勢が取り込みから嚥下反射までに要する時間へ与える影響
について調査したので以下に報告する。
【対象と方法】対象は口腔内での食物のため込みがみられる嚥下障害患者 20 名。平均年齢 81.6 歳。調査を実
施したリクライニング角度は 0 度、10 度、20 度、30 度、40 度、50 度、60 度、70 度、80 度の 8 段階で行った。
なお調査は日本摂食・嚥下リハビリテーション学会嚥下調整食分類 2013 に示されている濃いトロミを使用 ( 粘
度 300―500 mPa・s、LST 値 30―32 mm)。取り込みから嚥下反射までに要する時間の測定はトロミ水を口腔
内で取り込んだ時点から計測を開始し、嚥下反射後、喉頭が安静時位置に戻るまでの時間を測定した。
なお頸部位置は軽度屈曲位とした。
【結果】各角度での取り込みから嚥下反射までに要する時間の平均は 80 度では 25.1 秒、70 度は 25.1 秒、60 度
は 25.6 秒、50 度は 18.7 秒、40 度は 14.2 秒、30 度は 8.9 秒、20 度は 6.8 秒、10 度は 5.9 秒、0 度は 5.4 秒とな
り角度が低くなるほど有意に時間の短縮が認められた (p<0.05)。また、
角度間での比較は 80 度では 20 度、10 度、
0 度。70 度では 20 度、10 度、0 度。60 度では 30 度、20 度、10 度、0 度でそれぞれ有意差が認められた (p<0.05)。
【考察】リクライニング角度の調整により取り込みから嚥下反射までに要する時間短縮の効果が認められた。
嚥下障害患者は口腔器官の筋力低下、萎縮、運動範囲の制限のため、食塊形成や咽頭への送り込みに時間を要
する。今回角度調整したことで口腔・咽頭が傾斜となり咽頭への送り込みがアシストされる一方、咽頭では咽
頭前方から後方へ食塊の通過経路が変更となることで下咽頭までの時間短縮に繋がったものと考えられた。
【結語】口腔内の食物のため込みに対してはリクライニング角度の調整が有効である。
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嚥下機能（1）

不顕性誤嚥を有する慢性期の嚥下障害患者に対する黒胡椒嗅覚刺激の効用について
1 緑成会病院，2 世田谷記念病院，3 博愛記念病院，4 平成横浜病院
いけだ ゆうき

○池田 友記（言語聴覚士）1，裵 東海 2，石井 優香 1，丸山 泰慶 4，南 健太郎 1，中島 歩 1，菊地 章江 1，
飯島 直孝 1，池村 健 3，佐藤 禎二 1
【背景】嚥下反射と咳反射を引き起こす神経伝達物質として、サブスタンス P が知られている。黒胡椒による
嗅覚刺激により、血液中のサブスタンス P 濃度が有意に上昇し、嚥下機能を改善させる効果があるとされて
いるが、咳反射が改善したという報告はない。今回、不顕性誤嚥を有する慢性期の嚥下障害患者に対し、黒胡
椒による嗅覚刺激を行い検討を実施したため、報告を行う。
【目的】黒胡椒嗅覚刺激の効用と不顕性誤嚥に対する有用性について明らかにする。
【対象】嚥下障害を有し、
咳テスト及び嚥下造影検査（以下 VF）において不顕性誤嚥を確認された男性 4 名、女性 1 名。内訳は脳血管
疾患 4 名、廃用症候群 1 名、平均年齢 78 才。
【方法】黒胡椒嗅覚刺激は株式会社オオノの「むせに御縁なし」を使用。2 週間連続して使用し、使用前後の
反復唾液嚥下テスト（以下 RSST）
、改訂水飲みテスト（以下 MWST）
、咳テストの成績を比較、検討を行う。
【結果】RSST において平均回数 1.2 回から 2.2 回に増加。MWST では平均スコア 3.6 から変化なし。咳テスト
において介入前は全症例 0 回であったが、1 症例において介入後咳回数 10 回となり、不顕性誤嚥陰性となった。
【考察】RSST の改善は黒胡椒嗅覚刺激の影響の可能性が考えられる。しかし咳反射の改善は 1 症例のみに留まっ
た。先行研究では、咳が出るときは咳衝動という感覚が先行して大脳皮質に伝わり、咳反射を調節していると
されている。黒胡椒嗅覚刺激では、嚥下関連部位の脳血流が改善し、サブスタンス P の増加と相まって、嚥
下機能が改善する。 しかし咳反射に関しては、サブスタンス P の増加のみでは咳衝動の改善が見込めず、実
質的な咳反射の改善に至らない可能性が考えられた。慢性期の高齢入院患者は認知症を有することが多いが、
黒胡椒嗅覚刺激はこうした患者にも実施可能であり、嚥下機能改善に有効であることが示唆された。今後は咳
衝動、咳反射の改善を促す方法を検討したい。
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嚥下機能（1）

運動器疾患患者の摂食・嚥下リハビリテーションと予防的対応の必要性
1 新戸塚病院 言語聴覚士，2 新戸塚病院 医師，3 新戸塚病院 理学療法士
せぬま ひろき

○瀬沼 公貴（言語聴覚士）1，中尾 健太郎 2，小田 海 1，小田 彩 1，池谷 聡毅 3，橋爪 義隆 2
【緒言】
高齢化の進行と疾患の多様性に伴い、摂食・嚥下障害は注目されている。臨床場面でも、運動器疾患の摂食・
嚥下障害症例を経験する。しかし運動器疾患患者の摂食・嚥下機能やリハビリテーションに関する報告は少な
い。
【目的】
運動器疾患患者の摂食・嚥下機能を明らかにし、予防的対応や摂食・嚥下リハビリテーションの必要性を検討
する。
【対象】
平成 27 年 11 月～平成 29 年 2 月に当院に入院した運動器疾患患者 307 名 ( 回復期 276 名、療養 31 名 )、平均
年齢 79.0 歳± 12.7。
【方法】
入退院時の栄養ルート、嚥下機能を調査した。栄養ルートは 3 食経口、代替栄養併用、非経口に分類した。嚥
下機能は、嚥下障害の臨床的重症度分類 ( 以下 DSS) と藤島グレード ( 以下 Gr)、摂食状況レベル ( 以下 Lv) を
用いて検討した。DSS は、嚥下障害問題なしと問題ありに分類した。
【結果】
入院時栄養ルート：3 食経口 98.7%、代替栄養併用 1%、非経口 0.3%。退院時栄養ルート：3 食経口 97.4%、代
替栄養 1%、非経口 1.6%。入院時 DSS：問題なし 63.5%、問題あり 36.5％ ( 軽度問題 16.3%、口腔問題 7.2％、
機会誤嚥 6.2％、水分誤嚥 4.9％、食物誤嚥 1.6%、唾液誤嚥 0.3%)。退院時 DSS：問題なし 62.9%、問題あり
37.1％ ( 軽度問題 16.9％、口腔問題 6.8％、機会誤嚥 5.9％、水分誤嚥 4.9％、食物誤嚥 1.6％、唾液誤嚥 1％ )。
入院時 Gr、Lv：Gr ＜ Lv6.8%。退院時 Gr、Lv：Gr ＜ Lv5.2%。
【考察】
今回の調査では、運動器疾患患者の約 4 割は摂食・嚥下障害を認めており、Gr ＜ Lv の誤嚥リスク群も存在し
た。その為、入院時からの評価や状態に応じた介入が必要であることが示唆された。また、近年ロコモティブ
シンドロームやフレイル・サルコペニアと摂食・嚥下障害との関係が注目されている。問題なく経口摂取して
いる約 6 割の患者に対しても、1 次予防、2 次予防といった観点から、地域と連携した健康維持、早期対処が
重要であると思われる。
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嚥下機能（1）

超音波検査を使用した新しい嚥下機能評価法の開発
岸和田平成病院 リハビリテーション科
きしもと ゆうすけ

○岸本 裕佑（言語聴覚士）
，土肥 丈一郎，松本 法子，村田 侑真，鈴木 めぐみ，浅野 則子，松本 和子，
荒尾 徳三
【目的】
嚥下機能評価は、スクリーニング検査に加え、嚥下造影検査や嚥下内視鏡検査を行うことが一般的である。し
かし、嚥下造影検査は造影剤の誤嚥リスクや X 線被爆による侵襲性の問題があり、また嚥下内視鏡検査は煩
雑であり軽度の侵襲性の問題が存在する。今回、簡便性や非侵襲性に優れた超音波検査による嚥下機能評価方
法の確立を目的にその有用性の検証を行った。
【対象】
対象は、当院リハビリテーション科の健常成人 ( 男性 7 名 ) を対象とした。
【方法】
超音波検査機器は TOSHIBA 社製 Xario(SSA-660A) を用いて、プローブはリニアを使用した。M モードを使
用し、被験者の頸部前面よりプローブをあて、今回は唾液・水分嚥下時の頚部食道の評価を行った。撮影画像
を画像解析ソフトにて分析し、検討した。
【結果】
頚部食道の嚥下時の動きは、M モードにおいて trapezoid 型を呈した。立ち上がりの傾き、距離、時間は、嚥
下時の頚部食道の引きあがり動作を反映していると考えられた。一方、嚥下した水分が食道へ流入する状態が
realtime に確認可能であった。
【考察】
上記の結果より、超音波検査を使用した嚥下時の食道の動態を観察することの有用性が示唆される。また食道
への流入を視覚的に確認できることにより、その流入の様子も嚥下評価の 1 つの指標となることが考える。今
後は症例を増やしてその有用性を検討する予定である。
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嚥下機能（1）

当院の摂食嚥下障害患者における経口摂取への移行に関与する要因の検討
1 加治木温泉病院 総合リハビリテーションセンター，2 加治木温泉病院 リハビリテーション科，3 加治木温泉病院 内科
ばば しょう

○馬場 将（言語聴覚士）1，有川 瑛人 1，原 有希 1，原口 友子 1，堀ノ内 啓介 2，松本 航 3，髙田 昌実 3
【目的】当院の摂食嚥下障害患者において，
経管栄養から経口栄養への移行を検討する場合，
嚥下造影検査（VF）
などでリスクを把握し，安全面に十分に配慮しながら摂食訓練を行っている．その経過の中では，さまざまな
理由から経口摂取への移行を断念する場合もあるが，実際にその移行がどのような要因に阻まれているのかは
明らかでない．本研究では，当院の摂食嚥下障害患者における経口摂取への移行の促進・阻害に関与している
要因について検討することを目的とした．
【対象】2015 年 4 月から 2018 年 3 月に VF を実施した 325 例において，
VF 前に経管栄養あるいは絶食中であっ
た 55 例を対象とした．
【方法】（1）経管栄養から経口栄養への移行群（経口群）
，
（2）経管栄養から経口栄養へ移行したが再び経管栄
養となった群（経口経管群）（3）VF 後も経管栄養を継続した群（経管群）の 3 群に分類し，嚥下障害の臨床
的重症度（DSS），摂食状況のレベル（FILS）
，日常生活の機能的自立度（FIM）を比較した．
【結果】経口群は 17 名，経口経管群は 22 名，経管群は 16 名であった．DSS は「経口群」
・
「経口経管群」と「経
管群」との間に有意差を認めたが，「経口群」と「経口経管群」との間には有意差を認めなかった．VF 後の
FILS は「経口群」と「経口経管群」との間に有意差は認めなかったが ,「経口群」
・
「経口経管群」と「経管群」
との間に有意差を認めた．最終的な FIM の得点は「経口群」と「経口経管群」
，
「経口群」と「経管群」との
間に有意差を認めた．
【考察】DSS は「経口群」・「経口経管群」のほうが「経管群」よりも高かったが，
「経口群」と「経口経管群」
との間では明らかな差はなく，
また最終的な FIM は「経口群」のほうが「経口経管群」
・
「経管群」よりも高かっ
た．以上より，重度の嚥下障害でなければ経口摂取へ移行できる可能性があり，特に日常生活の自立度が高け
れば，経口摂取への移行がより期待できる可能性が示唆された．
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嚥下機能（2）

経管栄養から経口摂取へ
高田病院
よこやま ゆたか

○横山 裕（介護福祉士）
，橋ノ口 健吾，迫 里香，萩原 隆二，髙田 昌実
【はじめに】
回復期病棟では入院患者の１割が経管栄養の患者であり、経管栄養では在宅復帰、施設入所も難しくなる。
当院は入院時より経口摂取が不可能であった患者の嚥下機能を保持・回復する訓練を言語聴覚士が行っている。
しかし、高齢というもあり、経管栄養が長引くと経口摂取まで移行できる患者は少ない。今回、経管栄養の患
者を言語聴覚士との連携により、経口摂取に向け取り組んだ結果をここに報告する。
【事例紹介】
１、 患者名・年齢・性別：O 氏・７０歳代・男性
２、 診断名：脳出血
３、 特徴：リハビリ目的にて入院。嚥下障害にて経管栄養を施行。入院当初、ベッド上での体動があり経管
栄養中もチューブ抜去の危険性があるためミトンを使用し経管栄養を行う。拘束廃止を目的として、体調の良
い日はミトンを外し車椅子にて経管栄養を見守る。
【方法】
１、 言語聴覚士により病棟スタッフへ食事介助指導
２、 言語聴覚士と病棟スタッフの情報共有
３、 経口摂取の回数を増やす
【結果】
経口摂取になり、周りを見渡す様子や発語がでてきて表情も明るくなってきている。また、開口や嚥下
にムラがあり、時間がかかることが多かったが、経口摂取が増えるにつれ摂取量が増加し、食事時間も少しず
つ短くなってきた。服薬は錠剤のままでも服用可能になり、歯磨きは一部介助で可能となった。
【考察】
経口摂取が可能になり日常生活における行動範囲が拡大したことで、できるＡＤＬが増え在宅復帰への希
望やリハビリへの意欲向上につながったと考えられる。
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嚥下機能（2）

TPN 管理から離脱できた患者の離床的特徴
1 流杉病院 看護部，2 流杉病院

リハビリテーション科，3 流杉病院

医師

たかしま さちこ

○高島 幸子（看護師）1，清水 広美 1，永森 房子 1，中川 瑞人 2，秋山 眞 3
【はじめに】
近年、急性期病院から TPN 管理下で転院する患者が急増し、平成 29 年度、当病棟に転院した患者の 64％が
TPN 管理状態であった。
今回、TPN 管理下であった患者において、経口摂取再開に向けて取り組んだ成績を報告し、TPN 管理から離
脱できた症例の臨床的特徴を検討したので報告する。
【方法】
対象：TPN 管理下で転院してきた患者 64 名
研究・調査期間：平成 28 年１月～平成 29 年 12 月
調査項目：１）①覚醒度 (JCS) ②発語の有無③会話の有無④認知度⑤姿勢保持⑥食欲の有無⑦吸痰の要否⑧
RSST ⑨ MWST ⑩ FT
２）基礎疾患
経口摂取に移行した患者を経口群、経管栄養に移行した患者を経管群とし、比較検討した。
【結果】
経口摂取困難として TPN 管理下で紹介された患者のうち、13 名 (20％ ) が経口摂取、18 名 (28％ ) が経管栄養
に移行することができた。経口群は経管群に比べ意識が清明、会話・発語があり、姿勢保持可能で摂食嚥下評
価が高く、吸痰処置が少なかった。経管群は覚醒度、嚥下機能が低く、吸痰処置の多い患者であった。基礎疾
患において、経口群は認知症３名、肺炎２名、悪性新生物１名、特定疾患２名、腸閉塞手術後２名、腸重責１
名、糖尿病１名、心疾患１名であった。経管群は脳血管疾患 12 名、肺炎３名、心疾患２名、認知症１名であっ
た。両群共に特別な消化器疾患を患っていなかった。
【考察】
TPN 管理下においても、呼吸・循環動態が安定し、特別な消化器疾患が無い場合は経口摂取の可能性が少な
からずあると考えられた。患者の発語や会話能力及び食欲など、離脱可能症例に特徴的所見を検討し入院早期
から目標を持って経口摂取への取り組みを開始していきたい。
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嚥下機能（2）

療養病棟における完全側臥位での食事の確立に向けて
花川病院
とよさわ りょうこ

○豊澤 涼子（看護師）
，鍋倉 智子
【はじめに】
脳梗塞の後遺症で誤嚥性肺炎を繰り返していた患者に対してベッド上完全側臥位の経口摂取を療養病棟チーム
で取り組んだ。1 日 2 食の食事を摂取するまでになり会話や笑顔が増え、再び夫と共に入所可能なナーシング
ホームへの退院となった過程をここに報告する。
【事例紹介】
Ｔ氏 93 歳、女性で脳梗塞後遺症、誤嚥性肺炎、嚥下障害で平成 29 年 8 月 23 日～平成 30 年 3 月 9 日入院。夫
と共にサ高住で生活し夫の世話を行っていたが、脳梗塞で右麻痺後は全介助の生活となった。本人は延命治療
や経管栄養は希望しない、家族もその意思を尊重するとしていた。
【経過】
当初は経口摂取困難でターミナルと思われた。るい痩著明で筋力の低下も著しく点滴治療を行った。9 月より
１日１食を開始したが喀痰量の増加と発熱により１週間程で中止となった。10 月になり全身状態が安定し言
語聴覚士（以下ＳＴ）による経口訓練を開始した。体位はベッド上で左右どちらの完全側臥位とした。完全側
臥位で、2 ～ 3 口後にトロミ冷水との交互嚥下等で摂取後にベッドアップ 30 度とした。
むせこみや喀痰量の増加はなく、肺炎の出現なし。摂取開始時はお楽しみ程度だったがスム－ズな摂取になり
11 月に 2 食になった。
12 月から病棟看護師介助となり ST より摂取条件の情報共有実施。看護師は完全側臥位摂取に対し抵抗や不安
が聞かれたが実際に行ってみると、スム－ズに摂取し不安は解消した。
ナーシングホーム退院が決まり、施設スタッフに食事介助は同一条件で依頼した。
【結果・考察】
誤嚥性肺炎を繰り返す T 氏にはこの完全側臥位による食事摂取は、肺炎の併発もなく安全で効果があった。
経口摂取前は、反応は乏しく発語はほとんどなく頷き程度だったが、チームで経口介助法を統一し関わりを継
続することで笑顔や発語が増え短文レベルの会話が可能となった。
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嚥下機能（2）

音響音声学的分析フリーソフトを用いて開発した嚥下音解析システムによる嚥下機能評価の試み
( 第一報 )
浜寺中央病院 リハビリテーション部
やまざき しゅうへい

○山崎 秀平（理学療法士）
，中川 賢，新谷 英夫
［背景］
多くの施設では誤嚥の有無を見るため、嚥下造影検査や嚥下内視鏡検査が行われている。しか
し、それらは、患者にとっては侵襲的であり、患者の状態によっては制約がある。一方、嚥下音の音響分析に
よる客観的、非侵襲的嚥下機能評価に関する報告が散見されるが、高価で特殊な装置や専用の解析システムを
要するため、汎用性のある嚥下機能評価としては普及してこなかった。
［目的］
今回、聴診器、マイクロフォン、シリコンチューブ、パーソナルコンピューター（以下；ＰＣ）及び、音響音
声学的分析フリーソフトウエア「Praat」を駆使し、簡便且つ、安価な嚥下音分析システムを開発し、これを
用いて嚥下機能評価が可能であるかを検討した。
［対象］
嚥下障害を有さない健常成人 7 名（男性 4 名、女性 3 名、平均年齢 25 歳）
。
［方法］
聴診器先端部を被験者の輪状軟骨直下外側上に装着し、聴診器とＰＣ用小型マイクロフォンをシリコンチュー
ブで接続し、マイクロフォン入力端子を PC に接続した。椅子座位で 3ml の冷水（約７ml）を嚥下させ、嚥下
音を PC に録音し、
「Praat」で音響音声分析を行った。嚥下に要した時間（嚥下時間：sec）と嚥下時の圧力（嚥
下圧：Pa）を計測し、相関関係について検定した。検定には Pearson の積率相関分析を用いた。
［結果］
嚥下時間は 0.07 ± 0.05sec、嚥下圧は 0.09 ± 0.09Pa であった。また、嚥下時間と嚥下圧との間に
は、r=-0.2037 と、低いながらも負の相関関係を認め、嚥下時の圧力が強いほど、嚥下に要する時間が短かった。
［考察・結論］
今回開発した嚥下音解析システムにより、簡便且つ、容易に嚥下機能評価が実施出来る可能性が示唆された。
本システムは、簡単に導入、使用可能であり、意識レベル低下や寝たきり状態といった患者に対するベッドサ
イドにおける非侵襲的嚥下機能評価への応用が期待出来ると考えられた。

第 26 回日本慢性期医療学会 in 鹿児島

12-5-5

嚥下機能（2）

3 食経口摂取獲得に関わる要因の検討
1 新戸塚病院

言語聴覚士，2 新戸塚病院

医師，3 新戸塚病院

理学療法士

やまぐち さとみ

○山口 里美（言語聴覚士）1，中尾 健太郎 2，小田 海 1，江尻 みなみ 1，池谷 聡毅 3，橋爪 義隆 2
【目的】
非経口摂取患者の特徴を整理し、3 食経口摂取改善の要因を後方視的に検討する。
【対象と方法】
2 つの調査を実施した。統計解析は Wilcoxon の順位和検定を使用し、P ＜ 0.05 を有意差ありとした。
検討項目 1）対象は H28 年 12 月時点で入院時に非経口の 111 名。カルテ調査とリハビリスタッフへの聞き取
りを実施した。調査項目は、血液データ (Alb、CRP、TP、BUN、Na、K、Cl、WBC）
、BMI、機能的自立度
評価表（以下 FIM）とし、摂食状況の経過から対象を経口可能群 ( 少量摂取含む )18 名と非経口群 93 名に分
類して差を検討した。
検討項目 2）対象は H27 年 4 月から H28 年 3 月に非経口で入院した 141 名。カルテ調査とリハビリスタッフ
への聞き取りを実施した。調査項目は意識レベル、理解力、協力性、FIM、離床度、藤島 Gr、摂食状況 Lv、
嚥下重症度分類（以下 DSS）とし、摂食状況の経過から対象を 3 食群 22 名と非 3 食群 119 名に分類して差を
検討した。
【結果】
検討項目 1）経口可能群と非経口群で入院時の CRP、FIM に有意差を認めた。CRP が基準値以下の患者の
30％は経口摂取獲得可能となった。
検討項目 2）3 食群と非 3 食群の FIM 利得に有意差を認めた。離床度の比較では、入院時にリハビリ以外で 2
時間以上離床可能な患者の 3 食移行率は 90％、2 時間未満は 9％であった。嚥下機能の比較では、入院時に
DSS3 以上の患者は 3 食移行率 46.7％、DSS2 以下は 1％であった。
【考察】
入院時に炎症所見がないことで、栄養代謝において円滑にエネルギーが活用され、運動機能の改善が相乗作用
となり、より高い確率で経口摂取獲得（少量摂取を含む）が可能となることが示唆された。また入院時に
DSS3（水分誤嚥）以上であれば 3 食経口摂取獲得する可能性があることが考えられた。
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嚥下機能（2）

慢性期医療の現場における言語聴覚士の役割
～摂食に対するニーズや肺炎の発症率からみえてきた当院の現状～
1 並木病院 リハビリテーション科，2 並木病院 栄養科，3 介護老人保健施設

メディコ平針

こいし まさひで

○小石 将秀（言語聴覚士）1，浜道 しずか 1，柘植 歩美 1，吉瀬 泰之 1，若林 陽 1，熊崎 由紀 2，高柳 仁美 3
【はじめに】
当院は、愛知県名古屋市にある 212 床の医療療養病床を有する慢性期の病院である。
特徴としては、言語聴覚士 13 名（1 名は非常勤、理学療法士 13 名、作業療法士 6 名）と近隣の医療機関に比
べるとスタッフが充実している。
今回、言語聴覚士（以下、ST と略す）が入院されている患者の 9 割に介入できている状況から、食事形態の
向上や経口摂取が可能となった症例、肺炎の発症件数にどのように影響しているかを調査したため報告をする。
【目的】
当院における ST の介入効果について、症例や肺炎の発症件数となどのデータを用いて、介入の意義や現状の
課題について考える。
【方法】
1. 平成 25 年 1 月～平成 29 年 12 月までの肺炎の発症件数と ST の介入効果について関係性を調査する。
2. 平成 29 年 10 月～平成 30 年 3 月の期間で ST の介入によって食事形態の向上や経口摂取（お楽しみレベル
も含む）が可能となった症例を調査する。
【結果】
1. 肺炎の発症件数に関しては、調査をした平成 25 年度に比べると緩やかな減少を認めているが、介入頻度が
直接的な影響を与えているとは言えない結果となった。一方で、平成 28 年度からは徐々に増加傾向にあり、
一部では ST で嚥下訓練が開始となった症例も含まれていた。
2. 経管栄養・輸液管理となっている患者も介入することで、お楽しみレベルや経口摂取が可能となり、患者の
QOL の向上に繋げることができた症例もあった。
【まとめ】
今回の調査によって、経管栄養・輸液管理となっている高齢な患者であっても、摂食に対するニーズは高く、
時間を要するが ST による介入で経口摂取が可能となる症例もあった。また、肺炎の発症件数が徐々に増加し
ていることもわかり、その背景には入院患者の高齢・重症化などが考えられた。そのような状況での摂食への
介入は、肺炎の発症リスクを高くするといった見方もできるが、慢性期医療の現場ではこうした患者の QOL
の向上を目指すことが重要なのではないか。
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リハビリテーション

他

退院後の生活を見据えた計画の現状と今後の課題
高良台リハビリテーション病院 教育研修部
こが ちはる

○古賀 千春（作業療法士）
，宮原 由貴，橋岡 匠平
【目的】
回復期リハビリテーション病棟（以下、回リハ病棟）では、医療から生活期移行への円滑な流れが重要視され
ている。しかし、A 病院回リハ病棟の退院前のカンファレンスでは、未だに退院後の生活を見据えていない目
標も散見される。そこで、リハビリテーション総合実施計画書（以下、計画書）の目標と ADL の関連性を明
らかにすることにより、“ 質 ” 確保への一助とする。
【方法】
対象：平成 28 年 1 月から平成 30 年 3 月に A 病院回リハ病棟を退院した患者 909 名
方法：
①計画書の 1 ヶ月目標を国際生活機能分類（ICF）の「健康状態」
「心身機能・構造」
「活動」
「参加」
「環境因子」
「個人因子」の 6 項目に集計
②機能的自立度評価表の運動項目（以下、FIM-m）の得点を辻らの分類により、
「全介助」
「半介助」
「セルフ
ケア自立」「屋内歩行自立」
「屋外歩行自立」の 5 群に分類
③「参加」と FIM-m5 群の関係を Spearman の順位相関係数、関連をχ２検定を用いて分析
【結果】
①「健康状態」832 件、「心身機能・構造」607 件、
「活動」877 件、
「参加」111 件、
「環境因子」794 件、
「個
人因子」241 件
②全介助：238 名、半介助：192 名、セルフケア自立：162 名、屋内歩行自立：124 名、屋外歩行自立：193 名
③「参加」と FIM-m の相関および「参加」と FIM-m の間に有意差は見られなかった。
【考察】
佐藤は、回リハ病棟では退院がスタートという考え方の下で患者の社会復帰を推進することが役割であると述
べている。今回、「参加」に焦点をあて調査した結果、FIM-m に関係なく目標が立案されていることが明らか
になった。これは、A 病院回リハ病棟スタッフが ADL に留まることなく退院後の生活を見据えていることが
言える。しかし、「参加」に関しては他の目標よりも少ない結果であった。以上より、継続して退院後の生活
を見据えた「参加」の目標をバラつきなく立て、
「参加」の目標が増えるような取り組みを行っていく必要が
あると考える。
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リハビリテーション

他

３回目の褥瘡術後、脊髄損傷者の復職・車椅子バスケット再開に向けた理学療法の経験
養和病院 回復期病棟
こにし かなこ

○小西 香菜子（理学療法士）
【はじめに】褥瘡再発を繰り返していた脊髄損傷患者に対し、褥瘡発生危険因子の除去と患者教育を行い、円
滑に復職と車椅子バスケットの再開に至った症例を経験したので報告する。
【症例】40 歳代男性。診断名は左
坐骨部褥瘡の術後廃用症候群。X 年に脊髄損傷（Th11）受傷。X ＋ 12 年左坐骨部に褥瘡発生。X ＋ 15 年に
2 回皮弁術施行したが、再発し難治化。X ＋ 17 年に後大腿皮弁による根治術を施行。術後 31 日目に当院回復
期病棟へ転院。ADL は FIM78 点、移乗は軽介助、排泄はベッド上。離床時間は最大 30 分。座クッションに
はテラフレア ® を使用。復職と車椅子バスケットの再開を希望していた。なお、症例には本発表の趣旨を説
明し、口頭・書面にて同意を得た。
【経過】入院時より皮膚状態を患者と確認しながら、ベッドマットの選定、
離床時間の管理と除圧指導、移乗練習、シーティング、座クッションの使用方法の指導を行った。圧測定には
SR ソフトビジョン ® を使用した。4 週目に創閉鎖したため、一般浴槽での入浴評価、車の乗降練習、運転席
の座圧測定とクッションの選定、法人内施設メディカルフィットネスセンター CHAX（以下、CHAX）での
自主練習、栄養補助食品の摂取を開始した。5 週目に外泊練習実施。自宅へ同行し、道中の運転席の座圧測定、
入浴環境の確認、自宅ベッドの圧測定を行った。7 週目、最大 4 時間の離床が可能となり、FIM116 点、皮膚
トラブルなく自宅退院となった。退院 3 週間後復職。2 ヶ月後早期から車椅子バスケットに競技復帰。現在で
は全 9 時間の大会にも参加している。【考察】今回車椅子等の圧測定や、動作前後での皮膚状態の繰り返しの
確認は、褥瘡発生危険因子の除去と患者教育の一助となり、再発を防止できた。また早期の車椅子バスケット
再開には、脊髄損傷者も一般的なトレーニングマシンの利用が可能な施設 CHAX での自主練習が有用であっ
た。
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リハビリテーション

他

「在宅での食生活を継続する為に必要なこと、訪問リハと通所リハの役割」～誤嚥性肺炎を繰り返
す一事例～
1 西能みなみ病院，2 介護老人保健施設みどり苑
みずかみ はるな

○水上 春奈（言語聴覚士）1，須藤 舞子 1，松森 環美 2，桃原 真紀 2，山崎 友美 2，坂井 亜紀 2，西嶌 美知春 1,2
1、はじめに
嚥下障害がある本人とその家族は、日々の食事や誤嚥などのリスク管理において困難さを感じている家庭も
少なくないのが現状である。今回、誤嚥性肺炎を繰り返していた利用者に通所リハビリ（以下、通リハ）に加
え ST の訪問リハビリ（以下、訪リハ）を開始することになった。家族の嚥下障害の理解など多職種協働での
取り組みから、在宅生活を維持できた一事例について報告する。
2、症例
76 歳、男性、要介護度 5 疾患名：脳梗塞、パーキンソン病、誤嚥性肺炎 経過：2017 年 3 月頃から嚥下障害。
4 月誤嚥性肺炎で入院。退院後も 5 月に再発し入院。現在は、訪リハ等の在宅サービスを利用。嚥下機能：
RSST：1 回 /30 秒、MWST/FT：3。嚥下グレード Gr.6。食事はゼリー食で 1 時間を要する。
3、多職種の取り組み
ST は訪リハと通所リハで介入。嚥下リハビリや家族に食事介助指導を行う。 管理栄養士は、嚥下食開発や
家族への嚥下調理実習を行った。 ＰＴ・看護師等は運動療法、レクレーションを行い体力増強や楽しみ等の
活動を広げた。
4、結果
在宅での食事量増加、
時間の短縮がみられた。また在宅では妻と外出が可能となり、
現在も在宅生活を継続中。
5、考察
今回、多職種の専門職種が係わり、在宅生活を継続できた。嚥下障害を認める方は嚥下食が適している場合
が多いが、身体機能向上に加え食事のペースや姿勢など在宅で調理し提供する家族への支援や指導は不可欠で
ある。今後も、嚥下障害者が在宅生活を継続できるよう連携支援していきたい。
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リハビリテーション

他

多系統萎縮症に対する気管食道分離術前後の訪問リハビリテーションのアプローチの変化
1 三船病院 リハビリテーション科，2 三船病院

内科医師

はまのうえ まこと

○濱ノ上 誠（言語聴覚士）1，染 海王 1，日高 道生 2
【はじめに】
在宅で生活されている多系統萎縮症症例の喉頭摘出術＋気管食道分離術前後での訪問リハビリテーションのア
プローチの変化を紹介する。
【症例紹介】
60 歳代男性。平成 22 年に多系統萎縮症の診断。平成 23 年より入浴、トイレ移動に介護が必要となる。平成
27 年嚥下障害により胃瘻造設し、当院の訪問リハビリテーション（PT/ST）開始となる。平成 28 年 4 月に気
管食道分離術を行い、永久気管孔の造設を行った。
【経過】
平成 27 年 6 月水飲み評価を実施し、プロフィール 4 点で 1 口目の際に SPO2 の低下を認めた。SPO2 の低下
は嚥下反射惹起不全の為に努力嚥下となり、呼吸が一時的に止まり SPO2 が低下したと考える。その後水分ゼ
リーで直接嚥下評価を実施した。口腔内に少しばらつきを認め軽くムセを生じたが、SPO2 の変動は認めず本
人も飲み込みやすいと聴取した。介入当初はゼリーなどの半固形物の摂取可能であったが、原疾患の進行によ
り２週間で半固形物、半年後には水分ゼリーの経口摂取が中止となった。平成 28 年 4 月に気管食道分離術後
は電気式人工喉頭を使用した発声訓練を中心にリハビリテーションを実施した。平成 28 年 5 月に摂食希望が
あり再評価を実施した。口腔機能として舌の巧緻動作、舌の運動範囲で低下しているが、口唇周囲の機能は残
存し流涎を認めないため間接嚥下訓練を実施し、その後流動食から半固形物までの摂食可能となった。
【考察・まとめ】
当症例は多系統萎縮症を発症し 8 年経過しており、呼吸機能低下、嚥下機能低下等の進行的症状が出現してい
る。それに対し胃瘻造設、気管食道分離術が実施された。摂食を続けて行きたいという本人の need を尊重す
るためには、適時嚥下評価に加え運動機能評価を実施し、多職種の連携、家族への支援で長期にわたる摂食が
可能となり、QOL の維持が出来ていると推察される。
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リハビリテーション

他

歩行用ロボットを用いた歩行練習が歩行以外に及ぼす影響について
1 東和病院 リハビリテーション科，2 東和病院

整形外科

すみだ ゆうたろう

○隅田 祐太朗（理学療法士）1，松崎 稔晃 1，中山 将一 1，益川 眞一 2
【目的】
Honda 製歩行アシスト（以下 , 歩行アシスト）は , 対象者の股関節の屈曲・伸展運動をアシストすることで ,
理想的な歩行に誘導する装置である .
本研究の目的は , 歩行アシストを用いた歩行練習が , 歩行以外にどのような影響を及ぼすのか明らかにするこ
とである .
【対象】
当院通所リハビリテーション（以下 , 通所リハビリ）利用者 10 名（平均年齢 79 ± 15 男性 1 名女性 9 名）. 介
護度は要支援 6 名 . 要介護 4 名（平均要介護 1）. 杖 , 歩行器等の補助ありで歩行可能の者とした . 認知の低下
が著しい者 , 体内に埋め込み型電子機器を装着している者を除外した .
【方法】
歩行アシストを装着して 1 回 10 分の歩行練習を週 1 回実施した . 初期 ,1 か月 ,2 ヶ月で以下の評価を実施した .
・10m 歩行テストを実施し , 快適歩行速度 , 歩幅 , 歩行率を抽出した .
・質問紙として転倒恐怖感尺度 , 運動動機付け尺度 ,QOL 尺度 WHOQOL を実施 . また , 外出頻度を調査した .
統計学的検討は Friedman 検定を用い , 有意水準を 5% とした .
【結果】
WHOQOL は , 介入前よりも 1 ヶ月後
（p<.025）
,1 ヶ月後よりも 2 ヶ月後の方が有意に得点が高かった
（p<.025）.
歩行速度は , 介入前よりも 1 ヶ月後の方が有意に速くなった（ps<.025）.
【考察】
歩行アシストを用いての週 1 回 10 分の歩行練習は , 歩行・QOL に良い影響を与えるということが確認できた . こ
の QOL は身体的 , 心理的 , 社会・環境的要因で構成されており , これらは在宅生活における高齢者の閉じこも
りの原因とされている所と多く関連がある . このことから考え , 歩行アシストを用いての歩行練習は QOL の向
上を通じて高齢者の閉じこもりを予防できる有効な手段の 1 つになりうる可能性も示唆された .
本研究では転倒恐怖 , 運動動機 , 外出頻度は改善傾向ではあったが , 有意差はなかった . 今後 , 対象人数を増やし ,
介入頻度や歩行時間など条件を変えて , 変化があるのかどうか研究を重ねていきたい .
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リハビリテーション

他

上肢に強い痙縮を呈した症例へ通所リハビリで電気刺激装置を導入した取り組みについて
介護老人保健施設

緑樹苑

通所リハビリテーション

なりた もりひろ

○成田 守宏（作業療法士）
，佐藤 豊
【はじめに】
一般的に医療でのリハビリと比べ通所リハでは個別リハ時間が短く集中的に療法を提供しづらいことが問題と
なりがちである。今回、通所リハで両上肢に強い痙縮を呈した症例を担当し、個別リハに電気刺激装置を利用
した自主トレを組み合わせることで、上肢機能改善がみられ目標達成に至った。症例の経過、通所リハでの作
業療法と電気刺激装置併用の利点等を報告する。この発表は当法人倫理委員会の承認を得た。開示すべき COI
関係はない。
【症例紹介】
頚椎症性脊髄症の 60 代男性。要介護 2。利用開始時 MAS：手指屈筋、右 3・左 2。関節拘縮は無いものの痙
縮が強い影響で手指は握りこんでおり、最大伸展制限は－ 64°
。STEF：右 43 点、左 81 点。指先の巧緻性を
必要とする動作や洗髪に家族の介助必要。症例のニーズは自動車運転再開と上肢機能向上。リハビリ目標を痙
性減弱、手指開閉が行ない易くなり自動車運転を再開できることとした。
【経過】
通所リハビリを週 4 回利用し、
電気刺激装置（NESS H200）を 40 分 / 日実施。OT による ROM 訓練とストレッ
チ、電気刺激装置による手指開閉に合わせたペグのピンチ・リリース訓練等を実施。機器利用開始直後から痙
縮の改善がみられ 3 か月後の MAS：手指屈筋、右 0・左 0 ～ 1+。ROM はほぼ改善し、手指の握り込みなく
なる。NESS H200 により痙縮は改善したものの手指伸筋に回復見られなかった為、示指伸筋に対して IVES
の利用を開始。4 か月後の STEF：右 59 点、左 87 点。右手指はわずかなピンチができ、自動車運転はハンド
ルにグリップを付けて左手で可能となった。
【まとめ】
個別リハに電気刺激装置を併用したことで、長時間の関わりが困難な通所リハにおいて、有意義な自主トレ時
間を提供できた。結果として両手の痙性減弱、左手での運転再開、右手の ADL 補助手使用が可能となり、利
用者の満足感にも繋がった。また装着容易な装置であったことも導入し易い要因だったと考えている。
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食事サービス・栄養ケア

他

経管栄養から経口摂取に移行できた症例
～食べたいという意欲を引き出せたチームアプローチ～
1 宜野湾記念病院 看護部，2 宜野湾記念病院

医局

たらま さやか

○多良間 清香（看護師）1，山川 宗幸 1，渡辺 綾乃 1，比嘉 美奈恵 1，宮良 富子 1，湧上 聖 2
【はじめに】
入退院を繰り返す患者が食に対する意欲低下・嚥下障害をきたし経管栄養となった。本人の「食べたい」とい
う意欲に対し、多職種スタッフの介入により再び経口摂取へ移行できた事例を報告する。
【事例紹介】
A 氏 女性 70 歳代 要介護５
病名：細菌性腎盂腎炎 高度脱水 多発性脳梗塞 アルツハイマー型認知症
【倫理的配慮】
個人が特定できないように配慮した。研究の公表について所属病院倫理委員会の承認を得た。
【支援経過】
施設入所中、食思低下を主訴に入院。経口摂取困難にて経鼻チューブ挿入し、経管栄養開始となる。経鼻チュー
ブが留置されている事による不快感から頻回にチューブの抜去がみられた為、抑制を開始。意欲の低下・開口
困難にて経口摂取再開できず、経鼻栄養のまま施設へ退院。１周間後、発熱を主訴に再入院。家族の再び口か
ら食べれるようになってほしいという思いもあり、NST チームの介入で経鼻栄養と経口摂取を併用したが、
経口摂取は困難な状況であった。自発性改善のため、塩酸アマンタジン内服開始。日中、意欲を引き出す目的
にて離床し、見守りにて抑制を解除。食堂で経管栄養を注入中、周囲の食事をしている様子を見て A 氏から
食べたいという表情が見受けられた。試しにスプーンを口元へ持っていくと開口した事がきっかけで食事提供
開始。徐々に食事量を増やし、食事動作も向上。その後、経口摂取が確立し、経鼻チューブ抜去。抑制解除が
でき、施設へ退院となる。
【考察】
食べられるのでは？という視点を持ち、患者さんの表出する信号をくみ取り、医師や栄養士・ST との連携を
図れたことが完全経口摂取を確立できた要因となったと考える。適切な薬剤使用と共に離床などの環境作り、
抑制の解除をすることで患者の意欲を引出すことができた。
【まとめ】
内服による自発性の改善とチーム全体で意欲的に経口摂取を支援したことで本人の満足感や充実感が得られ、
QOL の向上ができた。
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食事サービス・栄養ケア

他

療養病床におけるリハビリテーション未介入者への経口摂取維持のための取り組み
1 三船病院 言語聴覚士，2 三船病院 内科医師，3 三船病院 看護師，4 三船病院 介護士
おおしま りょうへい

○大島 亮平（言語聴覚士）1，日高 道生 2，有馬 京子 3，鎌田 寛人 4
はじめに
当院は、全病床数のうち４／５が療養病床からなる維持期病院である。リハビリテーションの未介入者におい
て、経口摂取が徐々に困難となっていくケースも多い。今回、病棟スタッフと連携し、経口摂取維持および回
復を図ることができたのでここに報告する。
方法
言語聴覚士と看護師および介護福祉士で、カンファレンスを実施。病棟から、リハビリテーション未介入者を
対象に経口摂取における問題点を挙げてもらう。食思がなく摂取量が少ないケースや最近お茶でよく咽るケー
スなどがあり、どのような対策や工夫が可能か、また何が原因となり得るかを検討することを目的としていた。
しかし、実際はどのような環境や条件で発生しているか把握が困難であったため、具体的な支援を探るべく、
多角的な視点で評価が可能なＫＴバランスチャートを用いた。採点する際、得点に大きな差異が生じることが
ないよう、ＳＴ側と病棟スタッフ側が各々で評価をした後、擦り合わせを行い減点項目の共通認識を図った。
結果・考察
ＫＴバランスチャートの評価は、各職種での採点に大きな差はなく、双方が同じ項目で減点を示した。おもに
姿勢・活動的視点の低得点のケースが多く、臥床時間の長期化により消費カロリーの不足や社会的交流の減少、
頭頚部の姿勢保持機会の減少による嚥下筋群の筋力低下などが原因となり、食欲減退や認知・嚥下機能低下を
引き起こしていると考えられた。カンファレンスを通じて、離床時間の減少や口腔ケアの不届きが生じている
ことも分かった。看護師と介護福祉士で業務の分担を見直し、離床ができるような業務体制へ調整し、積極的
な離床や口腔ケアが継続できたことで、約１ヶ月で変化が得られるケースが多くみられた。今回の取組により
評価上の問題点を、多職種連携で直接介入することなく経口摂取維持改善へと繋げられた。
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食事サービス・栄養ケア

他

「口からたべること」をあきらめずに～療養型病院における多職種連携～
1 西能みなみ病院 看護部，2 西能みなみ病院

診療部

なみかわ まき

○波川 満喜（看護師）1，甲田 一絵 1，白江 知巳 1，早瀬 とし子 1，西能 幸子 2，西嶌 美知春 2
【はじめに】高齢になると嚥下機能や認知機能の低下から嚥下障害を起こしやすく、
「口から食べること」を
あきらめなくてはならないことが散見される。急性期病院で、嚥下機能の評価を受け、
「食べること」を断念し、
療養型病院に入院する患者さんも多い。入院時には、患者や家族から食に対する思いを聞くことがある。今回
は、「口から食べること」をあきらめずに、多職種が連携して取り組んだ症例を報告する。
【対象及び方法】対象は、経口摂取が不安定な 3 症例
入院時、前医の食事形態を参考に、主治医が食事箋を処方。言語聴覚士が主体となり嚥下機能の評価。入院
初日の昼食に各職種が摂取状況を確認。
絶食で入院の場合、言語聴覚士が嚥下機能を評価。一般状態が安定していれば NST 回診で医師、看護師、
管理栄養士でカンファレンスを行い、再度嚥下評価する。一方、口腔ケア回診で歯科医が口腔環境を評価し、
歯科衛生士、看護師で毎日の口腔ケアを実施。
【結果及び考察】
症例１）83 歳女性 脳梗塞後遺症 中心静脈栄養で、経口摂取が中止となって 1 年経過後入院。家族は、経口摂
取をあきらめていたが飴をなめることが可能となった。
症例２）81 歳男性 腰椎圧迫骨折 経口摂取であるが、摂取量が急激に少なくなり、摂取量安定に向けて多職種
で関わる。家族が積極的となり、面会回数が増え、家族も一緒に摂取量安定に向け取り組めた。
症例３）75 歳男性 進行性核上性麻痺 経口摂取全介助の患者が自力で食べられるようになり、食形態をアップ
することができた。
急性期病院で経口摂取を断念していても、病状が安定していれば、経口摂取が可能になるケースもある。療
養型病院のスタッフとして、患者や家族の思いを聴き、多職種で情報共有し「口から食べる」ことをあきらめ
ずに関わったことで、患者は「食欲」を満たし、それを見ていた家族は満足感を得ることができ、職員の励み
となった。
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食事サービス・栄養ケア

他

緩和ケア・食思不振の患者への食事提供
総泉病院 栄養科
うちだ えつこ

○内田 悦子（管理栄養士）
，岩佐 朋子，安田 静佳，御簾納 一隆
１．はじめに
当院は、千葉市郊外の療養型病院である。緩和ケア病棟はないが、近年癌等の患者が増加し、食思不振の患者
にどこまで個別対応するか、判断に難渋していた。食思不振の患者に献立以外の食事を提供する体制を整えた、
平成 27 年 1 月から 29 年 7 月迄の取り組みを報告する。
２．方法
まず、緩和ケア食について系列病院から情報提供を受けたり、保健所研修会に参加した際に、緩和ケア食の研
修会を希望し、開催して頂く等して情報を集めた。ターミナルケア検討委員会にて委員に実施したアンケート
結果と、当院で緩和ケアの患者に個別対応した食事データを踏まえ、委託給食会社と提供可能な食材を選出。
看護部会にて緩和ケア食導入を協議し、食思不振用連絡表を作成。栄養委員会で趣旨や運用について説明し、
2 か月間の試用期間を経て、本運用を開始した。
３．考察
本運用までに対応したのべ 40 人、平均 44 日間の内訳は、1 カ月未満 68%、1 カ月以上 32%。病状が急変しや
すい緩和期の患者に早期対応出来ていることと、慢性期である当院の特徴が現れていると考える。一例では、
大腸癌術後、肺炎、脱水等で入院した 90 歳代の患者に、VF 後ペースト食を提供したが、無気力でほとんど
摂取されず、主治医より、家族が好きなものを食べさせたいと希望。何でも食べられそうなものを出してあげ
て欲しい、との依頼あり、看護師や ST からの情報をもとに、管理栄養士が患者に嗜好を聞き取りし、厨房と
連携し、ラーメンスープ・冷奴・果物ゼリー盛り合わせを追加し提供。大変喜んで摂取して頂けた。その後は
病状や体調の変化に合わせ、ヨーグルトや水ようかんを提供した。
４．まとめ
食思不振用連絡表を作成し、運用の取り決めを行ったことで、個別の食事オーダーや厨房の対応がスムーズに
行えるようになった。対応が多岐に渡り、厨房の負担もあるが、患者に喜ばれていることをやりがいとし、今
後も患者に寄り添った食事提供を行っていきたい。
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他

とろみの統一に向けて～当院での取り組み～
高田病院
ふくどめ だいすけ

○福留 大輔（言語聴覚士）
，上拂 紗智子，友野 里穂，萩原 隆二，髙田 昌実
【はじめに】ご家族や職員より日によりとろみの粘度が違うと言う意見があり、日本摂食・嚥下リハビリテー
ション学会 2013 に準じ、栄養士と共にとろみ表の作成を行い、平成 29 年 6 月から運用を開始した。しかし、
適切なとろみの粘度が提供できなかった為、とろみの統一に向けて取り組んだので報告する。
【対象・方法】
本研究は平成 29 年 11 月～ 30 年 5 月の期間で行う。当院の看護師（以下、NS）61 名、介護士（以下、CW）
40 名にとろみ表の認知度、実行度、嚥下状態と適切なとろみの関係性ついてアンケート調査を行った。その後、
とろみの作り方、嚥下状態と適切なとろみの関係性についての勉強会を開催した。また、
勉強会前後に NS22 名、
CW16 名に確認テストを行った。1 ヶ月後に NS・CW に勉強会参加者 8 名、不参加者 8 名に対し、適切にと
ろみを使用できているか追跡調査を行った。
【結果】アンケート結果より、とろみ表の認知度は NS65％、CW98％、とろみの実行度は NS72％、CW83％、
嚥下状態と適切なとろみの関係性の理解は NS94％、CW95％であった。確認テストでは、勉強会前の満点獲
得者は NS13％、CW ６％、勉強会後の満点獲得者は NS95％、CW87％であった。追跡調査では、適切にとろ
みを使用できていたのは、勉強会参加者 NS37％、CW75％、不参加者 NS25％、CW0％であった。【まとめ】
とろみ表の認知度・とろみの実行度は CW の方が高い事が分かった。嚥下状態と適切なとろみの関係性を理
解している人は NS・CW で同程度の割合がいることが分かった。勉強会前後の確認テストでは、NS・CW 共
に勉強会後にとろみの作り方について点数の向上がみられた。追跡調査では、NS・CW 共に勉強会参加者の
方が適切にとろみを使用できている事が分かった。
【展望】NS・CW 共に、勉強会参加者は適切なとろみの粘度が提供できるようになってきた。今後も勉強会を
開催し、全職員がとろみに関する十分な知識・技術を習得できるようにしていく事が今後の課題である。
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患者とその家族が食事療法をより効果的に行うための取り組み
～じんあいキッチン～
上山病院 栄養科
なかにし まりこ

○中西 麻梨子（管理栄養士）
，家村 裕香
【はじめに】
当院は腎臓病の入院患者が中心であり、栄養指導についても、主に腎不全保存期の患者や透析導入期・透析維
持期の患者に対して行っている。食事療法は腎臓病の患者にとって一生付き合っていかなければならないもの
であるが、退院後の食事管理は患者本人ではなく家族が行うことも多い。これまで、栄養指導を家族も同席し
て行ってきたが、その都度話の内容は理解できても実際どのような食事を作ればいいのか不安との声もあった。
そこで、家族も入院患者と同じ食事を食べることで、食事療法についてより具体的に理解を深められ、退院後
の食事療法が実践的なものになるのではと思い、
「じんあいキッチン」と名付けて取り組みを行った。
【方法】
期間：平成 27 年 3 月～平成 30 年 5 月
対象者：入院患者の家族
入院の手引きを配布する際に「じんあいキッチン」のお知らせをし、予約を受け付ける。当日、昼食前にレシ
ピを渡し食事内容の説明を行った後、患者と共に食事をとってもらう。食後にアンケート記入、栄養指導を行
う。
【結果】
期間中実施は 25 名であり、男性患者の家族が 15 名、参加者の 68％が調理担当者であった。普段食事をする
上で気を付けていることは、食塩を控えることが圧倒的に多く、試食後これからの食事で活かせそうなことは、
味付けや食材の使い方に関することが多数を占める結果となり、参考になったとの意見が多かった。
【考察】
患者や家族は、食事療法のなかで特に食塩摂取量 ( 味付け ) に気を付けていると同時に食事管理で大変な思い
をしている。「じんあいキッチン」が 1 食の味付けのバランスを知ってもらう機会となり、患者と家族で調理
法を変えることなく同じ食事ができることを提案でき、その後の栄養指導でも理解を深めることに繋がったと
考える。「じんあいキッチン」によって食事療法に対するモチベーションは上がると考え、今後は実施数を増
やすべく、この取り組みを外来に向けても広げていきたい。
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業務の効率化・チーム医療の推進を図るために
～他部門との連携ルールの作成～
宮本病院 看護部
おおの えみこ

○大野 恵美子（看護師）
，渡辺 教子，藤原 里美，新井 友美子，吉田 公代
【はじめに】
病棟と他部門との連携の中で、各部門のルールはあったが、各部門同士ルールの共有がなかったため、その都
度確認が必要となり、双方に時間のロスを生じていた。その為、病棟機能強化プロジェクトチームを結成し、
他部門との連携ルールを新たに双方ですり合わせ、実用的なルールの作成と共有を図った結果、病棟と他部門
の双方の業務の効率化と、チーム医療の推進が強化されたため報告する。
【方法】
期間：Ｈ２９．５～
対象：病棟（９病棟）他部門（薬局・事務所・透析室・地域連携室・リハビリ室）
・病棟機能強化プロジェクトチームを結成し、２ヶ月に１回プロジェクト会議を開催した。
・各部門との連携に対し、スムーズでない点・不明な点など、問題と思う事項を上げてもらっ
た。
・スムーズでない点・不明点が改善できる各部門での連携ルールを作成した。
・各部門と連携ルールのすり合わせを行い、実際に行う。
・実際に行った結果、各部門のスムーズでない点
・不明点が改善されたか確認した。
・不具合が生じている場合は、更にルールの再修整を行い、
連携の強化を図った。
【結果】
・他部門への確認の回数が減り、業務が円滑になった。
・患者の情報の共有ができるようになり、チーム医療の推進が強化された。
【考察】
より良い医療の提供は、より良い連携とコミュニケーションが必須である。
各部門にルールはあってもそのルールが他部門と連携する時、支障をきたしてはスムーズな連携とはならない。
今回、病棟機能強化プロジェクトチームを結成したことで、互いの情報を共有する場となり、双方の合意形成
のもとルール作りができたことで連携がスムーズとなり、無駄な確認作業が減ったと考える。連携ルールの作
成は、チーム医療の強化につながると考える。
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ケアミックス病院における抗菌薬ラウンドの取り組み
1 原土井病院 薬剤部，2 原土井病院

総合診療科，3 原土井病院

内科，4 原土井病院

感染制御チーム

いとう まいこ

○伊藤 麻衣子（薬剤師）1,4，坂本 篤彦 2,4，青戸 愛香 1,4，中道 真理子 1,4，加勢田 富士子 2,4，池崎 裕昭 2,4，
三好 かほり 3,4，林 純 2,4
《はじめに》
近年抗菌薬の不適切な使用による薬剤耐性菌の出現が問題となっている。そこで感染症診療支援と抗菌薬適正
使用を目的に、院内で抗菌薬ラウンドを開始したので内容と結果を報告する。
《対象と方法》
抗緑膿菌作用のある広域抗菌薬および抗 MRSA 薬が処方されている患者を対象とし、平成 29 年 8 月から平成
30 年 5 月までに、227 名に対して 145 名（64％）にラウンドを実施した。薬剤師はラウンド前日に上記抗菌薬
が処方されている患者の一覧を作成し、参加する医師に一覧を配布した。ラウンドは 1 週間に 1 回、医師と薬
剤師の 2 職種で行った。ラウンド対象となった患者は、抗菌薬が終了するまで経過観察を行った。ラウンドで
は現在の診療の現状把握と起炎菌を特定する検査の提出状況と併せて投与量、投与期間の確認などを行い、さ
らに腎機能に基づいた用法・用量および治療域を検討した。検討内容は電子カルテに記載し、電子カルテ内の
「感染症診療支援ラウンド」フォルダに集約することで閲覧しやすくした。抗菌薬ラウンドの結果および院内
抗菌薬使用量推移は月 2 回の ICT 報告や院内研修会等で周知した。
《結果と考察》
医師をはじめ他職種においても抗菌薬適正使用についての関心が高まり、一人ひとりの認識向上につながった。
抗菌薬使用量推移においては AUD ベースで狭域抗菌薬使用量は 31.88 から 44.6 へ増加、広域抗菌薬使用量は
12.99 から 6.54 へ減少した。適切な de-escalation や抗菌薬選択、投与量設定が感染症診療支援につながってい
るものと推測される。
《結語》
2 職種以上で抗菌薬ラウンドを行うことにより、抗菌薬使用目的や投与期間を明確にすることができた。リア
ルタイムで情報を共有することができるため、迅速な治療が求められる感染症診療においてチームで取り組む
ことは抗菌薬の適正使用につながった。
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ADL を Barthel Index で評価した際の職種間における差の検討
1 北条病院 リハビリテーション科，2 北条病院 薬剤科，3 北条病院 外科
こにし ゆきひろ

○小西 幸博（理学療法士）1，増野 雄一 1，三好 麻希 1，戒田 文子 2，高石 義浩 3
【はじめに】
ADL の評価指標には Functional Independence Measure（以下 FIM）と Barthel Index（以下 BI）がよく用
いられる。FIM を用いた際の職種間の差の検討は散見されるが、BI を用いた際の職種間の差の検討はみられ
ない。そこで、当院リハビリテーション科（以下 リハ科）と看護部病棟（以下 病棟）が入院時に評価した、
入院患者の BI の差について検討したので以下に報告する。
【方法】
2017 年 9 月～ 2018 年 2 月までの 6 ヶ月間に、当院の入院患者 157 名（年齢 82.0 ± 11.0 歳、男性 61 名・女性
96 名）に対し、リハ科と病棟で評価した入院時 BI の合計点と各項目の点数に差があるかどうかを調べた。また、
除外基準は BI の合計が 0 点の患者とした。統計解析には、Wilcoxon の符号付順位和検定を使用し、有意水準
は危険率 5％未満とした。
【結果】
BI の合計点ではリハ科が 44.1 ± 31.0 点、病棟は 43.1 ± 31.0 点で有意差は認められなかった。項目別では、
食事のみ有意差を認めた（リハ科：8.4 ± 2.5 点、病棟：7.8 ± 2.9 点）
（p>0.05）
。
【考察】
先行研究において、FIM の合計点に大きな差は認められなかったが、項目別では多くの項目で差を認めた。
当院における BI では、FIM と同様に合計点に差は認められなかったが、項目別では食事にのみ差を認めた。
BI は「できる ADL」を評価するため、
「している ADL」を評価する FIM よりも差が少なかったと考える。
また、BI は FIM よりも評価時の段階付けが少ないことも差を認めにくかったと要因だと考える。食事に関して、
リハ科では食事の際にポジショニングを整えて評価した結果、病棟よりも高い点数になったと考える。
今回、入院患者の入院時 BI について、2 職種間では概ね ADL を適切に評価・把握していることが示唆された。
今後、患者の ADL や QOL のさらなる向上を図るためにも、全職種が ADL を適切に評価し、共通の認識を持っ
て治療を行うことが重要だと考える。
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当院療養病棟における離床取り組みに対するスタッフへの意識調査
隼人温泉病院
しばた まさき

○柴田 正生（介護福祉士）
，永山 章子，田中 健裕，高松 真理子，黒木 里佳，中條 淳，園田 睦，川嵜 文子，
岩城 政秋
【目的】当院療養病棟はこれまでリハ介入時以外に積極的な離床の実施は出来ておらず、離床拡大を図る為に
は病棟スタッフ間の相互の協力が不可欠である。そこでレクレーションを通じて離床を実施することで病棟ス
タッフ（看護師・介護士）の意識にどのような変化が生じるか調査することを目的とした。
【方法】調査機関
は平成 30 年 1 月から平成 30 年 4 月までとし、1 月と 4 月に 2 度質問紙法（配布）にて実施した。対象者は当
院療養病棟スタッフ看護師 17 名、介護士 11 名とした。調査項目は当院療養病棟において、熱発者の人数、日
中の覚醒時間、痰の吸引頻度、褥瘡の患者数、食事中のむせ、便秘の患者数、便秘の場合の浣腸・薬の実施状
況、患者・離床に対する意見とした。
【結果】意識調査用紙の回収率は 100％であった。1 月時点は離床につい
ての意見は少なかった。4 月時点では離床についての肯定的な意見や要望が増加した。また、大きく変化はな
かったが、「熱発者が多いと感じる」69.0％→ 53.6％、
「便秘症の患者が多いと感じる」57.1％→ 53.6％という
意見の変化がみられた。今後離床について継続すべきかどうかについては、継続すべきという意見が 92.9％で
あった。【考察】3 か月間離床を実施した後の調査では離床に対する肯定的な意見が増えたことと、離床の継
続について高い割合で継続すべき、という意見であったことから、リハ介入時以外に定期的に離床を実施して
きたことで離床に対する職員の意識が向上したことが伺えた。高齢者の全身的な廃用症候群を防ぐには１日 4
時間以上の離床が必要とされているが、今回レクレーションを実施することで職員の離床に対する意識が向上
したことは、今後病棟スタッフが連携し離床時間の拡大を図っていくうえで有用であった。
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職種間連携に際し，喀痰吸引における実態と困りごと，今後の展望の調査
1 高田病院，2 鹿児島大学医学部保健学科
ひらしま ゆうたろう

○平嶋 佑太郎（作業療法士）1，吉満 孝二 2，有馬 美奈子 1，朝沼 亜由美 1，平川 智士 1，萩原 隆二 1，
髙田 昌実 1
【目的】2010 年からリハビリ職種の喀痰吸引が認められ、当院おいては業務の一部である排痰ケアの技術の向
上と看護職との密な連携が求められる．そこで今回，職種間の意識共有を目的とし，従来から排痰ケアを行っ
ている看護職に対し，同ケアの実態と困りごと，今後の展望を調査した．
【方法】当院の看護職員を対象とし，調査は無記名の自己式調査用紙を用いた．師長に全看護職員への調査用
紙の配布を依頼し，研究代表者が回収を行った．調査期間は 2018 年 2 月．本研究は当院の倫理審査を経て実
施した．
【結果】回答者は看護師 70 名，准看護師 14 名，無記入 2 名，経験年数 11.2 ± 9.5 年，所属は療養 55 名，回復
期 16 名，透析室 11 名，外来 4 名であった．吸引タイミングとして，湿性咳嗽聴取時 72 名，定時 47 名．吸引
の対応策として，同職種間の情報共有 66 名，見守り体制強化 66 名，行動パターンの評価 36 名，吸引時の問
題点として，遅れて申し訳なく思う 39 名，損傷経験 35 名，吸引業務がやや負担と答えたのは 19 名であり，
その理由として対象者が多く，業務が多忙で他患へ手が回らないと答えた．業務負担軽減のため対象者を同室
にする 67 名，職員の増員 38 名，将来の機器開発への期待については，吸引タイミングが把握できる機器の開
発 68 名であった．
【考察】気管吸引ガイドラインによると吸引タイミングは時間を決めて行うべきではないとされているが，一
部定時で行われていた．背景として業務の効率のため吸引患者の同室化の実情がうかがえた．一方で患者の状
態によっては吸引タイミングが遅れ，申し訳なく感じるとの結果も得た．患者にとって頻回の吸引は不快であ
る一方で，貯留は苦痛であり，互いにトレードオフの関係にある．増員が難しい状況下では，排痰ケアのマネー
ジメントにおいては職種間の情報共有と吸引タイミングの最適化のための機器開発が望まれる．この結果は今
後の介護ロボット開発のニーズとしても重要である．
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チーム医療

糖尿病支援からがん支援へと繋いだ多職種での関わり
1 関東病院 リハビリテーション科，2 関東病院

内科

むねむら あきこ

○宗村 明子（理学療法士）1，成田 雄一 1，西尾 香苗 1，藤崎 公達 2
【はじめに】当院は糖尿病支援やがん支援などチーム医療を提供している。今回、糖尿病支援からがん支援へ
と変化した患者への多職種での関わりにより、患者の療養の場の選択を支援することが出来た。
【症例 ･ 経過】70 歳代男性。約 4 年前より糖尿病治療のため当院受診し、初回の糖尿病教育入院となり、糖尿
病支援チームでの関わりがスタートする。その後、外来通院行なうも 1 年に 1 度のペースで糖尿病教育入院や
肺炎治療入院などを繰り返す。その後すい臓がんの診断を受け、他院にて化学療法実施するも、体調不良によ
り積極的な治療は行わず、緩和治療を希望、がん支援チームでの関わりへと変更になり、当院外来通院、食欲
不振などで入退院を繰り返した。
【介入 ･ 結果】糖尿病支援チームでは、血糖コントロールの是正などを共通目標とし、各職種が個別介入を行
ない、本人だけでなく、家族への指導も同時に行なっていた。結果、血糖コントロールの改善に至っていた。
がん支援チームでは、外出・外泊を共通目標とし、各職種が個別介入を行なった。２、３度入退院を繰り返し、
その度に外出支援を行なったが、患者本人は最終的に最期を迎えるのは病院を選択した。
【考察】糖尿病支援チームから、がん支援チームへと変更となり、チームでの共通目標は変更になったが、関
わるスタッフの変更はほとんどなかった。最期を迎えるイコール自宅という考えがチームの中であったが、患
者本人・家族の思いを確認し、最終的な最期を迎える場所に病院を選択する経緯に立ち会うことが出来た。長
期間の関わりにより、患者・家族の気持ちに寄り添えたのではないかと考える。
【おわりに】チームでの関わりは、患者様の生活の質の維持・向上、人生観を尊重した療養の実現に不可欠で
ある。
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医療安全・薬剤ほか

確認不足によるインシデント・アクシデントを減らそう
～指差し呼称の取り組みについて～
呉記念病院
さかもと さちこ

○坂本 祥子（准看護師）
，北村 知子，吉田 淳美，岡本 奈美恵，新開 賢
【はじめに】
当院では患者様の安全な医療環境の確保を図るため多職種からなる安全対策委員会を中心に、インシデント・
アクシデント減少に向けて取り組みをおこなっている。
インシデント・アクシデント報告書を集計する中、H29.1 月の確認不足によるインシデント・アクシデント報
告書が介護病棟では 70.1％と大変多いことに気づかされた。
今回、確認不足によるインシデント・アクシデントの減少に向けての取り組みについて報告する。
【取り組みの実際】
①安全対策委員会で確認不足を重点におき「指差し呼称の実行」を行った。
②指差し呼称は元々鉄道の機関士・運転士が考案した物で（1）腕と指で確認の対象を指し（2）見たものを口
に出して言い（3）言った言葉を自分の耳で聞く。このように腕・指・口・目の筋肉を動かすことで脳の覚醒
を促し意識レベルが切り替えられ確認の精度が上がるという。そこで確認不足を予防するため『目・耳・手』
の同時 3 アクションで行う質の高い確認を浸透させる事を目標に毎月 KYT の実施と『いつ』
『どのように』
指差し呼称をしていくかアプローチ方法を考えた。
③「指差し呼称」についての意識調査を実行する前と後の 2 回行った。
④指差し呼称の目的を理解し、指差し呼称を行う人が増加する事で確認不足によるインシデント・アクシデン
ト減少することを目標達成とすることにした。
【結果】
意識調査の結果『指差し呼称の実行』の取り組み認知度が 64.0％→ 96.4％に増え、指差し呼称をする場面や機
会が増え、確認不足によるインシデント・アクシデントも 10 月には 28.6％に減少し目標は達成された。
【考察】
今回インシデント・アクシデント報告書を見返す事により、背景要因が複数選択可となっていることで多く確
認不足が報告されている事がわかった。今後も引き続き確認不足はなぜおこったのか原因を追求し、確認不足
によるインシデント・アクシデントを 0 にすることを目標に活動を継続していきたい。
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医療安全・薬剤ほか

5 Ｓに対する職員の意識変化への取り組み
業務の安全リスク低減と作業効率化を目指して
博悠会温泉病院
せとぐち ひろき

○瀬戸口 大貴（准看護師）
Ⅰ

はじめに

5S とは「整理・整頓・清潔・清掃・しつけ（習慣化）
」の 5 つの頭文字をとっているもので民間企業、特に工
場などで積極的に取り入れられる手法である。今回、繁忙化している業務の中で、物品の紛失、使用されたま
まの台車、誤薬などのヒューマンエラーが目立つようになっていた。5S 活動を行うことにより、業務の安全
リスク低減と作業効率化を目指して取り組んだ結果をここに報告する。
Ⅱ

研究方法

1）研究前後の職員へアンケート調査
2）アンケートを基に 5S 活動の実施
①物品棚の整備
②靴ハンガー作成
③処置台車の軟膏などの整備
④点滴調剤場所の整備
⑤医療機器などの置き場所
3）ヒューマンエラーの件数集計
Ⅲ

結果・考察

研究開始前のアンケート結果では「日頃から自分なりに 5S 活動を意識して行動している、気を付けている」
職員は 65% であり、何も意識していない職員が 35% であった。繁忙化する業務により職員に心の余裕が生ま
れず、誰かがやってくれるだろうと依存的になったり、ヒューマンエラーの発生要因に繋がっているのではな
いかと考えられた。ヒューマンエラーの集計を行ってみると、研究前の 3 ヶ月が 45 件に対し研究中は 20 件に
減少した。エラー対策には環境を整えることが有効であるということがわかった。
整理整頓を重点的に取り組んだことによる研究前後のアンケート調査を比較すると、5S を意識するようにな
り、作業がスムーズになったという意見が 80% になった。
「病棟が綺麗で仕事がしやすい環境であるか」につ
いて、
「思う」と「普通」が研究前は 27% だったのに対して、研究後は 83% まで上昇がみられた。取り組み
を通じ、職員の 5S に対する意識変化がみられ、関心を高めることが出来たが、定着させていくには長い期間
が必要である。
今後も作業効率向上により、ヒューマンエラーの減少、患者への素早い対応、コスト削減に繋がるよう取り組
みを継続していきたい。
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スキンテアの発生状況から見える現状と課題
～インシデント報告書より振り返る～
水前寺とうや病院 看護部
ぬまた えみ

○沼田 恵美（看護師）
，馬場 幸子，宮村 多嘉子
【目的】
A 病院でも患者の高齢化に伴い , スキンテアが発生しており , 発生要因不明や類似事例の報告もある。今回イ
ンシデント報告書 ( 以下 報告書 ) より , スキンテア発生時の患者特性及び発生状況について現状把握し , 課題
を明らかにする。
【方法】
平成 28 年 4 月～平成 30 年 3 月の報告書 885 件より , スキンテア事例 39 件を抽出し , 患者特性 ( 年齢 ,ADL), 発
生状況 ( 場面 , 部位 ), 報告者職種について集計した。
【結果及び考察】
1. 日常生活自立度判定による ADL 評価は , 寝たきりを示すランク B・C が 77% を占めた。
2. 発生場面は移動介助 33%, 発見 ( 発生状況不明 )23%, 患者行動 ( 不穏行動や患者自身がぶつけた ) によるもの
が 18% だった。
3. 発生部位は上肢が 56%, 下肢が 36% であった。
4. 報告者職種は , 看護師 , 准看護師 , 介護福祉士 , 介護士 , 作業療法士だった。
患者の平均年齢は 86.5 歳と高齢で , 要介助者も多く , 日常生活に何らかの介入を必要としていた。スキンテア
の多くは , 移動介助時に発生しており報告者の職種もさまざまであった。そのため患者に関わる全ての医療者
が , スキンテアに対する意識を持って介入する必要がある。
発見事例や患者行動によるものも 40% 程度あった。通常の療養環境において容易に発生する事象であるとい
う事から , 今後は患者の認知機能の影響について調査していきたい。また , 患者・家族のスキンテアについて
の理解を促し , 予防を行うことも必要と考える。
【結論】
報告書の活用により , スキンテアの発生状況を把握し , 安全なケアの重要性について確認した。スキンテアは
移動介助時に多く発生しているため , 予防や対策が大切である。患者のリスクアセスメントと情報共有を行い ,
スキンテアのケアのあり方について意識向上を図る取り組みをしていく必要がある。
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医療安全・薬剤ほか

在宅医療における病院薬剤師の役割
― 在宅医療の現場で病院薬剤師が役立つための第一歩 ―
1 金上病院 薬剤科，2 金上病院 看護部
しむら たくや

○志村 拓也（薬剤師）1，諏江 祥子 1，後藤 美和子 2
【目的】当薬剤科は今年度から積極的に在宅医療に関わることを計画した。在宅での薬の管理状況、及び管理
する上での課題点を調査することから始め、薬剤師として管理上の課題解決策を提案できればと実行した。
【方法】訪問看護師と時間を合わせ、
できる限り在宅訪問や各施設（サービス付き高齢者向け住宅、
グループホー
ム、住宅型有料老人ホーム）に同行し薬の管理について見せてもらうこととした。また、訪問介護員・訪問看
護師にアンケート（①受け取った薬の確認の仕方②残薬への対応の仕方③服用量の変更への対応の仕方）調査
を行った。
【結果】当法人の関連施設（４施設）で薬の管理状況を見学、及び 11 名からアンケートの回答があった。 管
理状況の見学で分かったことは、薬の管理に使用するケースが施設で違うことや、与薬までの行程で薬の確認
回数が少し違うことが確認できた。 アンケート調査では、①お薬手帳や説明書があっても分からない薬があ
り（55%）、薬局に問い合わせる（55%）が、自分たちで調べることもある（64%）
。②残薬は、次回の診察時
に処方日数を調整してもらっている（91%）
。③半錠にするのは薬局に依頼（73%）し、一包化から抜くのは、
スタッフが行う（64％）との回答であった。自由記載には薬の変更（中止・追加）の伝え方の問題、薬が切れ
ても気にしない、切れてから報告するや、薬の変更があったら教えてほしい等々、また、服薬準備や服薬確認
にチェック表を使用し、特に大きな課題もなく薬の管理ができているなど頼もしい意見の記載もされていた。
【課題解決への提案】課題を解決するために、病院で問い合わせに使用する HP や書籍をまとめ配布すること
とした。また、薬の変更（中止・追加）の伝達や薬が切れる前の報告には、薬剤科内で伝達や連絡に使用して
いるリマインダー（覚書、注意書）を応用、作成し提案することとした。今後は成果を検証し更に改善して行
きたいと考えている。
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慢性期病院における睡眠薬の処方推移と転倒率の関係
鶴川サナトリウム病院 薬局
ふかさわ かな

○深澤 香菜（薬剤師）
，関本 司
【目的】薬剤による不眠症治療は、バルビツール酸系睡眠薬から始まり、ベンゾジアゼピン系睡眠薬 ( 以下
BZD)、非 BZD 系睡眠薬 ( 以下 Zdrug)、メラトニン受容体作動薬やオレキシン受容体拮抗薬の開発と薬物治療
の選択肢は広がってきた。BZD では、副作用で筋弛緩作用等が問題となり、それに伴い転倒し骨折すること
での ADL 低下も問題となる。しかしスボレキサント ( 以下 S) 等の薬剤では高齢者の転倒リスク等、今までの
睡眠薬で多くみられてきた副作用が少ないことが期待されている。そこで当院での睡眠薬の処方の推移と転倒
率の関係性について調査したので報告する。
【対象・方法】2015 年 1 月～ 2017 年 12 月の期間に当院で睡眠薬が処方された入院患者を対象とし、後ろ向き
に処方患者数と転倒率の調査を行った。
【結果】睡眠薬の処方がある患者数は、1 剤を 1 件として 2015 年から 2017 年の順に 2841 件、2657 件、3299
件であった。BZD と Zdrug の占める割合は 82.6％、65.1％、41.7％で、その他の睡眠薬 ( 以下 ( 他 )) の占める
割合は 17.4％、34.9％、58.3％となった。病棟区分別での S の処方割合は内科病棟 ( 以下 ( 内 )) で 0.1％、1.4％、
4.2％、活動量の多い認知症治療病棟 ( 以下 ( 認 )) 等で 2.3％、17％、28％であった。同様にブロチゾラムは ( 内 )
で 4％、4.2％、2.8％、( 認 ) で 9.2％、10％、4.2％であった。全インシデントの件数の中で転倒転落の占める割
合は 28.7％、30.0％、31.5％であった。
【考察】睡眠薬全体の件数は 3 年間で増加していた。BZD と Z-drug の割合は減少し、( 他 ) の割合は増加して
いた。これは BZD と Zdrug の用量を減量し、( 他 ) を追加した結果であり、副作用の少ない ( 他 ) の処方へと
推移した結果ではないかと考えられる。しかし、転倒率については、先行研究同様、当院でも BZD 系と
Zdrug、( 他 ) の 3 群間で差は認められなかった。( 認 ) で多く切り替えがされていた理由としては、( 内 ) より
も ADL が高く転倒転落のリスクが高い患者が多いことだと考えられる。
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重度慢性期医療・ターミナルケア

ほか

胃瘻からの栄養剤注入、患者・家族への指導について
原病院 看護部
こが さとこ

○古賀 仁子（看護師）
，甲斐 涼平，小倉 淑子，加藤 まゆみ
当病院は脳血管障害や骨折の方に対して、寝たきり防止と在宅復帰を目的としたリハビリテーションプログ
ラムを医師・看護師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・医療相談員等が共同で作成し、これに基づくリ
ハビリテーションを集中的に行うための病棟である。
今回、在宅復帰に着目し、脳出血による嚥下困難のため経鼻カテーテル栄養から PEG 造設をした患者の、
在宅に向けての指導を行った。退院後に生じる不安を軽減し、患者とその介護者が安心して在宅療養に移行で
きるようにするためにはどのような方法が適切であるのかを検討し、今後の看護の役立てたいと考えた。
対象者は、自宅にて内縁の妻と二人暮らしの男性。要介護２。既往に脳梗塞の後遺症で左不全麻痺・嚥下障
害が残存し、PEG 造設を行った。経口摂取開始後、座位にてとろみなし・普通食をムセなく摂取出来るまで
に改善、PEG を抜去した。平成２９年１２月に脳出血を発症、食道入口部開大不全による嚥下障害が持続し
た為、再度、PEG 造設を行った。経口摂取も行いながら PEG より流動食を注入し、在宅復帰後も継続する方
針となった為、患者家族への指導を行った症例を発表する。
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長期透析患者の止血トラブルに関わって ～個別対応の必要性～
沖縄第一病院 看護部
ながやま みゆき

○永山 美幸（看護師）
，金城 美和，照屋 盛史
【はじめに】
当院では、透析患者（入院・外来患者）だけで約 200 人となっており、入院病床数は 154 床で運営している。
私達の病棟は透析患者が中心で、長期療養やリハビリ目的で入院しており、患者の状態管理はもちろん、シャ
ント管理も必要となってくる。
今回、短期間にシャント出血を繰り返した患者のシャント管理について、止血方法の確立が出来た為、報告
する。
【研究期間・対象】
期間：2017.9 月～ 2018.2 月
対象：Y.H 女性 77 歳 透析歴：約 38 年 左腕に表在化シャント
ADL：脳梗塞発症後右半身麻痺、寝たきり、意志疎通可
【結果】
入院している透析患者の場合、透析終了後は、病棟の看護師が止血確認を行い、止血ベルトやガーゼを外し
ていく。患者によってシャントの種類が異なる為、止血時間も異なってくる。
＜ 1 回目（9/16）＞ 概要：16：00 頃に止血ベルトを外し、1 分ほど出血がないことを確認した上で、部屋を
離れたが、別の職員より出血していると報告。対策：・外す時間の確認 ・徐々に止血ベルトを緩め、止血の
確認
＜ 2 回目（9/30）＞概要：16：40 に止血ベルトを外し、ベルト除去後 5 分ほど病室内に留まり、出血がない
のを確認後退室したが出血していると報告あり。出血と同時に少量の嘔吐あるも、レベル低下はみられず、主
治医報告にて経過観察。対策：止血ベルトは透析当日は外さずに緩めるだけにし、翌日に除去
＜ 3 回目（11/16）＞ 概要：伸縮性のないテープで固定されており、そこから出血。対策： ネオブラスター（止
血剤入りテープ）を使用
【考察・まとめ】
透析歴が長いほど、血管へのダメージも高くなり、それに伴いシャント出血や、閉塞・感染などのリスクも
高くなる。
今回の事例は、病棟だけで話し合うより、透析室の看護師も一緒に考えることで改善がみられた。個人で考
えるのではなく、カンファレンスを持ち、情報を共有し、統一化した対応をとることが危険回避につながって
いるものと考えられる。
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患者家族の希望に沿いたい
～各種ｶﾝﾌｧﾚﾝｽを通して～
静岡徳洲会病院 看護科
おがわ ちよこ

○小川 千代子（看護師）
，鈴木 美佳
はじめに
当病棟では、朝の引継ぎ時に 10 分程度のミニｶﾝﾌｧﾚﾝｽを行い、必要に応じて多職種カンファレンスが開かれ
患者家族のニードの充足につなげている。今回多職種カンファレンスを行うことで、患者の希望を受けとめ支
援できた事例について報告する。
2. 事例紹介８１歳 男性８０歳で肺結核 膵体部癌 肝腫瘍が発見された。本人は疾患については知れされてお
らず体調がすぐれないので入院していると思っている。家族は積極的な治療はせず毎日面会に来ることで一人
にしない・寂しい思いをさせないと考えていた。
3. 多職種カンファレンス（患者家族の希望）
朝の申し送りの際行われている 10 分のミニｶﾝﾌｧﾚﾝｽの場で 1. 食事介助に来なければ体重減少が抑えられない。
医師・看護師・栄養士・MSW でｶﾝﾌｧﾚﾝｽを行った。栄養量 UP に向け検討し 1 日 1200Kcal を摂取できるよう
になった。2. 下痢をなくしたい。医師・薬剤師・栄養士・看護師でｶﾝﾌｧﾚﾝｽを行い、止痢剤・ビフィズス菌末
の使用を検討し改善が認められた。3. 愛犬に会いたい。医師・看護師・MSW でｶﾝﾌｧﾚﾝｽを行った。医師より
車いすへの移乗ができるれば可能との指示があり、家族に愛犬を車に乗せ駐車場まで来てもらい対面した。喜
びは想像以上であり、家に帰りたいとの希望が出た。
4. 結果
患者家族の希望を叶えるためにはどうしたらいいかを基準にカンファレンスを行っている。一つ一つの希望
がかなえられる度病院への信頼感は強まっていった。
5. 考察
1 か月後に永眠されたが、その際にも愛犬を家族が連れてきて対面している。家族は死はつらいが、やれるこ
と全部やってもらった。と笑顔で話された。死にゆく患者の「望み」の個別性は多職種カンファレンスを行う
ことでかなえられたのではないかと考える。
6. 終わりに
ミニｶﾝﾌｧﾚﾝｽが定着し情報共有ができたことで、様々な職種とのｶﾝﾌｧﾚﾝｽが行われ、患者家族の希望を共有で
き希望に添った看護が提供できるようになったと考える。
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がん患者支援多職種チームを立ち上げる！
～思いと現実のギャップへの葛藤・苦悩を経験した 3 年間の軌跡～
関東病院 リハビリテーション科
にしお かなえ

○西尾 香苗（作業療法士）
，成田 雄一，梅川 淳一
【はじめに】
がんによる死亡率は低下傾向にあるが、依然として最期を迎える患者も少なくない。そのため、術前術後だ
けでなく、看取りも充実させるべきであり、当院はその役目を担う。療養病院での看取りの難しさや、多職種
支援の力や難しさを経験した。
また、多職種の中の作業療法士（以下 OT）の役割も再考するきっかけとなった。
【支援チームの紹介】
チームは医師 6 人・看護師 5 人・リハ職 11 人で構成され、話し合いや勉強会、急性期病院との連携などを行っ
ている。
【経過】
平成 27 年から年間 30 人程度の終末期患者を受け入れ、患者の 99.9％が死亡退院している。
「最後をどう支
えるか」の考えの下、がん患者支援チームが発足された。
1 年目：介入共有はなく、当院だからこそ出来る支援を模索していた。病棟での多職種連携は意識していたが、
チームは重視せず、症例支援に徹していた。
2 年目：経験を共有し始めるが、参加者が安定せず。介入意義ややりがい、外出・食支援において多職種の支
援の力・可能性を感じていたが、介入理念が見えず活動は難渋した。
3 年目：介入理念を「外出支援」とし活動している。定期的に患者共有も始め、よりよい介入方法を模索中で
ある。コーディネーターとしての理想と現実のギャップに挟まれ、チーム内の立ち回り方に苦慮している。
課題として、①チーム以外の職員との連携、認識の共有をすること②チームの方向性を共通のものとし継続
すること③業務の中で、チームを多職種で作り上げること④メンバーの医師や看護師に話し合いが良い支援に
向けて意味あるものと認識してもらうこと
チームの形は見えてきたが、さらなる成熟が必要と考える。
【おわりに】
特に終末期において、多職種支援が絶対に必要だと強く感じた。相互乗り入れチームアプローチが有用で
あり、多職種の中で OT の「ひと・こころ・環境」を評価・介入できる専門性を活かし、コーディネーター役
にもなり得ると考える。
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「末期乳癌患者に対する終末期リハビリテーション」
～ QOL の向上を目指して～
西日本病院

総合リハビリテーション室

ひろなが ともたけ

○廣永 友武（理学療法士）
【はじめに】
今回、長期臥床状態であった末期乳がん患者に対し、患者・家族の要望を聴取し、QOL 向上につながった症
例を経験したので以下に報告する。倫理的配慮として当院倫理委員会・患者本人・家族の承諾を得た。
【症例紹介】
60 歳代女性。診断名：乳癌。自宅トイレ内にて転倒。左大腿部痛により体動困難となったが、病院に対する
不信感が強く、受診せず自宅にて静養。その後、疼痛改善せず緊急要請し当院受診。左大腿部の骨折は認めら
れなかったが、右胸部の潰瘍から出血が継続しており、当院入院の運びとなる。右胸部の潰瘍は乳癌と診断さ
れ、転移性脳腫瘍・転移性肺腫瘍・DVT 多発も認められる。手術・放射線療法・化学療法は拒否され、鎮痛
剤のみ服薬。
【経過】
本症例は末期乳癌で下肢に DVT 散在していることから、介入当初離床は行わず、ベッド上での訓練のみ実施
していた。第 138 病日には本人から「部屋の外に出てみたい」等の要望が聞かれるようになり、リクライニン
グ車椅子での離床開始することとした。第 223 病日には普通車椅子にて 1 時間程度の離床が可能となる。「歩
きたい」という訴えが頻回に聞かれるようになり、主治医と相談し家族に肺塞栓の危険性を説明した後に第
287 病日から起立訓練から開始。「立つのは難しいね」と身体能力低下を認識される一方、リハに対して前向
きになり、積極的に取り組まれる。第 423 病日には 5m の歩行器歩行可能となり、
「歩いて家に帰りたい」等
の発言が聞かれ、家族やセラピストとの会話でも笑顔が多く見られるようになった。
【考察】
終末期のがん患者のリハビリでは患者・家族の要望を聴取し、できる限り良好な QOL の向上を目標にする。
今回は家族にリスクを説明した上でリハビリを行い、歩行まで実施する事が可能となり、QOL を高めること
ができた。今後も患者・家族が何を望み、どう生きたいのか真摯に耳を傾け、患者に寄り添ったリハビリテー
ションの提供に努めていきたい。

第 26 回日本慢性期医療学会 in 鹿児島

13-5-6

重度慢性期医療・ターミナルケア

ほか

意思確認書からの問題点を考える
～患者は人生の最終段階にどこまでの医療を希望するか～
慈英病院 看護部
さかきばら まゆみ

○榊原 矛（看護師）
，江藤 裕子
【はじめに】
年々、重症患者が増加している現状である。その中で、人生最期の段階を迎える時にどこまでの医療を望まれ
るかを把握しておくことは重要である。４年に渡り人生最期の段階に望まれる医療は何かを確認してきた中で、
問題点が見えてきたので報告する。
【対象】
平成 26 年 6 月 1 日から平成 30 年 5 月 31 日の間に意思確認書を記入してもらった患者 77 名
【方法】
1. 経管（胃瘻）チューブを介した栄養摂取 2. 中心静脈からの点滴（栄養）3. 上（下）肢からの点滴（輸液）4. 気
管へ挿入したチューブを介した人工呼吸器装着 5. 心肺蘇生（心臓マッサージ等）について説明しながら聴取
した。
【結果】
1. 経管（胃瘻）チューブを介した栄養摂取を希望する 35％、希望しない 30％、病院に一任する 35％であった。
2. 中心静脈からの点滴（栄養）を希望する 18％、希望しない 35％、病院に一任する 47％であった。3. 上（下）
肢からの点滴（輸液）を希望する 31％、希望しない 23％、病院に一任 46％であった。4. 気管へ挿入したチュー
ブを介した人工呼吸器装着を希望する 7％、希望しない 67％、病院に一任する 26％であった。心肺蘇生（心
臓マッサージ等）を希望する 11％、希望しない 67％、病院に一任する 22％であった。回答者では、本人 9％、
配偶者 18％、子供 64％であった。経管栄養、中心静脈栄養、末梢からの輸液は希望するが、気管内挿管して
の人工呼吸器や心肺蘇生は希望されない割合が高かった。病院に一任すると答えられた割合がそれぞれ 22％
から 47％と高かった。
【考察】
本人からの聴取が 9％であったことから本人の希望に添っていたかが不明確である。人生最期の段階において
の意思決定が子供に委ねられている割合が高いことが、病院に一任する割合が高い要因と考えられる。
【まとめ】
私達は、患者本人に対して早期から人生最期の段階になった時にどこまでの医療を希望するかの思いを聴く責
任がある。それが、患者の希望を叶えることにつながる。
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最近の当院認知症透析患者への取り組みと現状
1 原病院 看護科，2 原病院

腎臓内科

くろき ひろこ

○黒木 寛子（看護師）1，白石 美幸 1，石田 香代子 1，高村 宏明 2
《はじめに》
第 50 回九州人工透析研究会にて、認知症透析患者への取り組みについて発表しそのあとの課題が明確となっ
た。今回はその後の取り組みと現状について報告する。
《対象及び方法》
１．対象者：当院透析患者 169 名に対し 75 歳以上の外来患者 54 名。長谷川式簡易スケールを用いて
認知機能を評価
30 点満点中、21 点以上：25 名、20 点以下：9 名、15 点以下：10 名、10 点以下：4 名、5 点以下：3 名
測定不可：3 名の結果となった。
２．患者の透析への理解度を 3 段階に分けたアセスメントシートを作成し、情報共有を図る。
３．取り組みの前後でスタッフにアンケート調査を行う。
４．その中でも興味深い症例について報告する。
《考察・結語》
透析患者の高齢化で認知機能に障害をきたし、治療の必要性を十分に理解できないまま治療を受けるケースの
増加が今後予測される。長谷川式簡易スケールの点数だけでは判断しにくい。透析治療に対する理解度を客観
的に把握することで、より患者の特性にあったケアを提案、実施していくことができると考える。
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業務改善（1） 他

ストレッチ体操でストレスを緩和しよう
－職場環境の改善をめざして－
協立温泉病院
まつうち ひろみ

○松内 ひろみ（看護師）
，覚正 和代，藤原 佳美，児玉 悦子，橋本 みつよ，熊部 康子，池田 輝美
【はじめに】
A 病棟は、58 床の一般障害者等病棟 (10：１) である。患者の多くは日常生活援助が必要である。認知症患者
や意志疎通困難な患者も多く、業務上精神的ストレスを感じるなど、職員の多くは心身に負担を抱えている。
この状況での対応は、患者に良い影響を与えない。今回、心身疲労の打開策としてストレッチ効果に着目した。
ストレッチは、筋肉の緊張緩和や神経機能の向上など心身両面への効果が立証されている。ストレッチ体操を
実施することによって、体の不調改善と共に、ストレス緩和が期待できる。精神面での余裕により、笑顔で仕
事をしていけるのではないか、患者へのケアが丁寧になり、患者への言動にも良い変化があるのではと考え、
看護補助者（以後、補助者と略す）中心に取り組んだ。
【方法】
A 病棟職員 28 名（看護 22 名、補助者 6 名）に腰痛・肩こり・ストレスに関する質問形式のアンケート調査。
体操内容を写真で掲示し、日勤の始業開始前に、ストレッチ体操を実施。ストレッチ体操を取り入れた前後で、
ストレスの自覚変化と行動変容を聞き取り調査。
【結果】
ほとんどの職員が、ストレッチ体操を実施後、肩こりや腰痛の不快症状が緩和された。また、ストレス軽減
の自覚があった。
【考察】ストレッチ体操が身体の痛みやストレス緩和に効果があると分かったが、スタッフの半数以上に症状
が残っている現状が判明した。肉体労働とされる介護、看護の現場では安全で健康的に働き続ける職場環境つ
くりが課題として残る。ストレッチ体操を仕事前に全員で行うことで、各自抱えているストレスから解放され、
仕事への気持ちの入れ替えにも繋がったと考える。また「同じ目的で動いている」という一体感も生じ、職場
の環境改善の効果があったと考える。
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業務改善（1） 他

介護職員の小グループ活動における意識向上の取り組み
北九州津屋崎病院 6 病棟
たなか ゆみ

○田中 由美（介護福祉士）
，中野 圭深，原田 とも子，野間口 昌子
はじめに
当病棟において、「安全の確保と快適な療養生活の提供」を始めとする目標を掲げ、業務に励んでいた。毎日
の業務の中で各自の問題意識や仕事に対する取組みへの違いなどから、ケアの意識低下が原因と思われる問題
が多々存在しておりその都度注意喚起を行ってきたがなかなか改善は見られなかった。
本研究においては、上記の解決策として、介護職員を排泄、環境、レクレーションの３グループに分け、それ
ぞれに共通の目的を持ち、目標に向かって活動する事でケアに良い変化が認められるのではないかと考え活動
を行い、より良い療養環境を提供出来た為ここに報告する。
研究方法
研究期間 Ｈ 28 年 4 月～Ｈ 29 年 3 月
研究対象 ケアワーカー 14 名
研究方法 排泄・環境・レクレーション 3 グループに振り分け
グループ内で目標・スケジュール・活動の立案し分析検討改善策提示
中間報告 ( 病棟会議での発表会 )・最終報告
結果
それぞれのグループで目標を設定して取り組んだ結果、職員の問題解決に対する意識の向上が見られ職員間の
相互理解につながった。
考察
取り組んだ内容を分析すると、ＰＤＣＡサイクルを回して活動を行っていた事に気付き、常に問題意識を持ち
目標に向かって行動する大切さを学んだ。川原 1）は、チームで成果を出すにはマネジメントスキルが必須、そ
の手法の一つにＰＤＣＡサイクルがある。と述べている。仕事内容の改善を試みる中で患者様の生活環境が整
い患者様や家族との信頼関係の礎となり又介護スタッフ間の相互理解や達成感となり、モチベーションの維持
向上になった
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業務改善（1） 他

夜勤において介護士がエンゼルケアを目指す
～マニュアルを作成して～
呉記念病院
としかわ えりこ

○歳川 恵利子（介護福祉士）
，島谷 亜由美
Ⅰ . はじめに
当院は、回復期病棟・介護療養病棟・医療療養病棟がある。
夜勤は、看護師と介護士で行っており、患者様の死に遭遇する機会がある。
職員人数の少ない夜勤業務は、看護師から知識と技術の未熟さを指摘されることがあった。
そこで、実践経験の前に研修を行い、人数の少ない時でも不安なく業務を行える様に、知識と技術を高める必
要があると考え、マニュアル作成と院内研修を行う事とした。
Ⅱ . 目的
介護士が現在行っているエンゼルケアについて研修を行い、業務内容の統一を図り、知識を深める事で、不安
なく業務を行える事を目的とする。
Ⅲ . 方法
1）外部講師による院内研修開催
2）外部研修参加（メーク等）2 回
3）マニュアル作成
4）マニュアルに沿っての研修 1 回（全員）
5）エンゼルケアセット類のカート設置
6）院内研修（年 1 ～ 2 回）
Ⅳ . 結果
研修以前、処置に遭遇した人は出来ない人と出来る人の差が大きかったが、院内・外の研修を行った事で、
現在は差が無く皆落ち着いた対応で取り組める様になった。
新入社員の研修にも取り入れ、初めての夜勤でもエンゼルケアに対し不安なく夜勤の業務が行える様になった。
Ⅴ . 考察
研修を行う事で、介護士の技術向上ができた。
マニュアル作成当初は研修を各階と新入社員の研修参加する機会を設け、スムーズに業務が行えるという目的
があった。
しかし、実践の機会がほぼない回復期病棟の介護職員と他の病棟の職員とではエンゼルケア業務
の差があり、研修を行っても実践になると不安だというのは現状の課題である
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業務改善（1） 他

統一したケアと支援を行う為に
～「見やすい、書きやすい、解りやすい」ケア表～
呉記念病院
わたなべ けいこ

○渡辺 圭子（介護福祉士）
，吉井 雅俊
Ⅰ

はじめに

当病棟は、療養型病棟から回復期リハビリテーション病棟となり 12 年になる。患者には入院期限がありリハ
ビリが進むにつれ ADL が変化していく。その為、それまで活用していた介護中心のケア表では情報不足とな
り ｢申し送りノート｣ ｢入院情報ノート｣ 等書くもの・見るものが増え、職員の情報の見落としから患者や家
族とのトラブルに繋がる事もあった。H26 年に患者情報が一目でわかるケア表を作成した。それを活用してい
く間に情報の更新や記入漏れが目立つようになった。今回、情報の共有化を目指してケア表の見直しを行い、
問題点を抽出し改善に取り組んだ事をここに報告する。
Ⅱ

方法

１. ケア表の記載もれの割合を出す（H30.2.20 患者数 24 名）
２. 職員へアンケート実施（介護職員 12 名）1 回目
３. 申し送りノートをなくしケア表に申し送り内容を添付する
（H30.3.26 ～ 4 月末）
４. ケア表の記載もれの割合を出す（H30.5.2 患者数 33 名）
５. 職員へアンケート実施（介護職員 12 名）2 回目
６. ケア表の項目の見直し
７. 新しいケア表の作成
Ⅲ

結果

・新しい事を始める時には混乱や抵抗があったが、続ける事によって職員のケア表に対する
意識づけができた
・申し送りノートをなくした事で、一度に患者全体の詳細を知る事が難しくなったという意見が出た
・ケア表に申し送りを添付する事で、記載漏れ防止と個々の情報の充実が図れた
・新しいケア表を作成し、記載漏れの減少に繋がった
Ⅳ

考察

今回、ケア表の見直しを行った事で、職員が患者の ADL を把握しケアを充実させる事への意識づけが出来た。
患者に統一したケアを心掛ける事で退院までを充実して過ごせる ｢見やすい、書きやすい、解りやすい｣ ケア
表にしていきたい。その為には、定期的に評価、検討していく必要があると考える。
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業務改善（1） 他

中途採用介護福祉士の支援体制の構築を目指して

Part ２

札幌西円山病院 看護部
さとう みつあき

○佐藤 光亜（介護福祉士）
，浪岡 まさみ，猪俣 恵里
１．目的
近年、介護福祉士の養成数、充足率が低下していることが指摘されており、入職した介護福祉士が働き続けら
れる体制を構築することは重要である。そこで、当院に中途採用となった職員（以下、採用者）の支援に関わっ
たスタッフに対してインタビューを行い、採用者への支援について現状を明らかにすることを目的とした。
２．研究方法
当院に在職し、指導経験のある介護福祉士５名に、採用者への支援において困ったこと等を中心に半構成的面
接を行った。
分析は語られた文章から支援体制について語られている部分をコード化し、各コードの類似性を見出して質的
帰納的に分析した。
４．論理的配慮
対象者には研究目的、方法、自由参加であること、語られた内容は個人が特定されないよう説明し、同意を得
た。
５．結果
指導者の語りから分析した結果、１２個のコードが抽出され、３個の【カテゴリ】に分類した。
「他の指導者の指導内容に自分のやり方との違いがあって困った」等と【自分のやり方に自信がもてない不安】
を感じていた。
「何に困っているのか、どこまでできているのか、どこから情報を得てよいかわからなかった」等と【相手を
理解して関わることの困難さ】を感じていた。
「期待していたように働けない」等と【経験がある為出来て当たり前という先入観】を持って関わっていた。
６．考察
【自分のやり方に自信がもてない不安】は、指導者それぞれが個々のやり方で介護業務を教えている為に生じ
ていると考えた。可能な限り指導にばらつきが出ないよう、マニュアルを活用しながら指導にあたる必要があ
る。
【相手を理解して関わることの困難さ】、【経験がある為出来て当たり前という先入観】は、指導する上で進捗
状況や採用者が抱える悩み等の情報共有が徹底されていない状況から、指導する側、受ける側双方のコミュニ
ケーション不足が考えられ、採用者を十分に理解して関われていないことが示唆された。
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業務改善（1） 他

中途採用介護福祉士の支援体制の構築を目指して

Part.1

札幌西円山病院 看護部
いのまた えり

○猪俣 恵里（介護福祉士）
，浪岡 まさみ，佐藤 光亜
１．目的
近年、介護福祉士の養成数、充足率の低下が指摘されており、入職した介護福祉士がいきいきと働き続けられ
る体制を構築することは重要である。今回、中途採用者（以下、採用者）にインタビューを行い、入職者に対
する支援体制について課題抽出することを目的とした。
２．研究方法
当院に入職した既卒の介護福祉士５名に、入職後サポートを受けながら仕事を覚えていく過程において、困っ
たことやもっとこうしてほしかった、と思うことを中心に半構成的面接を行った。
分析は、語られた内容を書きとめ、書きとめた文章からサポートやその体制について語られている部分を抽出
し、質的帰納的に分析した。
３．倫理的配慮
対象者には研究目的、方法、参加は自由であること、個人が特定されないことについて説明し同意を得た。
４．結果
採用者の語りを 26 の「コード」
、5 の【カテゴリ】に分類した。
採用者は、【医療処置を受けている患者への過剰な恐怖感】や【物品が多く、取り扱いが複雑】といった、介
護施設と病院との環境の違いに戸惑っていた。また【主体的に仕事を組み立てられない困難感】や【一人前と
して見てもらえない失望感】というように、働く場所が変わって仕事が思うようにできない状況にあった。更
には【指導体制が分かりにくいことへの戸惑い】といった、頼れる人がいないことに対する困難を感じていた。
５．考察
当院では、介護施設を経験してから入職する採用者が多く、サポートする側は医療的ケアをスムーズに覚えら
れるよう意識しながら関わっている。しかし今回の結果から、医療処置を受ける人のケア、物品の取り扱い等
サポートする側が考える以上に採用者は困難を感じていることが分かった。指導者は採用者に対して意識的に
声をかける等、より手厚い支援体制が課題である。
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業務改善（2） 他

緩和ケア病棟における心身の負担
～アンケート調査をもとに～
原病院

緩和ケア病棟

わきがみ みな

○脇上 みな（看護師）
，川野 ひとみ
【はじめに】平成 27 年 12 月より、労働安全衛生法の一部改正する法律が施行され、心理的な負担の程度を把
握する為の検査（ストレスﾁｪｯｸ）が義務付けられました。従業員の心の健康づくり及び、活気ある職場作りに
取り組む為のものであり、近年ストレスに関する意識が高まっています。緩和ケア領域におけるがん看護は、
終末期特有のストレスを受けやすく、その負担も大きいことが考えられます。当緩和ケア病棟においても看護
師に対し、精神的負担の要因を知るべくアンケート調査を行ったので報告します。
【方法】対象者は緩和ケア病棟看護師、アンケート構成は年齢・看護師経験年数・緩和ケア経験年数・個人の
属性・精神的負担度・ストレスによる身体的症状の有無・程度などについて 33 項目を独自に作成しました。
【考察】心身への負担の度合いは、年代や経験年数で差が出るのではないかと予測されましたが、結果は有意
差なく全体を通して患者・家族とのかかわりの中で、精神的な負担が大きく経験不足によるものでは有りませ
んでした。負担となる大きな要因の一つとして、プライマリー看護制度が挙げられます。悲嘆や怒り、抑うつ
などの表出される訴えやケアに対して細やかな要望を聞き、看護師 1 人で受け止めることが重圧となっている
ことが浮かび上がってきました。プライマリー看護制度は患者や家族にとって担当看護師がいる事で安心感が
あり、強い信頼関係が生まれ、その人だけに得られる達成感、やりがいを感じることに繋がっていることも事
実です。ストレスを無くすことは困難ですが、うまくストレスと付き合うことで前向きに業務に取り組んで行
けたらと思います。
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業務改善（2） 他

当院の未収金リスクマネジメント
和田病院
しのだ ゆきのぶ

○篠田 幸信（事務職）
医療事業の収入は、診療報酬にその大部分を依存しており、各保険制度により安定した収入を確保できてい
るイメージを持たれている。利用者負担金についても同様である。
しかし、現実は低所得者の増加、各保険料負担の増加や、故意による支払いの拒否等により利用者負担金の入
金状況は年々悪化している。
医療業界を取り巻く環境が厳しさを増す中、当院では未収金の増加が経営を圧迫する重大なリスクとして捉え
取り組んできた。
＜未収金リスクマネジメントへの取り組み＞
① 現状の把握・・・未収金の主な発生理由を調査。
② 問題点の洗い出し・・・当院が抱える問題点を 4 つの視点からまとめる。
（支払の利便性、管理体制、情報の共有、法的措置）
③ 改善策の検討、実施・・・ハード面、ソフト面の両面から取り組む（関連部署との連携）
④ 評価、改善・・・実施後の評価。改善策の検討、実施。
これらの取り組みの結果、当院では未収金の発生率を抑制できている。
未収金は様々な理由で発生するものであり、ゼロにすることは難しい。
しかし、自院の未収金状況を把握し、その問題点を改善するために関連部署が連携し取り組むことで十分に抑
制することが可能であることがわかった。
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業務改善（2） 他

診療報酬査定削減への取り組み
上山病院 医事課
そのなか りか

○園中 理香（事務職）
，池田 綾香
1. はじめに
国保連合会・支払基金ともに審査基準の統一化および医療費適正化を推進するなど審査業務改革を行っており、
レセプト審査は年々厳しい状況となっている。審査基準の統一によるチェックでの事務的請求誤りに限らず、
診療行為に基づく根拠を求められる事由も多くなっている。そこで、平成２９年４月より査定減返戻レセプト
に対する報告書作成および医事課ミーティング内での討議を行うようにしてきた。今回は、さらなる調査・分
析に取り組み、査定の傾向と当院の弱みを把握し、対策を行った成果をここに報告する。
2. 方法
【期間】平成 29 年 4 月～平成 30 年 3 月
【調査項目】返戻・査定（外来・入院）
【方法】診療区分ごとの査定件数を集計、内容を分析
3. 結果
件数の推移をグラフ化したところ減少傾向になり、最も多く査定・返戻があった月より返戻：75％、査定：最
大 80％の減少となった。
医事課の意識及び知識向上により防げるものが８割であることを共通理解した結果である。
4. 考察
返戻・査定の要因として、レセプトの病名だけで診療内容の背景や病状がわかるのか、過剰と判断されないか
という観点で確認できていなかった事、同月内に入院・外来が混在する患者のレセプトを一連の流れとして確
認出来ていなかった事が考えられた。よって、分析した要因を当院独自の算定注意表にまとめ作成することで
重点的に注意した結果、減少に繋がったと考える。
5. まとめ
医事課職員全員で返戻・査定の減少という目標を持ち、一つ一つの返戻・査定を真摯に受け止める事により今
回の成果を得る事ができた。
今後も職員間で意識を継続させていくことが重要と思われる。医事課職員の知識向上、他部署へ向けた情報発
信等を行い、返戻・査定のさらなる減少を目指すとともに、請求漏れも防ぎ請求精度を高めていきたい。
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業務改善（2） 他

医療現場にふさわしい言葉遣いとは
～５Ｓ躾への取り組みの成果～
1 宮本病院 看護部，2 宮本病院

医師

ふじわら さとみ

○藤原 里美（看護師）1，前田 聡 1，宮本 二郎 2
【はじめに】
Ｈ 23 年度から５Ｓプロジェクトチームを立ち上げ①職場環境・仕事能率の向上②業務の正確さ③病院の品格
向上を目的に活動している。整理、整頓、清潔、清掃については評価表を用いラウンドによる監査を行い点数
化し全部署目標点に達し定着している。しかし、数値化しにくい躾においては身だしなみ規定の作成に留まり、
接遇面での課題が残った。そこでアンケート調査により課題を明らかにし、啓発活動を行った結果、改善が見
られたため報告する。
【期間】Ｈ 27.7 ～Ｈ 29.12
【方法】
① 言葉遣い実態調査実施
② アンケート結果を院内ニュースで院内周知
③ 言葉遣いを意識する為のポスター設置
④ ①のアンケートで抽出された言葉の頻度調査
1：日常的 2：頻繁 3：やや頻繁 4：たまに聞かれる 5：全く聞かれない 5 段階評価
⑤ ④の再調査
【結果】
実態調査の結果、患者に対する不適切な言葉 10 項目、職員間の不適切な言葉 10 項目を抽出し頻度調査を定期
的に実施した結果、最高点 5 点に対し「患者向け 10 項目」の平均値は 1 回目：3.98 点→ 4 回目 4.10 点と 0.12
の上昇がみられ「職員向け 10 項目」平均値は 1 回目：3.68 点→ 4 回目 3.91 点と 0.23 上昇しており改善が見ら
れた。
【考察】
当院は地域包括ケア病棟・内科療養・精神一般・精神療養病棟を有しており、長期入院の患者が多く「慣れ」
が生じている事、認知症のＢＰＳＤや暴言を吐く精神疾患患者のケアに対し看護者の感情コントロールが困難
となる場面があることも言葉遣いの乱れに繋がると考えられる。また、看護学校を有しており、看護師の
98.2％を卒業生が占めており人の流動性が少ない。この様な職場環境も不適切な言葉遣いの要因であると考え
る。今回の実態調査をはじめとする、定期的なアンケート調査の実施は「職場にふさわしい言葉遣い」とは何
かを職員自身が振り返り考える良い機会となり、改善に繋がったと考える。
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業務改善（2） 他

当院における車いす・クッションのレンタルシステムについての報告
松山リハビリテーション病院 リハビリテーション部
かたがみ なおき

○片上 直紀（作業療法士）
，白方 一範，高橋 正哲，加藤 真弘，髙橋 幸規
当院では入院患者様を対象に、必要に応じて病院が費用を負担して車いす・クッションを業者からレンタル
するシステムが存在している。開始した当初はレンタル件数が伸びず、必要としている患者様に適切な物品が
いきわたっていない状況があった。対策としてシステムの整備、シーティングクリニック開催等でレンタルし
やすい環境を作ることで、患者様へ適切な車いす・クッションを不足なく提供できるようになった。現在の課
題は、患者様の機能向上等の変化に応じてレンタル物品を適切に変更していく事や、自宅・施設入所など転機
先に応じた物品の選択と調整が挙げられる。今回、当院で実施している車いす・クッションのレンタルシステ
ムの流れと、課題を解決するために立案した対策を報告する。
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業務改善（2） 他

患者離床に対するスタッフの意識調査
加治木温泉病院 看護部
むねかた あゆみ

○宗方 あゆみ（看護師）
，坂元 嘉織，子島 沙也果，神田 昌子，堤 京美，髙田 昌実
Ⅰ . はじめに
生活リズムを整え、廃用症候群を防止するために日中車椅子座位で過す時間を設け、ボール遊びや発生訓練
などレクレーション活動を「離床サポート」と称し H ２９年３月から継続しているが、
スタッフ間で離床サポー
トに対する理解や取り組み姿勢の差が生じていると感じたため、意識調査を行なった。
Ⅱ . 研究方法
研究期間：平成 29 年 4 月 1 日～ 10 月 31 日
研究対象：病棟スタッフ 19 名
研究方法：離床の必要性に関する資料配布、前後の離床に対するスタッフへの知識調査
Ⅲ . 結果
寝たきりによる影響・なぜ離床が必要なのか・離床サポートの目的・車椅子に座る目的・離床サポートの流
れ及び効果を記載した資料を配布し、離床サポートをする前は患者選出やレクレーション運営に対する不安が
あったが、配布後はスタッフ一人ひとりが時間配分を考え離床サポートの計画を立てたり、責任を持って活動
に参加するようになったという結果が得られた。直接の関わりで知識向上のために勉強会開催を希望する意見
が聞かれた。
Ⅳ . 考察
意識調査の結果から離床サポートの担当なることに対し内容が分からずまた、離床サポートを行うよりも業
務を優先させていたと考えられた。離床サポートについて意識調査を行ない改めて必要性に関する資料にて認
識を深めることで、単に離床を行っていることで車椅子座位だけでは見られなかった患者の表情や行動に変化
を感じることができたことがスタッフの離床サポートの取り組みに対する意欲向上に繋がったと考える。
Ⅴ . まとめ
・資料配布後はスタッフが離床サポートの統一した目標を持つことができた
・離床サポートの取り組みによる効果を実感することがスタッフの意識向上につながった
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維持期リハ

他

NUSTEP 運動が体幹機能を向上させた１症例
1 北陸中央病院 リハビリ技術科，2 北陸中央病院 内科
やまだ まさし

○山田 雅司（理学療法士）1，橋場 貴史 1，若林 祐介 2
【はじめに】
上下肢の律動的な反復運動を行わせる NUSTEP( セノー社製 ) の利用が体幹機能を向上させた症例を経験した
ので考察を加え報告する．
【症例紹介】
80 歳代男性，疾患名 : 廃用症候群，既往歴 : パーキンソン病，左膝関節偽痛風，現病歴 :H29.10.23 A 病院にて
結石性胆管炎のため排石術施行．H29.12.6 リハビリ希望され当院転院、リハビリ開始．H29.12.21 当院地域包
括ケア病棟へ転棟し，本症例の担当となる．H30.2.7 当院療養病棟へ転棟し、担当者変更した．
【初回評価】
Sit-and-Reach Test( 以下 SRT) は 18㎝であり，Trunk Control Test( 以下 TCT) は 12 点で，臨床的体幹機能検
査 ( 以下 FACT) は 4 点であった．関節可動域検査 ( 以下 ROM- ｔ ) の体幹回旋では右 20°
左 25°
，筋力検査 ( 以
下 MMT) では上肢 3，下肢 2，Barthel Index( 以下 BI) は 0 点であった．長谷川式簡易知能評価スケール ( 以
下 HDS-R) は 21 点．麻痺や感覚障害はない．
【介入方法】
初回～ 2 週間は関節可動域練習，筋力増強運動，起居動作練習を中心に実施し，2 週後より NUSTEP 運動を
加え，7 ～ 10 分 / 回を 3 週間 ( 月～金 ) 実施した．強度はボルグスケールにて 11 ～ 13 とした．
【結果】
療養病棟転棟時においては SRT31㎝，TCT61 点で FACT は 6 点と各々増加した．体幹回旋 ROM- ｔは右 35°
左 40°, MMT も上肢 4，下肢 3，BI もまた 10 点と各々増加した． HDS-R は 21 点と変わりなし．
【考察】
今回の結果から体幹機能低下に対して NUSTEP( 安定した座位姿勢 ) での対側上下肢運動が上下肢だけでなく
肩甲胸郭並びに胸腰椎への可動性とスタビリティの向上に繋がった一因ではないかと推測する．また
NUSTEP の運動が虚弱高齢者やパーキンソン病患者に対して歩行が改善したと報告がある．先行研究での歩
行改善や本症例の体幹機能の向上は内側運動制御系が賦活したことが考えられる．今回の症例を通じて中枢疾
患に対しても有用ではないかと考える．
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維持期リハ

他

当院療養病棟における離床の取り組み
－安全性の確保－
隼人温泉病院
たなか やすひろ

○田中 健裕（理学療法士）
，園田 睦，中條 淳，黒木 里佳，高松 真理子，山田 清佳，山下 恵，上新原 奈つ美，
松元 義一，岩城 政秋
【目的】離床の効果として意識障害の改善、褥瘡予防、拘縮予防、起立性低血圧の予防、嚥下障害の予防、排
泄障害の予防などが挙げられ QOL の向上にも影響すると言われている。当院療養病棟はこれまでリハ介入時
以外に積極的な離床の実施は出来ていない。そこでレクレーションを通じて安全に離床を促していけるか実践
した。【方法】平成 30 年 1 月から平成 30 年 4 月の間、週 2 回、各 1 時間 30 分程度カラオケ等を病棟リハスタッ
フにて実施した。対象者は当院療養病棟にて主治医、
本人もしくは家族の許可を得た 26 名
（平均年齢 80.8 ± 9.5
歳、女性 59.2％）｡ 離床中止基準を設け、評価項目は関節可動域、厚生労働省より出された日常生活機能評価票、
意欲の指標として Vitality index（以下、VI）
、褥瘡の有無、排泄様式、Hoffer 座位能力分類（JSSC 版）、につ
いて初期時と 3 か月後を評価した。統計処理は統計 R（ver.3.1.1）を使用し、比較検討を行った。各項目は対
応のある t 検定及び Wilcoxon 符号付順位和検定を実施した。離床回数、バイタルも評価対象とし、日常生活
機能評価票と離床回数、VI と離床回数における相関はスピアマン順位相関係数を用いた。血圧の変動しやす
い対象者においては離床実施前と実施後の収縮期血圧の差を比較し、その平均を算出した。
【結果】初期時と
3 か月後の比較ではほとんどの項目で変化なく有意差は得られなかった。日常生活機能評価票と離床回数に相
関は無かった（r ＝－ 0.0986）。VI と離床回数においても相関はなかった（r ＝ 0.086）
。血圧変動の平均は
13.54 ± 5.85mmHg であった。
【考察】
日常生活機能評価票、
VI と離床回数にそれぞれ相関が無かったことから、
対象者の日常生活機能や意欲のレベルに関係なく離床を実施できたと言える。離床中止基準を設けることで血
圧の変動しやすい対象者においてもインシデント、アクシデント等なく安全に実施することができたことは今
後離床を継続していくうえで有用であった。
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維持期リハ

他

パーキンソン病により在宅での活動範囲が狭小化した一症例
洛和会音羽リハビリテーション病院 リハビリテーション部
よしむら のりよ

○吉村 昇世（理学療法士）
【はじめに】パーキンソン病 ( 以下、PD) は、運動症状と非運動症状が複合的に重なることで、日常生活での
介助量が増え活動範囲が狭小化しやすいといわれている。今回、生活機能の改善を目的に当院のレスパイト入
院 ( １ヵ月間 ) を利用した症例について報告する。
【症例紹介】症例は PD(Hoehn-Yahr 重症度分類：ステージⅢ、生活機能障害度：2 度 ) を呈した 70 歳代の女性
である。姿勢反射障害 (Pisa 症候群、体幹前傾位 ) などの運動症状によりバランス能力の低下がみられ、転倒
リスクも高い状態であった。また、軽度認知症 (HDS-R：27 点、MMSE：24 点、FAB：8 点 ) に伴った短期記
憶低下、注意力障害、遂行機能障害と PD の運動症状が複合的に重なり活動範囲が自宅内に狭小化されていた。
【経過と結果】入院時は Lee Silverman Voice Treatment ®BIG が処方されていた。しかし、軽度認知症により
新しい運動を学習することができず、適応外とみなされた。そのため、認知症への脳活性化リハビリテーショ
ン５原則を基に動作の大きさに視点をあてた治療を行った。また、同室者を紹介してコミュニケーションの場
をつくり、一緒に自主トレーニング ( 歩行練習 ) を促した。結果、UPDRS Part Ⅲ：27 点→ 26 点、TUG( 平均
値 )：14.6 秒→ 13.5 秒、10m 歩行：12.8 秒→ 10.7 秒、FIM：85 点→ 94 点に改善が認めた。
【考察】人は快刺激による全般的な脳の活性化により、脳内のドパミン放出を促し、やる気や学習能力を向上
させるといわれている。症例においても認知面に関しては他者との関わり合いの手助けや保たれている認知機
能を活かしたアプローチを行った。さらに、大きな動作を繰り返し行うことによって身体機能の改善が認めら
れたと考える。
【まとめ】PD に限らず進行性疾患は、病状進行に伴い新たな課題が発生しやすいので、患者の残された身体・
認知機能を理解してサポートをしていかなければならない。そうすることで住み慣れた家での生活が確立され
ると思われる。
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維持期リハ

他

パーキンソン病の患者に対して LSVT®BIG を実施し、効果を得た一症例
洛和会音羽リハビリテーション病院 リハビリテーション部
ふじた ゆかり

○藤田 ゆかり（理学療法士）
【はじめに】パーキンソン病（Hoehn ⁻ Yahr stage2）の患者を担当し、Lee Silverman Voice Treatment®BIG
【事例紹介】
（LSVT®BIG）を実施した結果、運動耐容能・疲労感に対して効果が得られたのでここに報告する。
2013 年にパーキンソン病と診断された 70 歳代女性で、2 ヶ月に 1 度外来通院をしていた。入院前の生活は独
居で、週 2 日自宅の 1 階で居酒屋を営み、徒歩で買い出しに行っていた。今回、LSVT®BIG 実施目的の入院
であり、入院時の主訴は「右手首に力が入りにくい」
、FIM は 126 点であった。【方法】LSVT®BIG のプログ
ラムは、LSVT®BIG 認定 PT と 1 回 1 時間の個別訓練を週に 4 日、4 週間にわたって実施した。加えて毎日決
められた自主トレーニングを 1 日 1 回実施し、個別訓練を行わない日はこの自主トレーニングを 1 日 2 回行う
よう指導をした。自主トレーニング実施時、一人で行うのは恥ずかしいとの意見があり、病棟と協力して他患
者とともに行った。右上肢の主訴に対しては、0.5kg の重錘バンドを利用した介入と自主トレーニングを指導
した。【結果】先行研究において効果が確認されている定量評価では緩やかな効果が得られた。運動耐容能の
評価である 6 分間歩行は 385m → 506m、パーキンソン病の疲労の特異的な評価である Parkinson Fatigue
Scale（PFS-16）は 3.6875 → 2.875 と、
改善を認めた。また、
右手の使用については「中等度の困難さ」から「最
低限の困難さ」へ自覚症状の変化が見られた。
【まとめ】LSVT®BIG は意識的な努力と高頻度、反復を要する
集中的な訓練プログラムであり、運動機能の向上に効果があるとされているが、今回パーキンソン病の特異的
な疲労に対しても効果が認められた。今後の課題は、ADL の高い患者に対して退院後の社会参加レベルのプ
ログラムを提供することで、より患者の QOL 拡大につながると考える。
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維持期リハ

他

注意障害に対する段階的アプローチが ADL 自立度向上に繋がった症例
1 熱川温泉病院 リハビリテーション部 作業療法科，2 熱川温泉病院 リハビリテーション部 理学療法科
くろぎ ひとみ

○黒木 瞳（作業療法士）1，肥田 圭司 1，長谷川 弓子 1，小山内 隆 2
【はじめに】意識レベル改善により注意障害が顕在化した症例に対し､ 課題や訓練環境を調整 ･ 段階付けして
介入した結果､ 日常生活動作 ( 以下 ADL) 練習の導入に至り､ 自立度向上が図れたため以下に報告する .【症例】
50 代女性 . 診断名は右前頭葉出血､ 左被殻～視床出血 . 現病歴 :X 年 Y 月に当院回復期リハビリテーション病
棟入院 . 重度右片麻痺 ･ 意識障害があり､ その後療養病棟へ転棟 .JCS: Ⅰ -2. 高次脳機能面は､ CBS: 他者評価
25/30 点､ 自己評価 0/30 点 ･BAAD:9/18 点 ･ 注意評価スケール :28/56 点と右半側空間無視や選択性 ･ 分配性
注意障害を認め､ FIM: 運動 16/91 点､ 認知 17/35 点と ADL 制限因子と考えた .【経過】第 1 期は外部刺激を
減少した環境で､ 本人が好きな猫をモチーフとした視覚探索課題を実施 . 次第に開放的な場でも課題に取り組
めた . 第 2 期は数字やひらがなのパズル等の選択末梢や計算等のより複雑な課題にも取り組めるようになっ
た . 第 3 期は主訴である食事と更衣練習を行った . 手順の混乱が生じたが､ 動作を工程分けし反復練習した .
最終的に CBS: 他者評価 16/30 点 ･BAAD:7/18 点 ･ 注意評価スケール :20/56 点と右半側空間無視や注意障害の
改善を認めた . 食事はペース配分を声掛け誘導することで､ 自己摂取が可能となった . また更衣は左袖の着脱
や足を通せば腰通しが可能となり､ FIM:48/126 点 ( 運動 25/91 点､ 認知 23/35 点 ) と向上した .【考察】今回､
注意障害に対し本人が好きな猫を手がかりにした事や外部刺激を調整した事で､ 課題に注意を向けやすくなっ
たと考える . また､ 難易度が調整できる課題を段階的に行った事で､ 刺激量の多い日常に近い環境下でも必要
な情報の選択が可能となった . さらに机上課題だけではなく､ 直接的な ADL 練習を導入した事で､ ADL の自
立度向上に繋がったと考えられた .
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維持期リハ

他

当院における筋萎縮性側索硬化症に対しての呼吸ケアの取り組み
1 三船病院 リハビリテーション科，2 三船病院 内科医師
わきた まさあき

○脇田 昌明（理学療法士）1，田代 勝範 1，池畑 雅啓 1，中島 健一 1，川村 淳一郎 1，田代 なおこ 1，染 海王 1，
日高 道生 2
はじめに
筋萎縮性側索硬化症（以下 ALS）の呼吸理学療法や呼吸ケアは活動性や QOL が損なわれないよう日々実践す
る療養ケアであり、医師・看護師・介護士・リハビリスタッフの枠を超えた包括的なアプローチが必要とされ
ている。今回、ALS 患者に対し行ってきた、当院の包括的呼吸ケアの取り組みを報告する。
症例紹介
６０歳代 男性 発症前より家族性四肢短縮型低身長を認め平成２６年５月 ALS と診断される。入院時気管切開、
人工呼吸器装着。MMT にて両上下肢体幹 F レベルであるが四肢変形があり。基本動作、
ADL は全介助レベル。
コミュニケーションは筆談ででき口腔内唾液処理は自己吸引にて可能であった。四肢短縮型低身長のためポジ
ショニングに工夫が必要であり、看護師、介護士と連携を図り呼吸が安楽で唾液処理が行いやすいポジショニ
ングを行った。しかし、四肢麻痺が進行し唾液処理が自己吸引が困難になってくると、細やかな体位交換や看
護師のサクションの回数が増えてしまうため低圧持続吸引を行った。同時期にアフアシストを実施した。
考察
今回の取り組みにより、ALS の進行につれてリハにケアの要素が色濃くなり患者のニーズも排痰補助に移行
し、看護師や介護士との協働が次第に重要性を増してくることを改めて感じた。その中で問題と感じたのは、
気道クリアランスに関するポジショニングで職種間や個人の知識や技術の差があり、その日その日で同様の呼
吸ケアを行うことが困難であると感じた。また、カフアシストに関しても現在リハビリスタッフのみでリハビ
リ中使用しているが、リハビリ以外の使用が増えることにより、より気道クリアランス改善と胸郭コンプライ
アンスの維持にとつながると考える。今後はこのような取り組みを継続するだけでなく、呼吸ケアに対する知
識や技術を病院全体でのスキルアップを図るために取り組む必要があると考える。
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維持期リハ

他

アプローチ方法による患者様の意欲変化について
1 高田病院，2 鹿児島大学医学部保健学科
ひやみず りょうた

○冷水 亮太（理学療法士）1，吉満 孝二 2，田中 茂穂 1，萩原 隆二 1，髙田 昌実 1
【はじめに】意欲とは行動の推進力であり、能動性が必要になる（木菱ら 2004）とある。リハビリテーション
効果を高める要因の一つに、患者自身の意欲的な取り組みがあげられる。意欲の低下はリハビリテーションの
阻害因子となり、機能回復や社会復帰に与える影響は大きい。
【背景と目的】リハビリテーションスタッフが患者様の意欲を引き出すことは重要であり、苦慮する場面でも
ある。本研究では、患者様の意欲の変化に重点を置き、リハビリテーションスタッフによるアプローチ方法で、
患者様の意欲や表情、言動などがどのように変化したのか検証した。
【対象と方法】対象は当院入院の女性 1 名（症例 1）男性 1 名（症例 2）とし、同意を得た者を条件とした。通
常の訓練の中で、①適切な目標設定②目標達成感の経験③改善度合いに対してフィードバック④訓練中の適切
な声かけ等に重点を置き介入し、患者様の意欲変化に対し 1 ヶ月毎に評価を行う。評価項目は、標準意欲評価
法（CAS）、一般性セルフ・エフィカシー尺度（GSES）
、リハ参加意欲指標（PRPS）
、研究期間における言動・
表情・行動等を観察した。
【結果】2 症例共に意欲の変化はみられたが、それぞれ変化の仕方が異なっていた。症例 1 は CAS、GSES に
改善傾向がみられ PRPS は高水準を維持していた。症例 2 は評価当初は改善傾向であったがその後、改善と悪
化を繰り返す不安定な状況であった。
【考察】意欲に関して、新海（2011）らによると、
「意欲の有無は、不安・うつや障害受容、および自己効力感
などに大きな影響を与えており、意欲を向上させることが障害と生活していくうえで重要である」とある。2
症例共に意欲の変化には差があるが、リハビリテーションスタッフによるアプローチ方法を含め、患者の身体
機能、ADL 能力、社会的背景などの変化も、言動・表情・行動等を観察した結果から、意欲の変化に大きく
関わっていると考えられる。
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各種ケア

他

口腔ケア研修修了者の病棟での活動報告
～ハッとして good ～
総泉病院 看護部
はつしば のりこ

○初芝 典子（介護福祉士）
，井本 博子
１．はじめに
当院では、口腔ケアに関しての院内研修が 4 回行われているが病棟に反映されていない。皆にも共有してもら
いたいという思いより、研修修了者が口腔ケアを通して行った活動を報告する。
２．活動期間
平成２９年 6 月 15 日～現在継続中
３．活動内容
①アンケートの実施
②病棟新聞の発行
③吸引付きくるリーナブラシの習得
４．結果
１回目のアンケートでは、研修内容の伝達・技術習得の希望があった。研修修了者は、個々が研修で得た知識
や技術を活用してケアに臨んでいることが分かった。２回目のアンケートでは、全員が病棟新聞を読んで参考
になったと答えている。今後の活動については、１回目のアンケートと同様であった。吸引付きくるリーナブ
ラシの使い方では、活動３ヶ月後には、すり減り方が変化している。全体的にすり減っていたのが１部分のす
り減り方になった。改善あり７５％、改善なし２５％であった。
５．考察
アンケートより、非研修修了者は教えてもらいたいという気持ちがあり、研修修了者は口腔ケアの意義を皆に
学んでもらいたいというものだった。双方がレベルアップを望んでいる事が明確になった。伝達方法としての
新聞は、全員が読んで参考になったとのことから、誰でも目につきすい場所３ヵ所に、掲示したことが有効だっ
たと考える。この結果、吸引付きくるリーナブラシのすり減りが若干改善された。職員の口腔ケアに対する意
識が高まったものだといえる。
６. まとめ
介護研究というきっかけがなかったら皆に伝達することが出来なかった。個人での伝達は皆が出来るわけでは
ない。伝えていく環境を自分でも作って行かなければならないと同時に、組織としても研修修了者が病棟で活
動しやすい環境を整えて欲しいと願う。
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各種ケア

他

便で悩まされないぞ！
～排便調査から個別プログラムを立案して～
島田病院
さかい はるゆき

○酒井 春行（理学療法士）
【はじめに】
高齢者の排便トラブルの多くは便秘に関するものと言われる。例えば下剤を使用しても便が出ない、定期的に
便が出ず不安が強い等がある。当デイケアでは便秘に対し下剤を使用している方が多数いる。そこで、便秘の
改善を図るために今回の研究を行った。
【対象】
調査期間：平成 29 年 12 月から平成 30 年 5 月までの 6 ヶ月間
対象者：排便に対する悩みがあり、本研究の目的に同意いただいた男性 2 名
A 氏：75 歳 脳梗塞後遺症、高血圧 毎日下剤使用
B 氏：84 歳 便秘、腸閉塞 毎日下剤と週 2 回浣腸使用
【方法】
排便、服薬、運動、食事内容、水分量を用紙に記入する聞き取り調査を期間中行った。最初の 1 ヶ月間は普段
の状況を調査し、2 ヶ月目からは分析結果を基に各項目に対し改善点を本人と家族に伝え、個別プログラムを
自宅やデイケアで取り組んだ。その後も適宜再分析を行った。
【結果】
A 氏の便秘は弛緩性便秘と考え、運動量・水分量の増加、ストレスの軽減を目的に取り組んだ。当初は排便が
不規則であり訴えが多かった。現在平均週 5 日排便があり、下剤は減量でき訴えは減少した。
B 氏の便秘は直腸性便秘と考え、骨盤底筋群・腹部の運動を中心に取り組んだ。B 氏は浣腸の回数、下剤の量、
排便に対する不安等は変化なかった。しかし、
浣腸をせずに排便がみられた回数が今までは数ヶ月に１回であっ
たが、2 月以降は平均月 2 回となった。
【考察】
A 氏の排便のみられる日が増えたのは、デイケアでの運動量が多くなり腸の動きが良くなった為、就寝前に腹
部の温罨法を行った事で自律神経が整えられた為と考える。又、その結果として精神面での安定が図られた事
も要因の 1 つと考える。
B 氏は運動を習慣的に行う様になった 2 月以降、浣腸をせずに排便がみられた日が増えたのは運動による影響
が大きいと考える。
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各種ケア

他

ミトン使用時の通気性改善を目指して
～軍手とボール型クッションで代用～
屋宜原病院 看護部

5 階病棟

しもだ しゅうじ

○下田 修慈（看護師）
【はじめに】
ミトンの長時間着用により、蒸れや臭気を感じることがあった。そこでボール型クッションを縫い付けた軍手
( 以下、軍手クッションと略す ) を作成し活用した結果、ミトンと同様の事故予防効果を持ち、通気性の改善
に繋がったためここに報告する。
【方法】
１．期間
平成 29 年 10 月～平成 30 年 3 月まで
２．症例
ミトン使用患者 4 名
３．医療事故報告件数、温度・湿度の比較
職員アンケート
４．倫理的配慮
研究を実施するに当たり、対象家族に対して目的と内容について説明し同意を得た。
【経過】
クッションのサイズを工夫し、使用状況を担当看護師・介護士にてカンファレンスを実施。患者の行動を観察
しながら徐々に手掌に収まるボール型クッションに至った。
【結果】
１．医療事故件数の比較
ミトン：Ｈ 29 年 10 ～ 12 月の期間で 0 件
軍手クッション：Ｈ 30 年 1 ～ 3 月の期間で 0 件
２．温度・湿度の比較
※室温 21 ～ 23℃ 湿度 55 ～ 60％の状況下
ミトン：温度 28 ～ 30℃湿度 75 ～ 80％
軍手クッション : 温度 22 ～ 24℃湿度 60 ～ 63％
３．職員アンケート
A: そう思う B: ややそう思う C: そうは思わない
①通気性改善したか
A:59％、B:34％、C:7％
②臭気の改善したか
A:59％、B:41％、C:0％
③装着のしにくさ
A:76％、B:20％、C:4％
【考察】
人は温度 22℃前後湿度 60％程度で快適さを感じる、と言われている。軍手クッションは、通気性の良さや手
指が動かせる事、手掌に収まる大きさである事などから皮膚所見が減少し、臭気の改善に繋がったと考える。
また、装着しにくいとの意見を踏まえ接着にマジックテープを用いたところ、懸念された強度に問題はなく、
装着しやすくなった。
今回、少ない症例での検証であったが、医療事故報告に差異がみられなかった為、ミトン同様の事故予防効果
にも応用できるのではないかと考えられる。
今後、病院全体で軍手クッションの活用について取組み、安全・快適な療養生活が送れるようなケアに繋げて
いきたい。

第 26 回日本慢性期医療学会 in 鹿児島

13-9-4

各種ケア

他

「見る」
「話す」
「触れる」ことから生まれる患者との信頼関係
～介護療養病棟での取り組み～
三次病院 指定介護療養病棟
たかはし ちえ

○高橋 千恵（介護福祉士）
はじめに
当病棟は 48 床の指定介護療養型医療施設病棟である。
A 氏は他者との交流は殆ど無く、表情の変化も乏しい。時にケアに強い抵抗や逆に依存的になり訴えがはっ
きりしない。A 氏の対応を考えた結果、認知症の方に有効なケアの技法であるユマニチュードを用いて介入を
行った。それにより、A 氏に変化があったのでここに報告する。
Ⅰ . 研究目的
1. 病棟職員がユマニチュードの認識を深める。
2. ユマニチュードを活用し A 氏の変化を分析、評価する。
Ⅱ研究方法・研究期間
1. 研究期間：200X 年 Y 月～ 6 週間
2. 事例紹介：A 氏、70 代、女性、要介護 4、認知Ⅳ、自立度 B2、脳梗塞後遺症による右半身麻痺、認知症、
鬱病発症。気分にムラあり、依存的。終日ベッド上で過ごす事が多い。
3. 方法：職員に対しユマニチュードの勉強会。ユマニチュードの技法を用いケアを行う。1 期を 2 週間として
２期、３期にわたり評価表を用いて A 氏の反応を評価。
Ⅲ . 倫理的配慮
Ⅳ . 結果及び考察
第 1 期：A 氏に視線を合わせ話そうとするが声かけに無視することが多くあった。
第 2 期：A 氏に時間を伝え、トイレ誘導を行った。反応を 5 段階で評価。無視が 10％から 4％に減少。笑顔・
積極的な言葉が 9％から 28％に増加。
第 3 期：A 氏に日課を時計盤にして渡し、認識を持たせた。前向きな発言や相手を気遣う言葉があった。移
乗時には自主的な行動があった。始めは A 氏から無視され、関わりに消極的だった。引き続きケアを行った
結果、職員との会話が増え、A 氏の積極性を高める事に繋がった。さらに、時計盤を用いた事で認識度を高め
る事に繋がり、残存機能を発揮する事が出来た。A 氏と同じ目線で接し、触れ、思いを聴き、A 氏に寄り添い、
変化があった事でケアに対する認識を改める事ができたと考える。
Ⅴ . まとめ
1.A 氏との信頼関係が深まり、ケアの充実を図る事ができた。
Ⅶ . おわりに
今後は他の患者にもユマニチュードを活用し、より良いケアの実践に努めたい。
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各種ケア

他

在宅酸素導入に対し認知機能低下が独居生活を困難にした症例
1 北中城若松病院 リハビリ部 亜急性期リハビリ課，2 北中城若松病院 看護部，3 北中城若松病院
4 北中城若松病院 医療福祉相談課，5 北中城若松病院 医局

栄養課，

かでかる みゆき

○嘉手苅 みゆき（理学療法士）1，佐々木 淳司 1，上地 加奈江 1，香村 真範 4，城間 かおり 3，真栄城 健 1，
新垣 初絵 2，當銘 正彦 5
【はじめに】
間質性肺炎（以下 IP)、認知症を呈した高齢者がサービスを利用し独居生活を送っていたが、在宅酸素導入に
対し認知機能低下が問題となり、本人が強く希望する在宅生活が困難となった症例から学んだ事を報告する。
今回、症例報告の趣旨を本人、ご家族へ説明し同意を得た。
【事例紹介】
70 代女性で KP は甥。既往歴に糖尿病、大動脈弁閉鎖不全症。HDS-R11 点。歩行、トイレ動作自立。
携帯電話の簡単な操作可能。病識に乏しく呼吸苦の訴えや乾性咳嗽なし。
【経過】
①平成 30 年 1 月 SPO2 低下を主訴に受診。IP の慢性増悪と診断。翌日 HOT 導入目的で当院入院。認
知面では、チューブをはずし酸素ボンベだけを持ち歩いたり、酸素ゼロの状態でトイレに行く行為が
見られた。
② HOT 導入での独居生活は困難な為、入院 21 日目に薬物治療を 3 週間実施。
③ 薬物治療開始し、SPO2 低下が改善。酸素 OFF となりカンファレンスを実施。
④ サービス内容を見直すが緊急時の対応や進行性疾患の病態管理が難しいとの課題が上がる。
しかし、自宅退院を短期間でも叶えてあげたいという思いから家族の同意を得て試験外泊の計画
を試みた。
取組み
目的：夜間一人で過ごせる事。指標：薬の飲み忘れと食事摂取の有無 期間：1 泊 2 日
夜間の安否確認：甥が電話を入れる。
① 栄養課が朝夕の食事を準備。夕方 6 時頃リハスタッフが自宅へ同行し指導。
② 翌朝 10 時頃リハスタッフが自宅へ迎えに行き指標を確認。
しかし、当日発熱し実行困難。薬物治療が終了し、Sp02 低下が見られ酸素が再開され施設退院と
なる。
【考察】
病態が持つ特有の症状に対し在宅生活を送るには、その人の取り巻く環境が大きく左右する。特に認知機能
は重要な要素である。その中でできる限り本人の希望を叶えてあげられる方法を検討していくことや退院先で
も同様の取組みが継続できる様に情報提供を行ってくことが大事である。
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当院地域包括ケア病棟の現状報告
1 西部総合病院
2 西部総合病院
4 西部総合病院

患者サポートセンター 地域医療連携室，
患者サポートセンター 入退院調整室，3 西部総合病院 患者サポートセンター 医療社会福祉課，
地域包括ケア病棟 看護部，5 西部総合病院 リハビリテーション部 地域包括ケア病棟専従

わたなべ あきら

○渡邊 彰（理学療法士）1，加藤 雪子 2，松永 壮子 3，日野 めぐみ 4，岡嶌 悠二 5
＜はじめに＞地域包括ケア病棟を開設しほぼ２年が経過した。その間の当院での取り組みについて報告する。
＜病院特徴＞さいたま市西部地区に立地し、急性期・回復期・慢性期を持つケアミックス病院である。地域包
括ケアシステムでの中核となるべく、医療・介護の橋渡しの病棟となる地域包括病棟を開設した。
＜当院の取り組み及び現状＞ 病棟開設にあたって近隣高度急性期病院等への訪問、浦和・与野医師会の会議
等への出席にて地域包括病棟の役割・機能等を説明し、介護保険事業所のケアマネジャーを集めての病棟利用
説明会を開催した。院内では、急性期・回復期リハ・地域包括ケア・医療療養病棟全体の患者移動、転院、救
急患者の受け入れをスムーズに行うために入退院調整、病床管理を副看護部長に集約し、入退院調整会議を週
2 回開催し患者受入れシステムを構築した。
平成 29 年度は入院患者数 611 人（ポストアキュート 125 人・サブアキュート 204 人・周辺機能緊急 76 人・
周辺機能予定（短期滞在 166 人・レスパイト 40 人）退院患者数（短期滞在・死亡除く）415 人（自宅 252 人・
在宅施設 81 人・他院転院 16 人・介護老人保健施設 11 人・自院転棟 55 人）在宅復帰率 80.5％となった。地域
包括ケア病棟協会の分類ではポストアキュート連携型に分類されるが、施設入所者を中心にサブアキュートの
受け入れが多くなっている。
＜課題＞当院は有料をホームをはじめとする施設よりの高齢者の受け入れが多く、急性期病棟か地域包括ケア
病棟かの病棟選択に苦慮する場合があり、医師の多くが病棟の機能を十分理解していない面がある。
＜今後について＞ 4 月よりすべての病棟の入院から退院までを一括管理し、患者サービスを向上させるため地
域連携・医療相談・入退院調整・病床管理の各部門を集約し「患者サポートセンター」を立ち上げよりスムー
ズな病棟運営をめざしている。
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当院における地域包括ケア病床の実際
南多摩病院 リハビリテーション科
はぎわら りゅうすけ

○萩原 瑠介（理学療法士）
，瀬戸 景子，井出 大
【はじめに】
当院は地域包括ケア病床（以下包括病床）を有する急性期病院である。当院では大腿骨近位部骨折術後患者
の円滑な在宅復帰のために、継続したリハビリと在宅環境設定を目的として転床となる場合がある。今回、当
院における大腿骨近位部術後患者の包括病床の利用状況と、術後内科疾患を合併したものの自宅退院を達成で
きた症例を通して急性期病院における包括病床の役割を考察する。
【当院における地域包括ケア病床の実際】
2017 年 9 月～ 2018 年４月に、当院にて大腿骨近位部骨折に対して手術を施工した患者は 77 名であり、その
うち包括病床に転床後、自宅退院となった症例は 31.2%（24 名）であった。全例において包括病床入院期限内
に自宅退院が達成されている。
在宅復帰支援に対する工夫点として、入院当初より頻回なリハビリの提供と、入院早期から転機先決定のた
めに他職種での退院支援カンファレンスを実施している。また、退院間際には家屋評価やサービス担当者会議
も適宜実施している。
【症例・経過】
80 代女性。左急速破壊型股関節症に対し X 日 THA 施工。リハビリ状況と退院支援カンファレンスにおいて
包括病床をへて退院が可能であるとの予後予測がたてられた。しかし、X+14 日頃より労作時の呼吸苦、全身
的な浮腫の出現が認められ運動負荷を増大していくことが困難となった。独居であるため自宅退院が危ぶまれ
たが、内科的治療と並行して適切なリスク管理下でのリハビリ継続および在宅復帰支援により X 日＋ 73 日で
自宅退院となった。
【まとめ】
当院における包括病床の役割として、急性期から患者へ切れ目のない支援を行うことで、なるべく早期の在
宅復帰を達成することにある。患者の状態に応じて、必要なサービスを提供する事で患者が住み慣れた地域で
安心して生活するためのサポートという役割を担うと考えられる。
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地域高齢者への食の問題に関する普及啓発活動
1 永生病院 リハビリ統括管理部，2 東京都南多摩保健医療圏地域リハビリテーション支援センター
やまもと てつ

○山本 徹（言語聴覚士）1，木野田 典保 2，神藤 由利 2
【はじめに】
地域包括ケアシステムの深化のためリハビリテーション専門職（リハ職）においても、地域に出向き専門性を
用いた活動を行う地域リハビリテーション活動支援事業（地域リハ支援事業）への参画が強く求められている。
今回リハ職が主体となり食に関する簡便なアンケートと握力測定と食に関するミニ講座を行い、地域の高齢者
の食の問題に関する普及啓発活動を行った。地域リハ支援事業への参画について若干の考察を加え報告する。
【活動報告】
八王子市が実施する「健康・食育フェスタ 2018」に東京都南多摩保健医療圏地域リハビリテーション支援セ
ンターとしてブースを出展した。ブース来場者に EAT-10
（嚥下スクリーニングツール）
および握力測定を実施、
摂食嚥下障害と全身の筋力低下疑について自覚を促した。希望者には言語聴覚士が個別相談を実施した。また
フレイルに関するミニ講座を行った。
ブース来場者は 580 名、うち 65 才以上で EAT-10 を実施した者は 104 名（平均 72.4 才）
、EAT-10 でリスク
有となる 3 点以上は 14 名（13.5％）だった。全身の筋力低下疑いとなる握力、男性 26㎏、女性 18㎏以下は 7
名（6.7％）だった。EAT-10 と握力双方のリスクが重なる者は 1 名だった。ミニ講座受講者は 14 名、個別相
談を実施した者は 4 名だった。
【考察】
今回フェスタに参加した高齢者では、先行する在宅高齢者における EAT10 を用いた調査報告に比べ有病率は
低く、また握力から推察される全身の筋力低下と合併する者も少なかった。しかし、フェスタに参加ができる
元気高齢者においても EAT-10 において 13％にリスクが発見されたため、予防の観点から地域リハ支援事業
等の枠組みを用いて継続的に普及啓発活動を行っていく必要がある。またフェスタの参加者にはブースで実施
した項目をもとに、家族や知人等に摂食嚥下障害や低栄養への気づきを促してもらうなど地域での情報発信者
となってもらえる工夫も必要である。
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地域包括ケア病棟でのリハビリテーション科の役割
光市立光総合病院 リハビリテーション科
ほその けんた

○細野 健太（理学療法士）
，林 博信，稲田 智子
【目的】2015 年 9 月に 47 床の地域包括ケア病棟 ( 包括病棟 ) が創設され 3 年が経過した。当院の包括病棟は急
性期ケアミックス型であり、機能分類としては一般病棟からのポストアキュート、退院支援機能としての役割
を担う病棟である。整形外科疾患の割合が多く、包括病棟転棟早期より最適補助具使用での移動手段自立患者
が多い。そこで、3 年間にわたる包括病棟におけるリハビリテーション ( リハ ) 活動の結果と役割について検
証する。【方法】2015 年 9 月から 2017 年 8 月の期間に包括病棟に入院した患者 1233 名のうちリハ実施した
708 名 ( 男性 231 名、女性 477 名 ) を対象とした。電子カルテより年齢、性別、疾患区分 ( 整形・内部障害 )、
退院先 ( 在宅扱い・在宅以外 )、在棟日数、リハ実施単位数を調査した。統計学的解析には X2 検定、MannWhitney の U 検定、Wilcoxon の順位和検定を用い、有意水準を 5％未満とした。
【倫理的配慮】情報を匿名化
し配慮した上で調査した。【結果】年齢 80.6 歳、整形 85.2％、内部障害 14.8％、在宅比率 81.4％、在棟日数
27.6 日、リハ実施単位数 2.36 単位であった。【考察】在宅退院者やサブアキュート患者の実施単位が多く、在
宅に向けての関わりや在宅受け入れに対するリハ提供も意識でき、包括病棟としての役割を推進する働きが伺
えた。今後も患者の状態に合わせた支援が提供できるように努めていきたい。
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外来初診患者の実態調査からみる当院の役割
秋津鴻池病院 医療相談課
なかやま すずか

○中山 鈴香（社会福祉士）
【はじめに】当院では認知症とリハビリテーションを中心に回復期・慢性期・精神科医療を提供している。また、
県から認知症疾患医療センターの指定を受けている。そこで当院の外来初診患者の実態調査をし、地域におけ
る当院の役割・課題を考察したことを報告する。
【調査】対象者は、H25 年、H27 年、H29 年各年度の 4 月 1 日～ 3 月 31 日の初診患者（職員・初診時入院患者
を除く）計 5,047 人。その対象者を診療科、性別、年齢、住所、病名の 5 項目に大別し、各項目を掛け合わせた。
【結果・考察】初診患者数は H25 年 1,726 人、H27 年 1,741 人、H29 年 1,580 人。 診療科別構成割合では内科は
24.4%、23.6%、21.5% と減少していた。精神科はほぼ横ばいであった。内科受診率が減少している要因としては、
当院所在地域では居住系施設が増加し、施設嘱託医による医学管理が行われてきたことが挙げられる。住所別
割合は各年度共に当院が所在する医療圏域が最も多く、63.4%、65%、70.3% と増加している。病名は各年度共
に内科は高血圧症、精神科はアルツハイマー型認知症の患者数が最も多かった。また、75 歳以上の診療科別
割合では、内科は 37.3%、35.5%、36.3% の順で、精神科は 53.7%、49.5%、54.2% の順に推移していた。精神科
では全年齢の半数を占めていた。これは、昨年 3 月に改定された道路交通法による専門医の鑑別診断を求めて
受診となった影響が大きいだろうと考える。
【まとめ】H29 年の全国の高齢化率は 27.3%。当院所在の御所市は 38.3% と全国平均を 10％上回っており、今
後認知症高齢者が増加していくことも当然推測される。その中で当院は外来治療はもちろん、認知症治療病棟
での入院加療、精神科訪問看護での在宅生活のフォロー等を活用し地域の人を支えることを担っていかなけれ
ばならない。加えて、上記にあげたような鑑別診断を求める人を地域外から受診に繋ぐために専門性の向上、
交通の利便性を検討していくことが今後の課題である。
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持ち込み褥瘡患者の早期治癒を目指して
～チームの中での役割～
鳴門山上病院 看護部
あべ あや

○阿部 綾（介護福祉士）
，三谷 香織，2 病棟 スタッフ一同
【はじめに】
当院は、118 床の総合リハビリテーション施設である。
H30 年 5 月から新病院へ移転し、気持ちも新たに高齢者の理想郷を目指し、取り組んでいる。当病棟は医療療
養病棟であり、急性期からの受け入れ病棟としての役割を担っている。そんな中、持ち込み褥瘡の患者が増加
しているのが現状である。
褥瘡委員会、NST 委員会を中心に褥瘡ゼロを目指し、日々チームで取り組んでいる。チームの中での介護士
の役割は何かを考え、取り組んだので報告する。
【事例紹介】
I氏

90 歳

女性

病名；脳梗塞・高血圧
H30 年 3 月 7 日入院

持ち込み褥瘡あり

褥瘡部位；①仙骨部 (15㎝× 15㎝ )
②右踵部 (3.5㎝× 3.5㎝ )

ステージⅣ
ステージⅣ

【方法と経過】
※チームとしてのアプローチ
※介護士としての取り組み
①皮膚の観察・保清
②除圧
【結果・まとめ】
今回持ち込み褥瘡患者へチームで取り組み、ケアを行ってきたが、治療の合間にも全身状態は変わり、良くなっ
たり悪くなったりを繰り返し、まだ治癒には至っていない。しかし、引き続き根気強い、継続的なケアを日々
続けている。
毎日のケアの中で皮膚の観察を行い、観察結果をスタッフ同士で共有し、さまざまな話し合いを行い、統一し
たケアを行うことにより、チーム一丸となって褥瘡治癒を目指し取り組むことができた。
今後も「褥瘡を治す」という強い信念を持ち、自信をもってチームで褥瘡治癒、院内褥瘡発生ゼロを目指し、
取り組んでいきたい。
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多発褥瘡を有していた患者の褥瘡治癒に向けた取り組みを振り返る～褥瘡治癒までの期間予測の
必要性～
1 田上記念病院 看護部，2 田上記念病院 リハビリテーション科，3 田上記念病院
5 田上記念病院 管理部

栄養科，4 田上記念病院

医局，

あんどう みさ

○安藤 美佐（看護師）1，吉森 綾子 1，山元 ちはる 1，中尾 渚 1，坂口 真理 1，田中 精一 2，馬場 海音 3，
尾崎 厚夫 4，立石 繁宜 4，大津 秀子 5
【はじめに】褥瘡管理の目標を「治癒」とした場合、治癒までの期間を予測して患者と家族、多職種で共有す
る必要がある。今回、家族から褥瘡治癒までに予測される期間について質問を受けたことをきっかけに A 病
院褥瘡対策における褥瘡治癒までの期間予測の必要性について検討したので報告する。
【方法】患者の診療録より褥瘡に関する情報を収集した。倫理的配慮は、個人が特定されないよう配慮し、患
者および家族に同意を得た。
【結果】A 氏、70 歳代、女性、既往歴は脳梗塞等であった。入院時に発熱があり肺炎と全身褥瘡の診断を受けた。
ブレーデンスケール 14 点、OH スケール 7 点で高機能エアーマットレスを選択した。DESIGN-R® の合計点は、
右大転子部 25 点、右腹部 18 点、右外果部 16 点、右頬部 7 点、左母指球部 6 点、左臀部 6 点、右大腿部 6 点
であった。A 氏は、入院後から治癒までの期間に尿路感染、肺炎を起こし抗菌薬投与等の治療を行いながら、
多職種で褥瘡対策を実施し、右大転子部は 3 ヶ月以上、右腹部、右外果部は 3 か月未満、右頬部、左母指球部、
左臀部、右大腿部は 1 ヶ月未満で治癒した。右大転子部以外の褥瘡が治癒した時点で残る褥瘡の治癒までに推
定される期間について家族からの質問があり対応した。また、褥瘡治癒までの期間の予測を示したことで入退
院支援にも参考となる資料となった。
【考察】A 氏について日本褥瘡学会による DESIGN-R® を用いた褥瘡評価アルゴリズムを参考に初回重症度評
価から褥瘡治癒までに要する期間を予測した結果、ほぼ予後予測の通りに治癒していた。褥瘡治癒までの期間
を予測し、患者や家族、多職種で目標を共有することで、より効果的な褥瘡管理ができると考える。今後は、
DESIGN-R® 評価を継続する中で褥瘡評価アルゴリズムを全患者に導入し治療方針を再検討する指標として、
また患者家族への説明に活用する必要性が示唆された。今後、アルゴリズム活用の有効性についても検討して
いきたい。

