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ごあいさつ

NPO 法人日本リハビリテーション看護学会第
大会長

板

倉

喜

回学術大会

子

（医療法人白山会 白山リハビリテーション病院 看護部長）

このたびの新型コロナウイルス（COVID- ）の感染により，亡くなられた方，ご遺族に謹んで哀悼の意
を捧げますとともに，被患された皆様に心よりお見舞い申し上げます．また，人々の健康と生活をこの感染
拡大からまもるために日々ご対応にご尽力いただいている会員の皆様，保健医療福祉職の皆様に深く敬意を
表します．
NPO 法人日本リハビリテーション看護学会第

回学術大会を

年

月

日（土），

日（日）に

愛知県名古屋市の愛知県産業労働センター（ウインクあいち）にて開催させていただくため，多くの会員の
皆様や保健医療福祉機関や企業等の関連の皆様に多大なご支援をいただき，これまで鋭意準備を進めてまい
りました．
しかしながら，最大の懸念事項である新型コロナウイルス感染症につきまして，緊急事態宣言も解除され，
イベントなどの開催も少しずつ緩和されてきてはおりますが，依然として散発的な発症がみられており，有
効な治療薬やワクチンが未だ間に合わない状況です．そこで，学術大会関係者・理事会で慎重に対応を検討
してきました結果，会場にご参集いただく方々の安全と健康を最優先に考え，現地での開催を断念するに至
りました．WEB やオンラインでの開催などの可能性についても協議いたしましたが，そのような形式では
本学会の特長である自由活発な議論がむずかしいことなどを考慮し，一般演題発表のみ誌上開催（抄録のみ
電子配信）することといたしました．
学術大会にて，ご講演や演題発表等をご準備頂いていた皆様，ご参加をご予定されていた皆様，ならびに
運営関係者の方々には，深くお詫び申し上げます．また，これまでご協力いただいた皆様，ならびにご支援
いただいた方々に心より御礼申し上げます．
最後になりましたが，会員の皆様とご関係の皆様の健康が守られることを祈念しております．この試練の
ときを乗り越え，いつの日か顔を合わせて，リハビリテーション看護について熱く語り，温かな交流ができ
る日がくることを楽しみにしております．
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一般演題発表プログラム
NPO 法人日本リハビリテーション看護学会第
染拡大の影響により，

月

日（土）・

回学術大会は，新型コロナウイルス（COVID- ）の感

日（日）に予定していたウインク愛知（愛知県名古屋市）での

開催を断念し，一般演題発表のみ誌上公開とすることにいたしました．
収載した抄録につきましては，本学術大会で発表されたものとして，発表者に

年

月

日付で発

表のクレジットを付与いたします．開催方法の変更にもかかわらず，多くの抄録をいただいたことに改めて
深く御礼申し上げます．

口演Ⅰ

リハビリテーション看護に関わる看護師の専門性

O‑

自宅退院に向けた看護師の家族との関わり；回復期リハビリテーション病棟の看護師を対象に
稲木 あい（NTT 東日本伊豆病院）

O‑

回復期病棟における失語症患者に対するコミュニケーション支援の成果；ICF モデルを活用して考
察する
梶原 正子（地方独立行政法人広島市立病院機構広島市立リハビリテーション病院）

O‑

地域包括ケア病棟におけるリハビリテーション看護についての思い
竹﨑 和子（吉備国際大学）

O‑

訓練ではできていることを日常生活に取り入れられない患者への関わり；退院前自宅訪問を通して
土屋 安那（NTT 東日本伊豆病院）

O‑

レッグクロスが起立性低血圧に与える効果についての検証；高位脊髄損傷者の車椅子乗車時において
松井 和恵（独立行政法人労働者健康安全機構吉備高原医療リハビリテーションセンター）

口演Ⅱ

安全管理

O‑

患者参加型「転倒・転落危険度チェック」導入の試み
福本 純子（東京都リハビリテーション病院看護部）

O‑

車椅子安全ベルト解除フローチャートの妥当性
安田 美優（一般社団法人巨樹の会千葉みなとリハビリテーション病院看護部）

O‑

車椅子安全ベルト解除フローチャート導入前後の看護師の意識変化
山川 拓也（一般社団法人巨樹の会千葉みなとリハビリテーション病院看護部）

O‑

薬のインシデントレポートの分析と看護師の意識調査； R と薬のインシデントの関連性について
米持 美紀（東京都リハビリテーション病院）
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口演Ⅲ

ADL・IADL／介護・予防

O‑

回復期リハビリ病棟を退院した患者を対象とした自主運動の継続に関する調査
石田 千絵（医療法人三仁会あさひ病院回復期リハビリテーション病棟）

O‑

回復期病棟入院患者における集団起立訓練の効果
小栁 仁美（古河総合病院 階西病棟）

O‑

腰痛を有するスタッフに対するボディメカニクス指導の効果
原島 勇磨（医療法人社団三喜会鶴巻温泉病院）

O‑

トイレ排泄の確立ができるまでの生活行動回復看護の効果について；左半身麻痺の後遺症のある患
者の自宅退院を目指して
日高
泉（社会医療法人厚生会多治見市民病院）

口演Ⅳ

退院・在宅支援／地域連携／チームアプローチ

O‑

医療職種間の認知齟齬の解消が転倒や転落の回避に及ぼす影響；経験の共有を通じて
飯田 泰久（医療法人清水会相生山病院リハビリテーション科）

O‑

入院中に抑制が必要とされた患者の自宅退院後の追跡から見えてきたもの
入河
毅（伊予病院）

O‑

家族目線で取り組む退院支援；退院前訪問指導に対する家族の本音から
池内 一恵（医療法人財団尚温会伊予病院）

O‑

リハビリテーション病院の多職種で取り組む高位頚髄損傷患者の退院支援
大河原亜紀子（国立障害者リハビリテーションセンター病院 階東病棟）

O‑

回復期リハビリテーション病棟における退院後訪問実施に向けた介入；理解が不十分な項目に焦点
を当てた勉強会の効果
神谷 千春（富山県リハビリテーション病院・こども支援センター看護局看護部）

O‑

回復期リハビリテーション病棟において入院時訪問に病棟看護師が同行することの効果
髙田みつ美（医療法人社団洛和会洛和会音羽リハビリテーション病院看護部 A 病棟）

O‑

高次脳機能障害のある患者の在宅生活における内服管理の実態調査
武田
朋（国立障害者リハビリテーションセンター病院看護部）
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口演Ⅴ

その他

O‑

回復期リハビリテーション病棟における脳卒中患者の在院日数に影響を与える要因
一瀬 正伸（地方独立行政法人広島市立病院機構広島市立リハビリテーション病院看護科）

O‑

アドバンスケアプランニング（ACP）導入に対する神経難病・整形外科疾患患者・家族の認識
海木 千絵（広島県立障害者リハビリテーションセンター看護部）

O‑

経肛門的洗腸療法の教育入院における統一した指導に向けた教育プログラムの作成
大石 紘加（兵庫県立リハビリテーション中央病院看護部）

O‑

回復期リハビリテーション病棟の円滑かつ適切な病床管理への取り組み報告；入院状況把握シート
運用報告
白井ゆう子（社会福祉法人聖隷福祉事業団浜松市リハビリテーション病院看護部管理室）

O‑

褥瘡のある頸髄損傷者と看護師の思いの不一致とその要因；プロセスレコードを活用して
武田 栄子（吉備高原医療リハビリテーションセンター）

O‑

人工膝関節置換術後患者の疼痛コントロールとリハビリテーションに関する文献研究
橘
俊樹（東邦大学医療センター大森病院）

O‑

情報管理システムを用いた多職種共有の「患者基本」の管理；新電子カルテ導入に伴う入力方法の
周知と入力率向上の取り組み
内藤ユカリ（浜松市リハビリテーション病院）

O‑

学童期の患児に対する就学への取り組み
西山 由美（社会医療法人三車会貴志川リハビリテーション病院）

示説Ⅰ

リハビリテーション看護の専門性

P‑

短期記憶障害による抑うつ症状を伴った患者への生活場面でのリハビリテーション効果
兼子枝都恵（いわてリハビリテーションセンター）

P‑

回リハ病棟入院生活を充実させるために患者目標を共有した看護チームのあり方；自主訓練を看護
師が支援することを通して
松原 昌子（一般社団法人巨樹の会赤羽リハビリテーション病院看護部）
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示説Ⅱ

安全管理

P‑

経鼻胃管栄養患者に対する看護師の抑制実施と解除の基準作成のための取り組み；実態調査からみ
えたこと
大崎 由貴（東京湾岸リハビリテーション病院 階病棟）

P‑

回復期リハビリテーション病棟における身体拘束ゼロを目指した取組み；看護師の行動変化による
評価
山本奈緒美（横浜市立脳卒中・神経脊椎センター回復期リハビリテーション病棟）

示説Ⅲ
P‑

ADL・IADL

「車椅子の乗り降り・トイレ動作確認表」を用いた日中排泄動作自立への取組みと評価
池田 美枝（横浜市立脳卒中・神経脊椎センター）

P‑

脳卒中患者の ADL 拡大への意欲の経過について
江連 優菜（東京都リハビリテーション病院）

P‑

床上からトイレ排泄移行時における回復期リハビリテーション病棟看護師の判断の手掛り
鈴木 幸恵（兵庫県立リハビリテーション中央病院）

示説Ⅳ

退院・在宅支援／地域連携／チームアプローチ

P‑

回復期リハビリテーション病棟における脳卒中片麻痺患者の上肢機能障害へのアプローチ
内橋
恵（社会医療法人社団順心会順心リハビリテーション病院自立支援・栄養プロジェクト）

P‑

退院後の生活がイメージできない家族への退院支援
金屋ゆうき（東京都リハビリテーション病院）

P‑

回復期リハビリテーション病棟において患者・家族と看護師が段階的な目標を共有することの有効
性；退院時の患者の状態を正しく理解できるように
亀田 玲奈（赤羽リハビリテーション病院）

P‑

回復期リハビリテーション病棟経験 年未満看護師への退院支援調整シートの効果
佐藤 由佳（地方独立行政法人栃木県立リハビリテーションセンター看護部）

P‑

P‑

「チーム連携セミナー」における IPE 教育実践の試み；演習で設定した手順に焦点を当てて
毛利 智果（常葉大学健康科学部看護学科）
ペプロウの人間関係論を意識したリハビリテーションを必要とする患者との関わり
吉田
亮（東京都リハビリテーション病院）
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示説Ⅴ

その他

P‑

人工股関節置換術術後患者の自主リハビリテーションに対する患者・看護師の意識
佐藤亜耶子（盛岡市立病院 階病棟）

P‑

リハビリ専用シャツに看護師が期待する効果に関して；開発に向けた調査
坪田 康佑（一般社団法人医療振興会）

P‑

脳血管疾患による高次脳機能障害患者の内服自己管理の可否
中川 博暁（広島県立障害者リハビリテーションセンター看護部）

P‑

急性期病院における自主トレーニング継続に関連する患者要因について；整形外科手術後の高齢患
者を対象として
西川 由莉（鳥取大学医学部附属病院病棟 階 A）
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■ 一般演題発表（口演）■

0‑

自宅退院に向けた看護師の家族との関わり
── 回復期リハビリテーション病棟の看護師を対象に ──
稲木あい
NTT 東日本伊豆病院

【背景】

年に回復期リハビリテーション病棟

（以下，回復期リハ病棟）が創設され，病床数は
年々増加している．更に

年度診療報酬改定

【障害をもつ患者との暮らしをイメージさせる】
【家族参加を促進するためのパートナーシップを
形成していく】
【不安・負担を理解し寄り添う】

によりリハビリテーションの質が重視され，看護

【退院支援の方向性を柔軟に見定める】【主体性を

の質の向上も求められると考える．回復期リハ病

尊重し，決定を支持する】
【回復過程を共有し，

棟の看護において家族への支援や介入の必要性が

病気や障害への理解を促す】
【今後の在宅療養生

報告されているが，看護師が家族とどのような関

活が継続できるよう指導を行う】
【地域へと繋い

わりをしているのかは明らかにされていない．

でいく】の

【目的】回復期リハ病棟の看護師の，自宅への退
院支援を行う際の家族との関わりを明らかにする．
【方法】本研究は回復期リハ認定資格を持つ看護
師

名を含めた，回復期リハ病棟経験

年以上の

カテゴリーに分類された．また，

家族との関わりとは異なるがそれに付随するもの
として

のコード， サブカテゴリーから【回復

期看護のやりがいを感じる】のカテゴリーに集約
された．

名を対象とした質的記述的研究である．

【考察】回復期リハ病棟の看護師の関わりの特徴

インタビューガイドを用いた半構造化面接を実施

は，家族らしさの再構築を支え，チームの協同を

し，逐語録を作成した．すべての対象者の語りか

支援し，家族に退院後の暮らしのイメージ化を促

ら自宅退院に向けて家族に関わった場面を抽出し，

すことであった．特に回復期リハ認定看護師は，

コード化，カテゴリー化と質的帰納的分析を行っ

チームを俯瞰しながら，自身と他職種の専門性を

た．埼玉県立大学倫理審査委員会の承認を得て実

認め活かし，共に家族と関わっていた．また看護

施した（承認番号：

師が回復期における患者・家族の心理的変化を把

看護師

）．

【結果】逐語録から「自宅退院に向けた家族との

握しフォローする事で，障害受容と生活の再構築

関わり」に関する内容を抽出しコード化した後，

の促進に繋がる事が示唆された．自宅退院に向け

それぞれの関わりの相似性に沿って分類した．そ

た回復期リハ病棟看護師の家族への看護の質を向

の結果，

サブカテゴリー，【患

上させる為に，患者・家族の維持期の様子を知る

者・家族を含めたリハビリテーションチームの協

退院後訪問指導等の機会を設けることが重要であ

同を支援する】
【家族らしさの再構築を支える】

る．

のコード，
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■ 一般演題発表（口演）■

0‑

回復期病棟における失語症患者に対するコミュニケーション支援の成果
── ICF モデルを活用して考察する ──
梶原正子，濱中綾子，山根ゆかり
地方独立行政法人広島市立病院機構広島市立リハビリテーション病院

【はじめに】A 病院では，失語症の患者に対し，

・C 氏：左被殻出血．参加制約：社会的役割遂行

コミュニケーション支援介入を行っている．また，

困難．参加目標：復職．介入内容と経過：自由

国際生活機能分類（以下，ICF）を活用した看護

会話と語想起訓練を行う．語頭音を提示し，単

実践を今年度から行っているが，まだ実績は少な

語を言語表出する訓練をし，単語の想起が増加

い．活用以前の支援を振り返ると，機能障害の改

した．また，時事内容を正確に伝える訓練を行

善や退院後を見据えた介入をしており，ICF の考

い，会話量も増加した．喚語困難や錯語時も迂

えに沿っていることがわかった．コミュニケーシ

回表現でカバーし，代償手段を交え，日常会話

ョン支援介入をした患者

は安定した．

名の介入成果と，ICF

の視点で支援内容を考察した結果を報告する．
【目的】コミュニケーション支援内容を ICF の視

・D 氏：脳皮質下出血．参加制約：家族役割・社
会的役割遂行困難．参加目標：再発予防の理解，

点で考察し，ICF を活用した今後の看護実践の示

家族の仕事の補助的業務を担う．介入内容と経

唆を得る．

過：脳卒中再発予防指導と言語訓練を併せて介

【方法】A 病院で，過去
ョン支援介入をした患者

年間にコミュニケーシ

入し，再発予防パンフレットを音読した．復唱

名に対し，後方視的に

困難であったが，介入を重ね，短文の復唱もス

診療記録から支援内容と経過を抽出した．ICF モ

ムーズになった．聞き手に伝わっていない時は，

デルを活用し抽出内容を適用し考察した．

フィードバックし，選択肢を提示することでコ

【倫理的配慮】A 病院倫理委員会が定める「症例

ミュニケーションが図れる頻度が増えた．

報告を含む医学論文および学会研究発表における

【考察】ICF モデルを活用して考察したことで，

患者プライバシー保護に関する指針」に基づき行

個人の役割に沿って明確な参加目標を捉え，活動

った．調査により得られたデータは，個人が特定

や参加をするために，どのようなコミュニケーシ

されないよう配慮した．また，教育・研究・啓発

ョン支援が必要なのか検討・介入を行い，言語機

活動への協力について紙面にて説明し，同意書に

能改善を図っていることがわかった．また，自然

署名を得た．

に近い会話を積極的に訓練に取り入れることで，

【結果】

自発的な代償手段を増やし，コミュニケーション

・B 氏：左被殻出血．参加制約：妻，母としての

活動の拡大と，言語機能向上の一助となったと考

役割遂行困難．参加目標：自宅復帰．介入内容

える．ICF は，患者が退院後の社会参加や，その

と経過：広告を見て野菜とその値段を書き出し，

人らしい生活を送るために，より個別的な看護実

計算する書字・計算訓練を行う．喚語困難時は，

践をアセスメントするための有用なツールである

迂回表現や書字，描画で代償あり．自発話が増

と考える．

え，他者とのコミュニケーションも増加した．
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■ 一般演題発表（口演）■

0‑

地域包括ケア病棟におけるリハビリテーション看護についての思い
竹﨑和子
吉備国際大学

【目的】近年，地域完結型医療に向け，高齢者が

「多職種連携の重要性の認識」「リハビリテーショ

最期まで住み慣れた地域で生活できる地域包括ケ

ン看護の専門性向うえへの意欲」の

アシステムの構築を課題とした取り組みが行われ

が生成された．

ている．

年の診療報酬改定では地域包括ケ

カテゴリー

【考察】地域包括ケア病棟に勤務する看護師は，
リハビリ看護を実践する上で患者を生活者の視点

ア病棟が創設され，地域包括ケア病院数は
病

で捉え，その人らしい在宅療養への意思決定を尊

院へと急激に増加している．地域包括ケア病棟の

重した思いを基盤とした個別性を尊重する看護職

機能は，ポストアキュート，サブアキュート，在

としての責務を自覚していると考える．また，リ

宅・生活支援，リハビリテーション（以下，リハ

ハビリ医療における自宅退院に向けての自宅訪問

ビリ）の

つであり，急性期と慢性期の病床機能

による家屋調査等多くの専門職が協働するチーム

と自宅・在宅医療を繋ぐ役割が期待されている．

医療の場で，看護職として患者の身体状況と意思

本研究の目的は，地域包括ケア病棟に勤務する看

決定を尊重した生活の両面から，生活の再構築と

護師を対象として，その人の「生きている生活を

QOL の向上を目標とする看護職の役割を認識し

支える」普遍的な役割を担うリハビリ看護に関す

て業務を遂行している．齋藤 ）は，地域包括ケア

る思いを明らかにすることである．

における看護職とは，プライマリ・ケアの実践者

年

月の

病院から

年

月には

【方法】

であり，制度を越えたトータルケアコーディネー

．研究デザイン：質的帰納的記述研究．

ターとケア質管理者であると述べている．本研究

．対象：地域包括ケア病棟に勤務する看護師

結果から，急性期治療を経過し在宅や介護施設へ

名．

の復帰に向けた医療や支援を行う地域包括ケア病

．データ収集方法：インタビューガイドを用い
約

分間の半構成的面接を実施した．

棟に勤務する看護師は，患者が住み慣れた地域で
最期まで自分らしい生活を送る支援を重視し，チ

．分析方法：インタビュー内容を基に逐語録を

ーム医療を推進しながら専門性の高い看護実践に

作成しコード化，類似性により分類しカテゴ

意欲的に取り組んでいると考える．今後，医療情

リーを抽出して質的帰納的に分析，構造化し

勢の変化を認識し，地域包括ケア病棟の特色に応

た．

じたより専門性の高いリハビリ看護を実践するた

【倫理的配慮】本研究は吉備国際大学倫理審査委

めの教育体制の必要性について示唆を得た．

員会の承認を得て実施した（承認番号： ‐ ）．
【結果】対象者の語りから

のコード，

のサ

ブカテゴリーが抽出され，
「在宅療養への意思決
定の尊重」
「個別性を重視した在宅療養の支援」

【引用文献】
）齋藤訓子：地域包括ケアの中の看護職とは何か．保険医
療社会学論集， （ ）：

（

）．
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■ 一般演題発表（口演）■
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訓練ではできていることを日常生活に取り入れられない患者への関わり
── 退院前自宅訪問を通して ──
土屋安那，長池佳亜，露木宏美，菊池真永，市川

真

NTT 東日本伊豆病院

【目的】訓練でできることを日常生活に取り入れ

目に HE を計画した．HE 前日，「家に帰るのは

られなかった患者が，生活場面でも主体的に取り

嬉しいけどどうなるか分からないから不安もあ

組むようになった過程について，Home Evaluation

る」と話した．HE 当日，自宅の環境を整えると

（以下，HE）前後で行った看護を振り返り考察す

基本動作や歩行を自力で行うことができ，
「意外
とできるね」との言葉が聞かれた．また，
「でき

る．
【方法】電子カルテから，患者自身の生活につい

るだけ一人でできるようになりたい，商店街に行

ての言動やそれに対する看護介入を抽出し，分析

きたい」と話した．そこで，希望を実現するため，

する．

段階的に取り組んでいく必要があることを A 氏
代，女性．大腿骨骨折治療

に伝えた．看護師は，病棟生活に歩行を導入する

のための入院中に脳梗塞を発症し左片麻痺となっ

計画を立て実施した．これにより歩行耐久性が増

た．麻痺は軽度であったが生活動作全般に介助が

し，外泊では商店街に行き買い物ができた．A 氏

必要であ っ た．入 院 時 FIM 運 動

は「知り合いが多いから声をかけてくれる」と嬉

【事例紹介】A 氏，

点，認 知

しそうに話し，退院までの目標を達成できた．

点．

【倫理的配慮】患者に研究の目的と方法を説明し， 【考察】HE 以前，A 氏は機能障害による身体的
カルテから個人情報を取得することの承諾を得た．

不安，近隣住民との交流ができなくなるという社

本研究における利益相反は存在しない．

会的不安から，退院後の生活を想像できずにいた．

【結果】入院

日目，訓練では起居動作が見守り

HE を実施すると，A 氏は想像していた以上に生

でできるようになり，短距離歩行訓練が開始され

活動作が行え，成功体験が得られた．この体験は，

た．しかし，病棟生活では車椅子を使用し ADL

退院後の生活を具体的にイメージし自己の課題を

全般に介助を要した．訓練で習得した動作を生活

見つける機会となった．多職種チームで病棟生活

内でも練習するよう促すが，A 氏は「できないか

とリハビリを切り離すことなく介入したことで，

ら手伝って」と言い，介助を求めた．その一方で

A 氏に効果的な意思決定支援が行えた．A 氏自ら

「早くもとに戻りたい」「起き上がれるようになれ

が意思決定し自分の課題を見出したことは，主体

ば良いのに」と話したため，A 氏が自宅の介護用

的なリハビリに繋がった．

ベッドでの起き上がりをイメージできるよう，ベ

【結論】HE を通して退院後の生活をイメージで

ッドの向きの変更や頭部をギャッチアップした起

きるよう介入することで，したい生活を送るため

き上がり方法を指導し関わった．しかし，A 氏が

には何ができれば良いか，患者自身が課題を見出

生活場面で練習することはなかった．訓練では基

し日常生活に取り入れることができる．

本動作や歩行が行えている事を受け，入院
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■ 一般演題発表（口演）■

0‑

レッグクロスが起立性低血圧に与える効果についての検証
── 高位脊髄損傷者の車椅子乗車時において ──
松井和恵，古好裕子
独立行政法人労働者健康安全機構吉備高原医療リハビリテーションセンター

【研究目的】脊髄損傷者が車椅子乗車時に起こす

分間で血圧が

mmHg 以上下降する平均の血圧

起立性低血圧（Orthosatic Hypotension；OH）の

の 差 は AX 群

名で

対処として行うレッグクロス（以下，クロス）の

名で

mmHg となった．また，BX 群

効果を検証する．クロスとは車椅子座位で下肢を

名 で

組む事である．

mmHg となった．これらの結果から Y 群が X 群

【研究方法】

±

mmHg，BY 群

mmHg，AY 群

名 で

±

より血圧低下が少ない．AY 群の安静時と各時間

．対象者：第

胸髄より高位脊髄損傷者で，基

礎疾患のない

歳以下の男性

名（以下，

対象者）
．

月

との血圧の差の平均（以下，変動率）
と BY 群の変動率

mmHg

mmHg の t 検定をした結

果，有意差を認めた．これより，A 群，B 群のど
日〜令和

ちらでも Y 群の変動率が低い．以上の結果より

日．OH になりにくい「排便日

クロスは OH の予防効果がある．各血圧測定時に

．データ収集期間：平成
元年

±

±

年

月

以外」を A 群，OH になりやすい
「排便日」を

指標で自覚症状を

B 群とした．A 群，B 群で安静臥床時と車椅

状が強いと数値が低下する．A 群でも B 群でも

〜

で数値化した．自覚症

子乗車後に血圧測定を「クロスなし」
（以下， クロスをした方が時間経過とともに数値が高くな
X 群）と「ク ロ ス あ り」（以 下，Y 群）で 実

ると予測した．しかし，A 群の場合はクロスの有

施した．車椅子乗車直後より

無にかかわらず，数値は

分間隔で

〜

で経過した．BX

分間血圧測定を行い，血圧変動の有意差をみ

群では対象者によって差はあるが， 名に数値の

た．有意差については t 検定を実施した．自

低下がみられた．BY 群では変化がなかった 名

覚症状を「気分不良に対する

で，上昇する，低下と上昇を繰り返すがみられた．

段階スケー

ル」（以下，指標）で測定した．指標にない

BY 群で指標以外の自覚症状・他覚症状で「クロ

自覚症状・他覚症状も観察した．

スした方が楽である」という発言がみられた．指

【倫理的配慮】本研究は C 病院の倫理委員会の承

標と自覚症状・他覚症状の結果からクロスが OH

認を得た後，書面と口頭で研究内容・個人情報保

症状を緩和する傾向にあった．すべての結果から

護・途中棄権しても不利がないことを説明し，対

クロスにより OH の症状が緩和する効果があった．

象者に同意を得た．

ただし症例数が少ないため，症例数を増やし検証

【結果・考察】対象者は OH の定義である 分以

していく必要がある．クロスは片側坐骨部や仙骨

mmHg 以上

部の坐圧が高くなるため，褥瘡予防をする必要が

内に収縮期血圧（以下，血圧）が

下降すると予測したが， 分以内に血圧が下降す
る，上昇する，

分の間に上昇と下降を繰り返

ある．
【結論】高位脊髄損傷者の車椅子乗車時のクロス

す等の個人差がみられた．これらの血圧変動には， は，OH の症状が緩和する効果がある．
自律神経障害の影響があることが考えられる．

13

■ 一般演題発表（口演）■
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患者参加型「転倒・転落危険度チェック」導入の試み
福本純子，牧希美江，寺尾

洋

東京都リハビリテーション病院看護部

【はじめに】A 病院では転倒・転落予防対策とし

ート」危険度Ⅰの患者は，参加型「転倒・転落危

て，入院時に「転倒転落アセスメントシート」を

険度チェック」では転倒・転落に関し

使用し看護計画を立案している．これは看護師の

危険性を感じていた．危険度Ⅱ以上では危険性を

一方的な評価であり患者参加型ではない．患者自

感じていない患者が約半数いた．また，問診では，

身が転倒・転落の危険を知ることで転倒・転落防

尻もちを転倒と捉えていない患者がいた．

止が出来るのではないかと考え，患者参加型「転

【考察】介入群の転倒は

名が高い

名であり，評価の度に

転倒・転落の危険について説明したことは有効と

倒・転落危険度チェック」の導入を試みた．
【目的】入院時に患者参加型「転倒・転落危険度

考える．「転倒転落アセスメントシート」危険度

チェック」を実施し，B 病棟の転倒・転落報告の

Ⅱ以上の患者は，参加型「転倒・転落危険度チェ

分析結果を基にその効果を検討する．

ック」で少ないチェック数にとどまる例がみられ
た．「転倒転落アセスメントシート」で危険度の

【方法】
ヶ月間入院した患者とその

高い患者は，危険度の認識の違いがみられ，これ

家族で，研究に同意し問診に対する表出と理

が転倒・転落事故の原因の一つではないかと考え

解が可能な

る．問診で「転んだことはない」と話していても，

．対象：B 病棟に

名．

．介入方法：①患者参加型「転倒・転落危険度

質問の仕方を変えることで「尻もちはある」と答

日以

えることもあり，患者と看護師の「転倒」の認識

内）に「転倒・転落危険度チェック」で患者

の違いがリスクを生み出している可能性がある．

とその家族へ問診を行い，結果を伝えて転

患者が参加せずに立てられた看護計画では，患者

倒・転落の注意を促す．③

週間後， ヶ月

の危険度への認識が得られないまま病棟生活やリ

ヵ月毎に退院まで評価毎に患者

ハビリが開始されたり，隠れた転倒歴を見逃す可

チェック」を作成．②入院時（当日〜

後，その後

へ転倒・転落の危険について説明した．

能性もある．看護師が一方的に評価するだけでな

【倫理的配慮】本研究は A 病院倫理審査会の承認

く，「転倒・転落リスク」に対し患者との共通理

後，患者と家族に説明し同意書を得て実施した．

解が大切だと考える．また，入院

週目を越えて

名（以下，介入群）で，研

再度転倒・転落が増加傾向にあり，安静度や FIM

究期間中の転倒・転落報告数（以下，報告群）は

の変化したタイミングで継続した意識付けをする

【結果】介入実施は

名であった．介入群で転倒が見られたのは
日目であった．報告群の転倒は入院

【結論】「転倒・転落危険度チェック」を用いて，

週目が多くその後減少するが， 週目に再度増

患者自身が転倒・転落の危険性を知る事は，転

名で入院

加した．報告群の中の「転倒転落アセスメントシ
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必要がある．

倒・転落防止に有効であった．

■ 一般演題発表（口演）■

0‑

車椅子安全ベルト解除フローチャートの妥当性
安田美優，山川拓也，吉瀬恵子
一般社団法人巨樹の会千葉みなとリハビリテーション病院看護部

【目的】A 病棟では，転倒リスクのある患者に対

し，フローチャートを用い評価した．フローチャ

し身体拘束フローチャートをもとに車椅子用拘束

ートの評価結果と，実際の解除可否の結果が合致

帯（以下，安全ベルト）を使用している．入院中

するか検証した．対象は X 年

の身体拘束の評価は，各勤務帯で身体拘束観察シ

に A 病棟で安全ベルトを使用していた患者

ートを記入し，プライマリーナースが身体拘束に

とした．

関する看護計画の評価を行い，週に

回多職種で

月〜

月の期間
名

【倫理的配慮】A 病院の倫理委員会で承認を得た．

身体拘束評価カンファレンスを行っている．しか

入院している間に患者・家族へ研究の趣旨，参加

し，「この患者は，安全ベルトを解除出来るので

の自由意思を書面と口頭で説明し，書面で同意を

はないか」と思っても，転倒リスクがゼロではな

得た．

いため，解除の判断に苦慮する場合がある．患者

【結果】入院時は，

名全員がフローチャートの

の安全を第一に考慮し安全ベルトを積極的に解除

解除基準①〜③を満たしていなかった．退院時は，

するために，スタッフ共通の指標が必要であると

①の解除基準に合致した患者は

考え，安全ベルト解除フローチャート（以下，フ

③は

ローチャート）を作成し，その妥当性を検討する

解除していた．他

ことを目的に本研究に着手した．

ず，退院まで解除困難であった．

名であり，この

名，②は

名，

名は実際に安全ベルトを

名は解除基準を満たしておら

【方法】フローチャートの作成において，転倒リ

【考察】本研究により，フローチャートのベルト

スクを考慮し，身体的指標には FBS（端坐位保

解除可能な判断基準の①は身体的，③は認知的な

持・立ち上がり・立位保持の

指標を満たしており，実際の解除可否とフローチ

項目）と車椅子座

位，認知的指標には FIM の問題解決を使用した．

ャートの結果が合致したことからも，解除基準と

安全ベルト解除可能の判断は，以下の①〜③とし

して妥当であったと考えられる．今回，判断基準

た．①FBS 項目すべて可能（

点以上），②端

②に該当する患者はいなかったため，今後更に事

点以下）の場合でも，車椅子

例を重ね，その妥当性を評価していく必要がある

分可能で，立ち上がり・立位保持が可能

と考える．フローチャートの指標を数値化したこ

坐位保持不可能（
座位
（

点以上），③立ち上がりと立位保持が不可能（

とでスタッフ共通の指標として有効になり，解除

点以下）な場合でも，FIM で簡単な課題の解決

の迷いが軽減されると考えられる．評価やカンフ

が可能（

点以上）とした．①〜③に当てはまら

ァレンスの時間短縮がされることで，より迅速に

ない場合は安全ベルト継続とした．このフローチ

安全ベルトを解除でき，また週に一度のカンファ

ャートの妥当性を評価するために，すでに退院し

レンス以外でも解除の可否を検討でき，患者の苦

た患者の入院時と退院時の状態を診療録から調査

痛軽減に繋がると考えられる．
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■ 一般演題発表（口演）■

0‑

車椅子安全ベルト解除フローチャート導入前後の看護師の意識変化
山川拓也，安田美優，吉瀬恵子
一般社団法人巨樹の会千葉みなとリハビリテーション病院看護部

【目的】A 病棟では「車椅子用拘束帯（以下，安

実施．対象看護師に研究の趣旨と参加の自由意思

全ベルト）解除になかなか踏み切れないプライマ

を口頭にて説明し，アンケートの提出をもって同

リーナースが多い」という現状がある．そこで，

意を得たこととした．

病棟看護師が統一した判断で適切な時期に安全ベ

【結果】アンケート回収者数は導入前

名，導入

ルトを解除できるよう，車椅子安全ベルト解除フ

後

ローチャート（以下，フローチャート）を作成し

ややそう思う」を合計した回答件数は，導入前（以

た．フローチャート導入による安全ベルト解除に

下，a）導入後（以下，b）で，①a： ，b： ，②

対する看護師の意識変化を明らかにするために，

a： ，b： ，③a： ，b：

，④a： ，b： ，⑤

今回はフローチャート導入前後での看護師の意識

a： ，b： ，⑥a： ，b：

であった．

【考察】フローチャート導入前後のアンケート結

調査を行い比較した．
【方法】A 病棟の看護師

名であった．各質問項目の「 ．そう思う」
「 ．

名に対し，フローチャ

果の比較から，全項目において「 ．そう思う」「 ．

ート導入前後に自記式アンケート調査を実施した． ややそう思う」と回答した看護師は増えていた．
フローチャートの活用は X 年
調査は導入前が X 年

月から開始し，

月，導入後は X 年

月に

安藤 ）は「身体拘束に対する判断基準を明確にす
ることで，疑問や不安が解決すると考えられる」

行った．アンケート内容は，①迷わずに安全ベル

と述べている．A 病棟看護師もフローチャート導

トを解除できる，②抵抗を感じずに安全ベルトを

入により安全ベルト解除に対する判断指標を得た

解除できる，③カンファレンスで安全ベルト解除

ことで，安全ベルト解除判断の迷いや抵抗感が軽

の評価ができている，④プライマリーナースとし

減され，その結果，日々の看護の中で積極的に安

て安全ベルト解除の評価ができている，⑤日々の

全ベルトを解除しようという意識変化に繋がった．

受け持ちナースとして安全ベルト解除の評価がで

今後は，フローチャートの使用を継続し評価・改

きている，⑥日々積極的に安全ベルトを解除しよ

善していくこと，さらに，安全ベルト解除後の転

うと意識している，の

倒・俳徊を未然に防ぐ対策について検討すること

項目とし，各項目

段階

の選択肢（ ．そう思わない， ．ややそう思わない，

を課題とする．

．どちらともいえない， ．ややそう思う， ．そう
思う）で回答を得て，導入前後の回答件数を比較
した．
【倫理的配慮】A 病院の倫理委員会で承認を得て

16

【引用文献】
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■ 一般演題発表（口演）■

0‑

薬のインシデントレポートの分析と看護師の意識調査
── R と薬のインシデントの関連性について ──
米持美紀
東京都リハビリテーション病院

【はじめに】誤薬防止のための具体的な確認事項

り，「指示変更の確認不足」
「患者誤認配薬」
「眠

として R が推奨されている． R とは，正しい

前薬配薬忘れ」「眠前薬・疼痛時指示薬の間違い」

患者，正しい薬剤，正しい時間，正しい経路，正

などであった．この

件のインシデントの発生時

しい量，正しい目的を確認する事である． R の

間を見ると，

時，

実施により誤薬や誤認を防止することができる．

時であった．A 病棟の看護師の意識調査では，①

A 病棟の薬のインシデントが
ち

件あり，そのう

件は看護師が直接関係しているものだった．

時，

時，

時，

時，

R を必ず実施しているかでは，できていない時
があると答えた看護師は

％．② R が実施でき

これらは R の確実な実施で防げた事案と考え，

ない理由では「忙しい」に関する答えが

インシデントレポートの分析と R について看護

った．③ R をする為に必要と考えることは「余

師に聞き取りによる調査を行った．

裕を持つ」に関連した内容が

％だ

％ だった．

【目的】A 病棟で発生した薬のインシデントレポ

【考察】薬のインシデントはすべて，確認不足か

ートの分析と看護師の意識調査の結果から， R

ら起こっていた． ％ に当たる看護師が，「忙し

実施に対する看護師の意識調査の結果とインシデ

い」から R ができないと考えていた．しかし「忙

ントの関連性を検討した．

しい」時間帯である食事時間前後での発生は

【方 法】

年

月

日〜

か月間

で，他は看護師が自分で仕事をコントロールでき

の A 病棟の誤薬に関するインシデントレポート

る時間帯で発生していた．薬のインシデントの発

名に，① R を必ず実

生時間から見ると実際は「忙しい」から R がで

施しているか，② R が実施できない理由，③ R

きないわけではなかった．看護師が「忙しい」と

をする為に必要と考えることの

点について意識

考え「余裕を持つ」ことが R をするために必要

調査を行い，分析内容と看護師の意識調査の結果

な事と考えていたが，余裕があっても R が確実

を比較した．

に実施されていないことがわかった．だからこそ，

を集計し，A 病棟看護師

月

日の

件

【倫理的配慮】B 病院倫理審査委員会の承認を得
て実施した．

常に意識して R が習慣化できるようにしていく
必要がある．

【結果】インシデントレポートの集計結果では，
看護師が直接関係している誤薬は

【結論】看護師の意識調査では「忙しい」が R

件で，すべて

をできない理由であったが，インシデントレポー

のインシデントで複数の要因が見られた．要因別

トの分析結果から忙しい時間でなくても確認不足

でみると「確認不足」が

が発生していた．

件すべてに関連してお
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■ 一般演題発表（口演）■

0‑

回復期リハビリ病棟を退院した患者を対象とした
自主運動の継続に関する調査
石田千絵，岡田真有美
医療法人三仁会あさひ病院回復期リハビリテーション病棟

【目的】A 病院では，入院中より看護師と一緒に

以外で実施していたメニューは散歩（

名）が最

運動を実施しており，退院時に筋力トレーニング

も多かった．年代別の継続者数は

やバランス運動などを含めた自主運動指導に取り

名中

組んでいる．そこで今回，回復期リハビリ病棟退

名であった．継続できた要因として，やりやすい

院後患者における自主運動の継続状況，継続者の

年

月に A 病院回復期リハビ

月〜

リ病棟を退院後に外来を受診した

±

名，退 院 時 FIM 合 計

． 歳，男／女 ／
±

名（

名中

点以

下の場合は，家族にも聴取を行った．退院後の自
主運動継続の有無は「できている」
「ほぼできて

名，

代は

代は

名中

名），効果が実感で

名）
，退院時にパンフレットを作成して

もらったから（

名）などの意見が聞かれた．一

方で続けられない要因として，時間がない，場所
がない，気が進まない（各

点）を対象に，アンケート調査を実施し

た．改訂長谷川式簡易知能評価スケール

代は

名），痛みが和らいだ（

きた（

個人・環境因子の特徴を明らかにする．
【方法】

（

名，

〜

った．自主運動の必要性は

名）などの意見があ
名中

名が感じて

おり，その理由は体力増強，転倒予防，認知症予
防が多かった．
【考察】本研究の対象者は認知機能，ADL 遂行能

いる」「時々している」
「全くできていない」の

力が高く，継続者の内

段階の選択肢で回答を得た．「できている」「ほぼ

を継続していた．自主運動の必要性も認識してお

できている」「時々している」を継続，「全くでき

り，これらの特徴が高い継続率につながったと考

ていない」を非継続とし，継続率を算出した．継

えられる．一方で年齢があがると，自主運動の継

続状況として，実施頻度やできている運動メニュ

続率が低下していた．継続できない理由として，

ーを聴取した．また継続理由，自主運動の必要性

時間や自宅環境が選択されており，継続率を高め

の認識やその理由を聴取した．

るためには患者ごとの生活様式を把握する必要が

【倫理的配慮】本研究は所属機関の倫理審査委員
会の了承を得ており（承認番号：A‐ ），対象者

【結果】評価は退院後
続群は

名中

以上： 名，週
週

±

日であった．継

名であった．実施頻度は週
〜

回： 名，週

回以下： 名であった．

〜

回

回： 名，

名は一人で， 名

は妻と実施していた．実施できているメニューは
筋力トレーニングが最も多く，指導したメニュー

18

あると考えられる．
【結論】自主運動継続率は
今回は退院後約

には紙面にて同意を得た上で実施した．

割以上が一人で自主運動

割を上回っていた．

ヶ月の調査であったため，高い

継続率となったと考えられる．運動が習慣化され
るかを知るため今後も調査を続けていきたい．ま
た高齢者において継続率を高めるためには，生活
様式を把握した上でのメニューの作成が必要であ
ると考える．

■ 一般演題発表（口演）■

0‑

回復期病棟入院患者における集団起立訓練の効果
小栁仁美，丘

明美，日原香奈，宮脇

古河総合病院

健

階西病棟

【目的】集団起立訓練による身体機能への影響を

究内容の記載された文書を用いて患者，家族に対

調査することで，集団起立訓練の患者への効果を

し方法を説明，個人を特定できないよう配慮する

明らかにする．

旨を伝え研究への参加・拒否による不利益がない

【方法】看護師が毎回対象となる全患者に声掛け
し，病棟廊下にて体調確認をしながら集団起立訓

ことを説明し同意を得て実施した．
【結果】FIM 合計点（＋

練を実施した．終了後に回数確認，病室に掲示さ

計 点（＋

れた参加チェック表（カレンダー式）に回数を記

項目（＋

入し，実施状況を患者と共有した．対象患者は令

下肢周径右（＋

和

ち上がりテストの回数（＋

年

月〜令和

（男 性

年

名，女 性

で脳疾患

名（

月に入院した患者

名，平 均

歳［

％），整形疾患

循環器手術後の廃用症候群

名（

〜

名（

名
歳］）
％），

％）であった．

），FIM 運動項目合

），FIM の 移 乗 項 目（＋
），握力右（＋

），歩 行

），握力左（＋

），下肢周径左（＋

），

），立

）で積極群の方が

改善がみられた．先行研究では，起立訓練実施に
よって身体機能に有意差が認められる結果が出る
ものもあったが，A 院で実施した研究において検

入院時適応不可であったが途中より参加可能とな

定を実施したところ，有意差は認められなかった．

った患者は

積極群は平均

名（骨盤骨折，脛骨高原骨折）であっ

歳，非積極群は平均

歳であり，

た．入院時，退院時に対象患者の身体状況を確認

年齢と FIM の関係では有意差が認められた．集

するため，看護師が日常生活（ADL）評価法であ

団起立訓練開始後は，自主的にリハビリを実施す

る機能的自立度評価法（Functional Independence

る患者や，患者同士でコミュニケーションを図る

Measure；FIM）を，対象患者の担当リハビリス

機会が増えた．また，普段リハビリ拒否や指示入

タッフが立ち上がりテスト（

力困難な患者が，他の患者の真似をして一緒に実

握力，下肢周径（膝上

秒間の起立回数），

cm），

m 歩行速度を

施する様子がみられた．

測定した．今回の研究では，患者の不利益がない

【考察】今回の研究結果では有意差はなかったが，

よう患者全員に参加を促したため，合計実施回数

積極群の方が移乗，起立着座，歩行能力，身体の

の中央値

回未

運動能力全体に関する調査項目が改善されたこと

つの調査

から，リハビリ以外の時間でも集団起立訓練を実

項目について入退院時のデータの比較検討，有意

施し，立位能力，筋力が向上すれば ADL の向上

差の検定を行った．

につながると考えられる．つまり，集団起立訓練

回以上を積極群（

満を非積極群（

名），

名）と分け，上記

【倫理的配慮】古河総合病院倫理委員会の審査を
受ける．入院前の病棟オリエンテーション時に研

は身体機能向上，精神的効果，認知機能への刺激
につながると考えられる．
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■ 一般演題発表（口演）■

0‑

腰痛を有するスタッフに対するボディメカニクス指導の効果
原島勇磨
医療法人社団三喜会鶴巻温泉病院

【目的】本研究の目的は，腰痛を有するスタッフ

声からも「教えられてきたボディメカニクスは頭

に対し，ボディメカニクスの指導が，水平移動動

の中にあっても，意識して身体をうまく使えない」

作時の身体的軽減に及ぼす効果を明らかにするこ

といった声が挙がっていた．指導後のアンケート

とである．

結果では１１名中１０名，痛みの増加のない群では，

【方法】研究期間は令和元年９月４〜１２月まで．

腰や手首に痛みを抱えていた状況でも負担を感じ

研究対象は A 病院 B 病棟に従事する看護・介護・

ることなくスムーズに動かせたとのフィードバッ

リハビリテーションスタッフ５８名を対象に腰痛

クがあった．スタッフの腰痛変化を Wilcoxon の

に関するアンケートを実施．そのうち研究の同意

符号付き順位検定を用い，「指導前の腰痛の程度」

があり，腰痛の程度が「Numerical Rating Scale」

と「指導後の腰痛の程度」の２群を比較し，漸近

１１段階のうち，３以上のスタッフ１１名に水平移

有意確率は０３１７（中央値０）で有意差は見られ

動動作に関する指導を実施（水平移動とはギャッ

なかった．

ジアップをした際などに患者が下方にずれた時に

【考察】対象者の移動が困難だったのは，立ち位

両手を患者の下に差し込み，枕まで移動させる動

置が腰部であり重心が離れてしまう押す動作であ

作である）
．ボディメカニクスの他に，動作のポ

ったこと．手の差し込みも被験者が差し込みやす

イントとして・立ち位置は患者の頭部寄りに立

い位置であり除圧は不十分であった．その状況下

つ・足側の差し込む手は手首
（時計をはめる位置）

で脇が開いていたため，対象者を支持することが

に仙骨が乗るように奥まで差し込む・両手の中指

できず，身体的負荷が不必要にかかっていたと考

から小指までを意識し，肩甲骨を安定させ脇を絞

える．パソコンやスマートフォンの普及等で姿勢

める・体重をかけながらソーラン節のように引く

が悪くなり，骨盤の後傾や，母子・示指中心の指

という内容を，口頭とデモンストレーションにて

や腕の使い方が優位となり，ボディメカニクスを

指導を行う．指導後，仰臥位で頭部が枕から２０cm

有効に使うことができていないと考える．姿勢が

下方にずれた状態から枕まで水平移動を行う実技

変化した状態で意識をしない動作では，動きやす

を実施．腰痛の増強に関するアンケートを実技の

い動作が優位に働いてしまうこと，動きやすい動

実施直前，直後に行った．水平移動動作時の身体

作が最良の動作であるとは限らないことが今回の

的負担軽減に及ぼす効果について，指導前後の結

研究で明らかとなった．ボディメカニクスの基礎

果を Wilcoxon の符号付順位検定で比較し漸近有

を見直し，立ち位置や腕の差し込み具合など，身

意確率を算出した．

体の使い方を指導することで，ボディメカニクス

【倫理的配慮】本研究は A 病院臨床研究倫理審査

を有効に活用できたと考える．Wilcoxon の符号

小委員会より承認を得たのち，対象者に目的や方

付順位検定にて評価を実施し，指導前と指導後の

法，個人情報保護，リスクなどについて十分な説

腰痛の増強について有意差は見られなかったが中

明を行い，同意を得て実施した．

央値は０となり，痛みの増加はなく，腰や手首に

【結果】指導前の動作確認をすると，被験者のほ

痛みを抱えていた状況でも負担を感じることなく

とんどが対象者の腰部付近に立ち，仙骨ではなく

スムーズに動かせたとのフィードバックからもボ

腰部や大腿部に手を差し込んでいた．また脇が開

ディメカニクスに関する指導を行う事で身体的負

いており，対象者を押す動作で行っていた．枕まで

担が軽減できるのではないかと考える．

動かせることが困難な場面が散見され，被験者の
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■ 一般演題発表（口演）■

0‑

トイレ排泄の確立ができるまでの生活行動回復看護の効果について
── 左半身麻痺の後遺症のある患者の自宅退院を目指して ──
日高

泉，高原享子，加藤千晴，小坂久美，大隅真由美，玉腰直美
社会医療法人厚生会多治見市民病院

【目的】右被殻出血後遺症により，運動障害，関

端坐位保持が可能となった． 週目より車椅子の

節の拘縮，筋力低下，高次脳機能障害が生じる．

乗車時の前屈姿勢の改善がみられた．このことか

これらの障害は生活行動の制限の要因となる．今

ら座位バランスの確立と筋力拡大のため，車椅子

回，生活行動の回復を目的とし，自宅退院の目標

に乗車した状態のメニューに変更した． 週目よ

がある患者に NICD（生活行動回復看護）の取り

り端坐位バランスは身体の傾きがなくなり， 週

組みを試みたところ，トイレでの排泄の確立まで

目には手すりに掴まると

ADL が拡大し，表情の改善がみられたため報告

能となった．車椅子への移乗姿勢も安定し，看護

する．

師の軽介助で車椅子移乗が可能となった． 週目

分以上端坐位保持が可

歳女性．右被殻出血後遺症により左半

頃より車椅子座位姿勢での身体的苦痛が軽減し

身麻痺（MMT ／ ），高次脳機能障害，半側空間

分間の車椅子座位保持が可能となった． 週目

無視，左上肢関節拘縮，筋力低下があり，発症よ

より端坐位保持が確立し，患者から，
「トイレに

【症例】

り

週間後に A 院へ転院となる．入院時の表情

行きたい」と発言あり，看護師

人介助により日

は乏しく無気力な状態であり，坐位保持は左側も

中のみトイレでの排泄が可能となった．徐々に笑

しくは前方に身体が傾き姿勢の保持が困難であっ

顔も増え意欲的に取り組む姿勢が見られた．

名で全介助移乗し，車

【考察】バランスボールを用いたムーブメントプ

椅子での姿勢は前屈状態であり，クッション等に

ログラムは，座位・立位バランスを想起させ関節

よる体勢保持が必要であった．そこで発症

週間

可動域の拡大を図ることができるといわれている．

目からバランスボールでのムーブメントプログラ

今回，リハビリと並行し NICD を実施したことで，

ム（下肢関節可動域訓練，振動，腰部捻転運動）

体幹保持の改善と端坐位保持が確立しトイレ排泄

を開始した．

行動までに繋がったと考える．ADL が拡大した

た．車椅子移動は介助者

【倫理的配慮】施設の責任者，本人代諾者である

ことで自信となり，次のステップに行きたいとい

家族に看護実践の目的・安全性・協力への自由意

う発語が自身から聞かれるなどの意欲の向上に繋

思について説明し，同意を得た．

がったと考えられる．また，NICD を通し患者と

週目よりバランスボールに

の関わりが増えたことで信頼関係がより築けリハ

よる振動運動を開始すると，リラックスした表情

ビリ期を支える看護となり，精神的な援助に繋が

がみられるようになった． 週目よりベッド柵に

り表情の変化も現れてきたと考える．今後もリハ

掴まり起き上がることができ， 週目より座位保

ビリと協働し自宅退院に向け NICD の取り組みを

持は不安定だが，ベッド柵に掴まり

継続していきたい．

【結果】NICD 開始

秒ほどの
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■ 一般演題発表（口演）■

0‑

医療職種間の認知齟齬の解消が転倒や転落の回避に及ぼす影響
── 経験の共有を通じて ──
飯田泰久
医療法人清水会相生山病院リハビリテーション科

【はじめに】認知齟齬は，個人のもつ知識・経験・

情報の共有を図ったが，認知齟齬が解消されなか

世界観・日常の隔たりで生じ，様々な人・職種間

ったため，循環動態の変動によって転倒や転落に

で起こる．今回，動作が不安定な症例に対して理

至るリスクがあった．

学療法士（以下，PT）が介入することで，動作
の不安定性に循環動態の変動が関係していること
が明らかとなったため，看護師・看護補助者（以

【認知齟齬を解消する工夫】
①PT 介入場面を病棟職員に見て頂き，脳虚血に
伴う症状の些細な変化についての対話を行った．

下，病棟職員）と情報の共有を図ったが，認知齟

②基本動作一覧票（動作上の注意点やリスクも記

齬の影響で正確に共有されなかった．そのため，

載可能）を作成し，病棟職員へ動作に伴うリス

認知齟齬を解消する工夫をしたことで正確な情報

クの周知を図った．

が共有され，転倒や転落を回避できた

症例を経

③PT が病棟で介入した．
【経過・結果】循環動態の変動が動作に影響して

験したので報告する．
【倫理的配慮】患者・家族に書面で同意を得た．

いるとの認識が共有され，症例

は離床時に脳虚

また，A 院倫理委員会の承認を得た上で，個人が

血症状が出ていないことを確認したのちに離床す

特定されないよう配慮して実施した．

る等の対策により，転倒や転落がなく退院された．

【症例紹介】症例

は

代の男性で，リハビリテ

症例

は，循環動態の変動に合わせて姿勢を調整

ーションを目的として入院された．入院時に病棟

しながらリクライニング機能付き車椅子に乗車す

職員は，筋力低下が移乗・移動時の不安定性の原

るようになり，退院時には終日車椅子への乗車が

因であると認識していた．PT 介入当初から動作

可能となった．

が不安定で徐脈になることもあったため，心電図

【考察】認知齟齬の解消には，経験を共有する中

モニターを装着したところ，Ⅱ度房室ブロック波

で対話を行い，個人のもつ知識・経験を他者と共

形が出現し，声掛けに対する応答遅延や呂律が回

有することが重要となる．今回，病棟において

らない等の脳虚血症状がみられた．症例

PT・病棟職員と経験を共有する中で対話を行い，

は

代の男性で，小脳梗塞・陳旧性脳梗塞のため入院

個人の知識が他者へと伝授・移転するように働き

された．経過中に心不全が増悪したため加療され，

かけた．また，基本動作一覧票で動作に伴う転倒

病態が安定したのち転棟された．転棟後に車椅子

や転落のリスクを周知し，病棟で介入することで

で離床する機会が増えたものの，表情が虚ろで呂

更なる知識・経験の共有を図った．PT・病棟職

律が回っていない等の様子がみられても，標準型

員で症例像の正確な情報が共有されることによっ

車椅子に乗車していることがあった．

て認知齟齬が解消され，転倒や転落を回避できた

【症例の共通した問題点】PT が感じている脳虚
血に伴う症状の些細な変化について，病棟職員と
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■ 一般演題発表（口演）■

0‑

入院中に抑制が必要とされた患者の
自宅退院後の追跡から見えてきたもの
入河

毅，木村敏晴
伊予病院

【はじめに】近年，認知症や高次脳機能障害患者

の精神的負担と家族の罪悪感から行わなかった事

により身体損傷リスクを抱える患者が増えている．

例と，試験外泊で行動把握目的の抑制は不要と判

それらの患者の行動は予想不能であることが多く，

断された事例の

行動制限や行動把握を目的とした抑制が増えてい

つであった．一方，抑制継続は

事例であり，共に認知機能の低下による行動把

る．H

年，A 病棟では

名に抑制を行い，そ

握の為に行われていた．家族の言葉から，退院後

のうち

名が自宅退院当日まで抑制を継続してい

も自宅で抑制を継続する事で，自らの精神的負担

た．また，抑制が必要とされた患者の退院後を追

の軽減と患者の安全が保たれていた．

跡した研究は確認できなかった．そこで，自宅退

【考察】看護職は，身体拘束は基本的人権を侵害

院当日まで抑制された患者の自宅生活を追跡調査

するものとして「してはいけない」と思いつつも

し，抑制解除に繋がる要因を見出すことを目的に

「患者の生命と安全を守るため」「人員不足のた
め」「緊急やむを得ない状況」などという理由で，

本研究に取り組んだ．
日から H

日の

ジレンマに苦しみながら身体拘束を行っている現

入院患者で，自宅退院当日まで抑制をしていた患

状があり ），退院後に家族自らの判断で抑制を解

者

事例．自宅で

除していた事から，抑制に対する倫理的ジレンマ

の抑制の有無，抑制解除または実施の理由及び抑

は患者家族も同様であると言える．また，抑制の

制の状況，家族の抑制に対する思いに関する自記

有無には患者の認知が大いに影響する一方で，自

式質問紙を郵送回収した．それらから自宅での抑

宅生活は住み慣れた環境や家族へ帰属した思いな

制状況とその背景にある家族の思いや患者の状況

ど，患者の精神的安定に繋がる要因がある事から

を分析した．

抑制を解除できる可能性がある事が示唆された．

【方法】H

年

月

事例のうち，協力の得られた

年

月

【倫理的配慮】研究対象者には研究目的と調査結

以上の事より自宅退院後も抑制解除について検討

果の情報を資料とする事，個人が特定されないよ

できるよう訪問看護や介護，リハビリスタッフと

うに配慮し研究目的以外では使用しない事，研究

の更なる連携が必要であると考えられる．

への参加は自由でありいつでも参加中止できる旨
を書面説明しアンケートの返送をもって協力への
同意を得た．
【結果】自宅での抑制非実施は，抑制による患者

【引用文献】
）日 本 看 護 倫 理 学 会 臨 床 倫 理 ガ イ ド ラ イ ン 検 討 委 員 会
（

）「身体拘束予防ガイドライン」（http : //jnea.net/pdf

/guideline_shintai_

．pdf，

年

月

日閲覧）．
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■ 一般演題発表（口演）■

0‑

家族目線で取り組む退院支援
── 退院前訪問指導に対する家族の本音から ──
池内一恵，大塚

恵，白石ゆかり

医療法人財団尚温会伊予病院

【はじめに】

年度の診療報酬改定で，「入退

院支援」が改訂されおり，看護師の退院支援推進

【倫理的配慮】本研究は A 院の倫理審査委員会の
承認を得て実施した．

力が期待されている．更に「多職種が共同理解を

【結果】訪問指導実施前，多くの家族は，病院ス

持って支援することや，退院後の生活が見えるよ

タッフが訪問することに対する戸惑い・自宅を見

うに自宅状況を確認することで，退院後の患者の

られる羞恥心・患者移動に伴う経済的負担など，

）

生活がスムーズにできる」と宅見ら は述べてい

拒否的思いを語った．訪問指導終了後，家屋の改

る．A 院では，患者を地域における生活者として

修案・自宅での介助方法の提案などを受け，退院

捉えた退院支援を行っている．それら支援の一つ

を迎えたことにより「訪問指導をしてもらってよ

に退院前訪問指導（以下，訪問指導）があるが，

かった」と感謝の思いを語り，気持ちに変化が生

実際には自宅での ADL を確認し，退院後の生活

じていた．

動作の実施方法や介助方法，福祉用具の検討など， 【考察】家族は，訪問指導前に拒否的感情や諦め
動作に関連した支援が中心となっていた．そこで

にも似た思いを抱いていた．これは，訪問指導の

年度，看護の視点から訪問指導に関する確

目的や必要性を十分に理解できていないためと思

認事項を明確化し，その人らしい生活の再獲得の

われる．現在，A 院における訪問指導に関する説

ため介入している．しかし，訪問指導の実施にあ

明は，担当のセラピストや MSW に依存している

たり，家族からは「病院の人が家を見に来る，嫌

状況であり，担当看護師の介入が不十分であった．

だ，なぜ来るの？」等，不満ともとれる言葉を耳

また，担当者間で説明内容や家族の反応が共有さ

にした．そこで，私たち看護師は訪問指導に対す

れることが少なく，可視化できていないことが原

る家族の思いをくみ取り，患者や家族に対して配

因とも考えられる．看護師は，家族が退院や退院

慮した介入ができているのか，現状を把握し今後

後の生活をどのように捉え，介護生活に対し，ど

の課題を明らかにすることを目的に本研究を行っ

のような期待や不安を抱いているかを把握し退院

た．

支援を行わなければならない．そのためには，家
日の

族が訪問指導の目的と必要性を理解し訪問指導に

間に看護師同行の訪問指導を実施した患者の家族

対する負担を軽くできる説明を行い，自宅での生

【方法】

年

月

日から

年

のうち，研究協力に同意を得られた

月

名に対し， 活をイメージした退院支援の実施が今後の課題で

半構造化インタビューを実施した．インタビュー

ある．

では，訪問指導実施が決定した時，訪問指導時，
指導後および退院までにおける訪問指導に関する
気持ちを語ってもらい，その変化を経時的に分析
した．
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リハビリテーション病院の多職種で取り組む
高位頚髄損傷患者の退院支援
大河原亜紀子，神谷靖子，柳下貴巳
国立障害者リハビリテーションセンター病院

階東病棟

【背景】リハビリテーション病院の多職種は，高

早い段階で聞く一方で，訓練に集中するため退院

位頚髄損傷患者の生活の再構築に向けて患者・家

を意識させないようにしていた．
〈患者の意向を

族とともに目標を設定し，退院後の生活を視野に

引き出す〉では，医師らは現実と離れた予後を想

入れて多角的に患者と関わる必要がある．看護師

像する患者に対し，日常の過ごし方の希望を表現

以外の多職種の志向性を知ることは患者を中心と

できるように働きかけていた．
〈患者の生活を支

した問題解決によりよい協働ができると考えた．

える体制を整える〉では，PT，OT は学校や家族・

【目的】高位頚髄損傷患者を担当した多職種が退

ヘルパーに障害者の理解，介助について説明し患

院支援のタイミングをどのように判断し，患者・

者と家族が継続していける体制づくりを行ってい

家族の生活を考えて支援したのか，その内容を明

た．〈多職種の専門性と役割を発揮する〉では，

らかにし退院支援の一助となることを目的とする．

MSW らは患者と介助者との関係性を理解し，社

【方法】研究依頼時の

年以内に高位頚髄損傷患

会福祉の視点から退院後の生活について専門性を

名，理学療法士

発揮して支援していた．
〈多職種連携〉では，多

（PT） 名，作業療法士（OT） 名，言語聴覚士

職種は病棟での患者情報を随時看護師から聞き，

（ST） 名，医療ソーシャルワーカー
（MSW） 名，

自分で出来ることを増やしたいという患者の声を

者を担当したことのある医師

計

名を対象者とした．

月末日に，対象者

年

名に対し研究者

訓練に反映させ，リハビリを病棟生活につなげる

月初旬〜
名で

〜

分の半構造化インタビューを行い，逐語録を
コード化しカテゴリーを作成した．

ように情報を補いながら連携していた．
【考察】多職種は期待と現実のギャップを縮めら
れるよう，心理的状態と訓練の進行に応じて，生

【倫理的配慮】所属する施設の倫理審査委員会の

活に沿った機器の使用，先を見越した介助方法を

承諾を得た．研究趣旨，結果の公表について説明

提案し専門性を発揮していた．頚髄損傷は突然の

し，書面による同意を得た．

受傷により，家族や環境，暮らし方，将来をも大

【結果】多職種で取り組む退院支援アプローチと
して，

のコードから

のサブカテゴリー，

きく変えてしまう複合的な障害であるため，多職
種の重なり合う身体的・精神的な支援の連携が必

つのカテゴリーが抽出された．〈患者の障害の受

要である．今回，病棟看護師のデータ収集は行わ

け止め方をみながら次の段階へ進める瞬間を計

なかったが，日々の実践で感情の揺らぎを受け止

る〉では，PT，OT，ST は頚髄損傷による四肢

め喪失体験に向き合う心理的支援を行っているた

麻痺の受け止め方の変化を慎重にみながら，電動

め，今回の結果を患者・家族の問題解決に役立て

車椅子，訓練，退院先，今後の見通しについて話

たい．

をする瞬間を計らっていた．また希望する生活を
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回復期リハビリテーション病棟における退院後訪問実施に向けた介入
── 理解が不十分な項目に焦点を当てた勉強会の効果 ──
神谷千春，千田知世，山下静里奈，藤川

翼，荒木真梨子，岩本妙子，広瀬由香里

富山県リハビリテーション病院・こども支援センター看護局看護部

【目的】A 病院 B 病棟では指導料に関わらず，患
者家族が安心して自宅退院し在宅医療を継続でき
るよう退院後訪問を実施している．前年度の退院
後訪問件数は

件であった．そこで退院後訪問が

（

％）であり，その内容は，実施方法

退院後訪問対象者

名（

名（

％）
，

％）であった．そこで

「実施方法」については，目的，支援内容，訪問
方法及び手順を，
「退院後訪問対象者」について

実施できない要因を明らかにし，退院後訪問の理

は，該当する医療ケアを中心に勉強会を開催した．

解を深める介入を行い，退院後訪問の実施件数の

また，繰り返し視聴できるよう撮影したビデオを

増加に向けて取り組んだ．

活用することで知識を深めた．勉強会

【方法】A 病院 B 病棟に勤務する看護職員

名

（以下，看護職員）に対し退院後訪問の実施困難

アンケートを実施し，看護職員
回収数

（回収率

ヶ月後に

名に配布し，

％）であった．アンケート

な要因を明らかにするため，
「退院後訪問の実施

結果から勉強会が退院後訪問の理解，実施意欲の

意欲」
「退院後訪問の理解」の項目に対し選択形

向上及び，実施に繋がったかを評価した．
「退院

式，または自由記載するアンケートを独自に作成

後訪問の理解が深まった」が

し実施した．退院後訪問について勉強会を実施し，

院後訪問を実施したい」は

カ月後に再度アンケートを実施した．勉強会が
実施意欲の向上や，理解の変化にどう影響したか

名（

％），「退

名（

％）の回答

であった．退院後訪問の経験者は

％ 増え，退

院後訪問の実施回数は

件から

件と増加した．

【考察】アンケート結果から，看護職員の退院後

の効果を評価した．
【倫理的配慮】看護職員に拒否権，プライバシー

訪問を実施したいと考える一方で，退院後訪問の

の保護，研究の趣旨と研究方法を口頭と文面で説

理解が不十分な項目が明らかとなった．看護職員

明し同意を得た．A 病院の看護倫理委員会の承諾

が正しく理解することで，目的に鑑み退院後訪問

を得た．

の対象者を選定したり，実施のイメージを持つこ

【結果】看護職員
数

（回収率

名にアンケートを配布し回収
％）であった．アンケート結果

により，看護職員の退院後訪問を実施したいと回
答した者は

名（ ％）であった．退院後訪問

の理解が不十分であると回答した者は

26

名

とができたことで，退院後訪問の実施回数の増加
に繋がったと考える．
【結論】退院後訪問が実施できない要因を明らか
にし，勉強会を行ったことで看護職員の退院後訪
問の理解を深め，実施件数の増加に繋がった．
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回復期リハビリテーション病棟において
入院時訪問に病棟看護師が同行することの効果
髙田みつ美，寺川

香

医療法人社団洛和会洛和会音羽リハビリテーション病院看護部 A 病棟

【目的】A 院では，患者の発症前の生活様式の確

共感】【多様となった訪問観察の視点】【本人・家

認と患者宅の周囲を含めた住環境の評価を目的に

族の思いへの接近の機会】の

入院後

された．

週間以内に，入院時訪問を行っている．

入院時訪問は従来，患者の同行は伴わずセラピス

カテゴリーが抽出

【考察】回復期リハビリテーション病棟に勤務す

月から，病棟

る看護師が入院時訪問に同行する効果は，病棟看

看護師もセラピストとともに患者宅を訪問するこ

護師が初めて患者宅に足を踏み入れることで，本

とになった．そこで，本研究は，回復期リハビリ

人・家族の思いへの接近の機会となり，患者の自

テーション病棟における退院支援に向けた入院時

宅での生活など，患者の在宅療養のイメージ化が

訪問の現状を調査し，入院時訪問に病棟看護師が

できた．また，セラピストと共に自宅環境を把握

同行する効果を明らかにすることを目的とした．

することで，訪問観察の視点が多様化し，知り得

【方法】回復期リハビリテーション病棟に勤務す

た情報を職種間で共有・共感することができた．

トのみで行っていたが，令和元年

名およびセラピスト

病棟看護師は入院療養環境をあたりまえのものと

名を対象に，半構成的面接法を用いて，「入院

認識しているために，患者の在宅療養環境との間

時訪問に病棟看護師が同行する効果」について，

にギャップが生じている．病棟看護師が入院時訪

データ収集を行った．得られたデータを基に，遂

問に同行することで，そのギャップを埋めること

語録を作成した．遂語録の中から，
「入院時訪問

ができ，患者の在宅でのイメージがリアルなもの

に病棟看護師が同行する効果」に関する語りを抽

となり，より効果的な退院支援につなげることが

出し，意味内容の類似性と差異性に従い集合体を

できたと考える．

る同行訪問を行った看護師

形成し，カテゴリー化した．
【倫理的配慮】本研究は，A 病院倫理委員会で承
認を得て実施した（承認番号： 号）．また，研
究参加者へ口頭と書面にて説明し，書面で同意を

【結論】回復期リハビリテーション病棟における
入院時訪問に病棟看護師が同行する効果として，
以下のことが明らかになった．
．早期の段階での本人・家族の思いへの接近の
機会となり，患者の自宅での生活など，患者

得た．
【結果】研究参加者の平均経験年数は，看護師は
年で，セラピストは

年であった．また，

の在宅療養のイメージ化ができた．
．セラピストと共に自宅環境を把握することで，

入院時訪問の平均訪問経験回数は，看護師は

訪問観察の視点が多様化し，知り得た情報を

回，セラピストは

職種間で共有・共感することができた．

回であった．分析の結果，回

復期リハビリテーション病棟における入院時訪問

．これらの効果によって，病棟看護師が入院時

に病棟看護師が同行する効果として，
【患者の在

訪問に同行することは，より効果的な退院支

宅療養のイメージ化】
【職種間で生まれた共有・

援につながることが示唆された．
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高次脳機能障害のある患者の在宅生活における内服管理の実態調査
武田

朋，内海

梢，曽根愛美

国立障害者リハビリテーションセンター病院看護部

【はじめに】A 病棟には高次脳機能障害を有する

のコードから【復職による生活変化により内服忘

割以上入院している．退院後確実に内服

れがある】
【薬の内容により内服の必要性に認識

ができることを目的として内服管理訓練を行って

の違いがある】
【薬や処方方法の変化により管理

いるが，訪問看護師から内服自己管理の問題につ

が困難になった】など

いて情報が寄せられることがある．そこで，患者

れた．高次脳機能障害患者の家族の実態：選択回

や家族に退院後の生活を見通した，環境の変化に

答は，指示通りの内服について「できている」

対応できる内服管理指導についての示唆を得るた

名・「どちらかと言えばできている」 名・
「でき

めに実態調査を行った．

ていない」 名，残薬の有無について「ある」

患者が

【目的】高次脳機能障害患者とその家族の在宅に

【方法】調査対象：退院時に自己管理可能と判断

障害患者

歳以上

名とその家族

歳未満の高次脳機能
名の

組を対象とした．

方法：患者・家族へ内服自己管理について構造化
面接を実施した（

組

回，平均

名・「ない」 名，内服の必要性について「必要
である」 名であった．自由回答は，

おける内服管理の実態を明らかにする．

した失語のない

個のカテゴリーが抽出さ

分）．選択回

答は集計し，自由回答はコード化し類似したもの

個のコー

ドから【内服できているかの確認や確実な内服の
ための対策】【高次脳機能障害の知識不足】【患者
の気持ちを尊重し介入していない】と

個のカテ

ゴリーが抽出された．
【考察】
．社会復帰による内服管理への影響：復職後の
生活リズムの変化により内服忘れが増えてい

をカテゴリー化した．
【倫理的配慮】研究目的と内容，研究協力・同意

たため，病棟での内服自己管理は，退院後の

撤回の自由，匿名性保護について，患者と家族へ

生活変化を考慮の上，方法を検討し開始する

書面と口頭で説明し同意を得た．なお，A 病院の

事が重要である．
．処方方法の変化による内服管理困難：退院後

倫理委員会の承認を得て実施した．
【結果】高次脳機能障害患者の実態：選択回答は，

に処方薬を一包化できない事が予測される場

指示通りの内服について「できている」 名・「ど

合には，入院中から PTP シートでの管理を

ちらかと言えばできている」 名・「できていな

訓練する必要がある．

い」 名であり，残薬の有無について「ある」

．高次脳機能障害に対する家族の知識不足：家

名・「ない」 名，内服の必要性について「必要

族は患者が確実に内服するための対策を考え

である」 名・「どちらかと言えば必要」 名・「ど

ていたが介入していなかった．高次脳機能障

ちらかと言えば必要でない」 名であった．内服

害についての知識を深め，入院中から家族が

薬の処方方法について，PTP シートの処方が

共に内服管理をする習慣をつける事が重要で

名，一包化が

ある．
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名であった．自由回答は，

個
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回復期リハビリテーション病棟における脳卒中患者の
在院日数に影響を与える要因
一瀬正伸，向井康人
地方独立行政法人広島市立病院機構広島市立リハビリテーション病院看護科

【はじめに】近年，回復期リハビリテーション（以

数，M-FIM，C-FIM に有意差を認めた．χ 検定

下，リハ）病棟では在院日数の短縮が求められて

では，退院先，認知症ケア加算に有意差を認めた．

いる．本研究では，A 病院における脳卒中患者の

ロジスティック回帰分析では，年齢（OR：

在院日数に影響を与える要因について調査した．
【目的】脳卒中患者の在院日数に影響を与える要
因を明らかにすることである．
【方 法】

年

月

日〜

％CI：
CI：
‐

年

月

日まで

‐

‐
）の

），急性日数（OR：

），M-FIM（OR：

，

，

，
％

％CI：

項目に有意差があり，影響要因

として抽出された．

に入院し退院した脳卒中患者（シャント造設術後， 【考察】年齢が在院日数の影響要因であり，年齢
急性期への転院を除く）

例を対象とした．電

が上がると在院日数は短くなる．成人期の患者は

子カルテより性別，年齢，急性期在院日数（以下，

機能回復の期待度が高い傾向にあり，老年期の患

急性日数），機能的自立度評価法（以下，FIM）の

者は介護を要する生活を考慮できる傾向にあると

入院時運動 FIM 得点（以下，M-FIM），入院時認

考える．年齢層によって機能回復の期待度に差が

知 FIM 得点（以下，C-FIM），家族構成，住宅状

あるため，在院日数に影響していると考える．回

況，退院先，認知症ケア加算，病型を集計した．

復期リハ病棟入院早期から退院後の生活イメージ

在院日数は平均

を本人・家族，他職種で共有し，定期的に再確認

A 群）

日であり，

例 と，

日未満群（以下，

日 以 上 群（以 下，B 群）

群に分類した．群間比較として t 検定，χ

例の

し計画性のあるリハ看護とリハ医療を提供するこ
とで在院日数を短縮できる可能性がある．

検定を行った．次に，A 群と B 群を目的変数，

急性日数が影響要因であり，急性日数が長いと

年齢，性別，家族構成，退院先，急性日数，認知

在院日数も長くなる．また，M-FIM も影響要因

症ケア加算，M-FIM，C-FIM の

であり，身体機能が低いほど在院日数は長くなる．

項目 を 説 明 変

数とし，ロジスティック回帰分析を行った．統計

これらから，急性期での治療後迅速に回復期リハ

ソフトは EZR を使用し，有意水準は

病棟へ転院し，集中的な入院リハ医療を提供し，

％ 未満と

身体機能を向上させることで，在院日数を短縮さ

した．
【倫理的配慮】所属施設の倫理委員会の承認を得

【結論】急性期病院から早期に受け入れ，退院後

て行った．
【結果】対象者の属性は，年齢
日数

±

±
は自宅
有

せることができると考える．

日，M-FIM

点，男 性
名，非自宅

名，無

±
±

名，女 性

歳，急性

の生活イメージを本人・家族，他職種で共有し，

点，C-FIM

リハ看護とリハ医療を提供し身体機能を回復する

名，退 院 先

ことで，在院日数短縮へと繋げられる可能性があ

名，認知症ケア加算は，

ることが明らかとなった．

名であった．t 検定では，急性日
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■ 一般演題発表（口演）■

0‑

アドバンスケアプランニング（ACP）導入に対する
神経難病・整形外科疾患患者・家族の認識
海木千絵，山崎尚子
広島県立障害者リハビリテーションセンター看護部

【目的】病棟看護師が，ACP 導入に向けて，患者

が

％ と，ほとんど知られていない状況であ

家族の ACP に対する認識と医療従事者に望むこ

った．そのため，入院をきっかけとして，ACP

とを明らかにする．

についての認識を進めていくことは，導入に向け

【方法】神経難病・整形外科疾患患者と家族（

ての第一歩と考える．導入には，ポスターなどの

名）を対象にアンケート調査を施行．①単純集計， 視覚的なものより，看護師などの医療従事者によ
るものを望んでおり，看護師が，リーダーシップ

②自由記述のカテゴリー分析を行った．
【倫理的配慮】対象者に研究趣旨を説明し同意を

を発揮し，多職種と協働して支援チームを結成し

得た．また，A 病棟の倫理委員会の承認を得た．

ていくことが必要である．したがって，まず看護

名

師は，ACP についての必要性・意義を理解する

％），ACP に基づく意思決定支援について

と共に，支援者間のシームレスな連携を図るスキ

【結果】ACP を「知らない」と回答したのは
（

％）だっ

ルや話し合いのベストなタイミングについて，勉

た．しかし，実際に話し合ったことがあるかの問

強会を構築していかなければならない．また，
「援

いに「ない」と回答したのは

助技術」の

は「賛成」と回答したのは

名（

名（

％）だ

つである一貫し継続的な働きかけを

った．また，知るきっかけとなった，あるいはな

するためには，情報を記録に残し，そのプロセス

り得ると考えられる媒体について「メディア」と

をフィードバックした上で話し合い，カンファレ

回答したのは

ンスを実施することが大切である．そして，最も

名（

療従事者から」は
ターなど」は

名（

％），「家 族・知 人・医
％），「文献やポス

忘れてはならないことは，患者家族から一番望ま

％）だった．医療従事者

れている「共感してくれる人」であり続けること

名（

つのカテゴリーが抽

である．そのためには，自身のコミュニケーショ

出された．一番多かったのは，気持ちに寄り添っ

ン能力や感性・人間性を豊かに磨き続けることが

て欲しい，患者目線で何事も進めて欲しいなどの

重要である．今後，これらの取り組みを行い，患

「共感してくれる人」．その次に，一貫したケアを

者家族に寄り添った ACP 導入を図っていきたい．

に望む自由記述の問いでは

行って欲しい，わかりやすく前向きな気持ちにな
れるものがあれば良いなどの「援助技術」
．その
他に「支援者間の連携」や「話し合いのベストな

【引用文献】
）厚生労働省（

）：「平成

年度人生の最終段階におけ

る医療に関する意識調査結果（確定版）
」（https : //www.

タイミング」があった．患者と家族との結果に有

mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/

意差は見られなかった．

0000200749.pdf）．

【考察】アンケート結果より，患者家族の ACP に
対する認識は非常に低かった．同様に，厚生労働
省が調査した一般国民による認知度も「知らない」
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）角田ますみ：患者・家族に寄り添うアドバンス・ケア・
プランニング；医療・介護・福祉・地域みんなで支える
意思決定のための実践ガイド．メヂカルフレンド社，東
京（

）．

■ 一般演題発表（口演）■

0‑

経肛門的洗腸療法の教育入院における統一した指導に向けた
教育プログラムの作成
大石紘加，阿部さやか，桝野智子，松本友紀，高橋理子
兵庫県立リハビリテーション中央病院看護部

【はじめに】脊髄損傷や二分脊椎の患者は，膀胱

対象患者の情報は個人が特定できないよう番号表

直腸障害による重度の便失禁や便秘症など難治性

記とした．看護師は無記名式質問用紙とし，参加

の排便障害に悩むことが多い．A 病院ではこれら

の自由意志及び結果の公表について説明し，書面

の患者を対象に

による同意を得た．

年

月よりペリスティーン

アナルイリゲーションシステムを用いた洗腸の教

【結果】看護記録からの情報収集では，看護師に

育入院を開始した．既存のチェックリストを用い

よって記録の具体性にばらつきがあった．質問紙

て指導を行っているが，看護師の技量や知識・判

調査では，看護師間で統一した指導が行えている

断により，関わりや指導にばらつきが生じている．

と思わない・やや思わない

そこで，洗腸の教育入院において，看護師間で目

院のゴールは退院後に本人が自宅で実施可能だと

標や教育内容を共通認識し，統一した指導が行え

思えることが半数以上を占め，次いで手技の獲得

るようなツールが必要であると考えた．

という回答であり，看護師間で教育入院の到達目

【研究目的】洗腸の教育入院において，看護師間

％ だった．教育入

標の認識に差があることが明らかになった．また，

で目標や教育内容を共通認識し，統一した指導が

既存のチェックリストが複数あることで，使用が

行えるよう教育プログラムを作成する．

煩雑になり活用できていない現状があることがわ
かった．これらの結果を基に教育プログラムを作

【研究方法】

成した．

．デザイン：アクションリサーチ．
．期間：

年

月

．対象：

年

月〜

年

月

日． 【考察】看護師が患者指導において必要とする情

月に洗腸の教

報は多岐にわたるが，情報収集のポイントを明確

名，A 病院 B 病棟での

にすることで，すべての看護師が同じ水準で情報

年以上，かつ洗腸に関わった看護師

を収集し，記録出来ると考える．また，プログラ

育入院をした患者
勤務が

日〜
年

名．

ムに使用時期を明示することで，指導に用いるチ

．データ収集方法：対象患者の看護記録より情

ェックリスト，パンフレットを活用できることが

報収集．看護師は経肛門的洗腸療法の指導の

重要である．さらに，教育入院の到達目標の認識

現状に関する質問紙調査を実施．

の差が指導内容の差に繋がる可能性があるため，

．分析方法：看護記録から収集した情報と質問

目標の統一が必要である．教育入院の明確な目標

紙調査の回答をコード化し，類似項目別にカ

設定とその到達目標に即した日々の目標を入院期

テゴリー化して分析した．

間・経過に合わせて設定することが解決策となる

【倫理的配慮】所属施設の看護部の承認を得た．

のではないかと考える．
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■ 一般演題発表（口演）■

0‑

回復期リハビリテーション病棟の円滑かつ適切な
病床管理への取り組み報告
── 入院状況把握シート運用報告 ──
白井ゆう子，山崎律子
社会福祉法人聖隷福祉事業団浜松市リハビリテーション病院看護部管理室

【はじめに】A 病院は回復期機能を有し， ％ 以
上が急性期病院からの紹介入院である．回復期リ

【結果】
．シート項目：①重症度は平均

ハビリテーション病棟（以下，回リハ病棟）は入

に対して

院料

均

の施設基準を維持する為，重症度の割合が

人受けていた．②脳血管リハ率平

％ 前後推移，③脊損／ALS 名・経管栄

低くなると集中的に重症者を入院させ，業務量は

養・日常的吸引患者数

増加し忙しくなる．忙しくなると集中的に軽傷者

摂食訓練・食事介助患者数

を入院，状況は落ち着く．一般病棟は周術期患者
の受け入れで日常的に業務量が多い．病棟の業務

人／月の入院

〜

名以内で推移，④
名前後で推移．

名となることがあった．

．職場長からの聞き取り結果： ）開始

ヶ月後

量の急激な上昇と下降はスタッフのモチベーショ

はシートへの情報入力が不十分であったが入

ンを下げ，ケアの質の低下に繋がる．今回，病棟

力に慣れ， ヶ月後は日常的に情報更新でき

業務の平準化目的で，入院患者の状況を一元化し

た． ）重症者を具体的な数で把握した． ）脳

患者の現状を可視化できる入院状況把握シート

卒中の患者割合は目標値

％ の維持に努め

（以下，シート）を作成，活用に取り組んだ．病

た． ）管理者と在宅支援室がシートを基に入

床の状況を把握し病床管理する項目を，①日常生

院受け入れに関するやりとりを日々行った．

活機能評価

点以上（重症度），②脳血管リハ率，

）開始

ヶ月後にはシート項目①〜④から病

③脊損／ALS・経管栄養・日常的吸引患者数，④

棟状況を具体的な数で把握し，積極的に患者

摂食訓練・食事介助患者数とした．その取り組み

の受け入れをコントロールした．
．どの項目も大きく上回ったり下回ったりする

結果について報告する．

ことはなかった．

【目的】シートの運用結果から患者の受け入れを
コントロールできたかを明らかにする．

化し可視化することで，何が病棟を忙しくさせて

【方法】
．

【考察】シートは病棟を忙しくさせる項目を一元

年

月から

年

入院患者に対しシート上記

月の

ヶ 月 間．

項目を抽出する．

いるのか確認する事ができ，病棟の状況を共有す
るツールとなった．また病棟状況を具体的に把握

．シートの活用状況を職場長から聞き取りする．

する

．上記

な患者像が明確となり，病床管理に対する前向き

， より病棟の状況変化から効果を確

認する．
【倫理的配慮】本研究は A 病院倫理委員会の承認
を得て実施した．

項目は有効であった．入院をうける具体的

なコミュニケーションも進んだ．その結果，適切
な病床管理に近づいた．今後は 入院病棟決定前
に各職場が病棟業務の平準化のための病床管理へ
と進めていくためにシートの運用を進めより円滑
かつ適切な病床管理に繋げていきたい．
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■ 一般演題発表（口演）■

0‑

褥瘡のある頸髄損傷者と看護師の思いの不一致とその要因
── プロセスレコードを活用して ──
武田栄子，鬼童浩子
吉備高原医療リハビリテーションセンター

【はじめに】入院中の頸髄損傷者の臀部に褥瘡が

き接していた．患者が介入時に発した痛みに対し

発生した．悪化予防のため創部の除圧に効果的な

て共感的な理解を示すことができなかったのはこ

体位交換を勧めたが，肩の痛みのため受け入れる

のような心理状況が影響したと考える．看護師が

ことが困難で協力的でない患者との関わりをプロ

否定的感情を持っていたと同じく，患者も看護師

セスレコードで振り返った．プロセスレコードで

に不信感を抱いていた可能性があり，互いに思い

患者とのコミュニケーションを内省し，頸髄損傷

の不一致が生じていたにも関わらず，その感情を

患者の看護で必要な患者との関わりについて検討

活用する手段を講じることをしなかった．宮本は，
「患者との人間関係の構築と維持には，率直な感

したので報告する．
【目的】頸髄損傷者に対する看護師の関わりのあ

情表現と前向きな姿勢でコミュニケーションを成

り方を検討するために，患者と看護師の間で思い

立させていく能力，感情活用が必要である．
」）と

の不一致が生じた要因を明らかにする．

述べている．この事例で，コミュニケーション力

【方法】本研究は事例研究で，対象は A 病院入院
中の頸髄損傷者

名と，A 病院看

ることの重要性について理解できた．これは患者

護師の研究者自身である．データ収集方法は患者

との人間関係の構築に大きく影響すると考える．

との看護場面で，看護師が患者との間に思いの不

プロセスレコードによる具体的な場面の再構成は，

一致を感じ，看護介入で困難さを感じた三場面に

看護師自身の感情の動きに注目でき，患者に与え

ついてプロセスレコードを作成し，時系列で表を

た影響も振り返ることができた．この内省はその

作成した．データ分析方法は三場面をウィーデン

時気づかなかった様々な自分の感情を発見するこ

バックによる自己評価の

とができ，さらに患者の感情の理解を深めること

究期間は

年

歳代の男性

を高めるために，相手や自分自身の感情に注目す

項目から検討した．研

月から

年

月である．

に繋がったと考える．

【倫理的配慮】本研究は A 病院の倫理委員会の承

【結論】看護師の否定的感情や患者の不信感が両

認を得た．対象者に書面と口頭で研究の意義，目

者の思いに不一致を生じさせていた．患者との関

的，プライバシーの保護等を説明した．また，研

わりには，患者や自分自身の感情に注目しコミュ

究後いつでも撤回でき，不利益を受けないことを

ニケーション力を高めることが必要である．

説明し同意書に署名を得た．
【結果・考察】プロセスレコードの三場面で看護
師は，患者が褥瘡の治療や予防に理解を示さず，
看護師の介入に協力的でない患者に対して否定的

【引用文献】
）宮本眞巳：感性を磨く違和感の対自化．日本保険医療行
動科学会雑誌， （ ）： ‐ （

）

な感情を持続させており，患者に心理的距離を置
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■ 一般演題発表（口演）■

0‑

人工膝関節置換術後患者の疼痛コントロールと
リハビリテーションに関する文献研究
橘

俊樹 ），大曽根裕樹 ），百瀬修久 ）

）東邦大学医療センター大森病院， ）千葉みなとリハビリテーション病院， ）東邦大学看護学部

【目的】本研究は，人工膝関節置換術（以下，TKA）

て検討している文献】 件，
【TKA 術後回復期の

を受けた患者の疼痛コントロールとリハビリテー

疼痛コントロール方法について検討している文

ション（以下，リハビリ）の関係を文献研究によ

献】 件，【疼痛と患者の認知が疼痛に関与して

って明らかにすることを目的としている．

いることを調べている文献】 件，
【TKA 術後患

【研究方法】研究デザインは，文献研究とした．

者の疼痛に影響する因子について検討している文

わが国の TKA 術後の疼痛コントロールとリハビ

献】 件であった．調査方法は，前向きな比較検

リに関する研究を，以下の手順で収集した．デー

討で

件，症例報告が

タベースとして医学中央雑誌 WEB 版を用いた．

査が

件であった．

件，後ろ向き聞き取り調

年に集録された

文献の中では，TKA 術後の創部や関節内の疼

原著論文のうち，「TKA，術後，疼痛コントロー

痛のコントロールについて様々なアプローチを図

ル，リハビリテーション（リハビリ）
」という言

っており，早期リハビリ（離床，膝の屈曲・伸展，

葉をタイトル，又は抄録に含むものを検索した．

歩行など）を促していくためには必要不可欠な介

その結果，

入であることが述べられていた．

年

月に，

年から

件を抽出した．TKA 術後の患者が

抱える疼痛に対するコントロールがリハビリに臨

【考察】筆者らは，TKA の術後の疼痛コントロー
ルを看護記録から調査し振り返りを行ってきた．

む患者に与える影響について検討した．
【倫理的配慮】医学中央雑誌 WEB 版において検

その中で，疼痛コントロール方法の記録や，多職

索可能であり，すでに出版されている文献を対象

種間での疼痛コントロールに対する情報共有の重

とし，分析するにあたり著作権を侵害しないよう

要性について示唆を得た．
TKA 術後の疼痛はコントロール方法によって

出典を明確にした．
【結果】抽出した文献を読んでいく中で，

年

もピークは異なるが，術後

週間頃には，創部や

以前の文献では，神経ブロックと硬膜外麻酔の比

関節内の疼痛は軽減する．術後

較・内服コントロールの事について検討している

トロールが良好であれば，患者の早期リハビリへ

文献が多くみられたが，

の参加が見込まれ膝の屈曲・伸展の角度の拡大や，

年以降の文献は，

週間の疼痛コン

神経ブロックの種類と疼痛・多剤カクテル注射の

ADL 拡大がスムーズに行えるようになると考え

効果に触れた文献が増えていることが動向として

る．

見られた．

また，多職種間での疼痛コントロール方法の記

概要としては，
【各種神経ブロックでの疼痛コ

録をし，共有することが，患者の術後疼痛コント

ントロールについて検討している文献】 件，
【多

ロールを更に高め，患者の早期リハビリ参加に繋

剤カクテル注射の内容と疼痛コントロールについ

がると考える．

34

■ 一般演題発表（口演）■

0‑

情報管理システムを用いた多職種共有の「患者基本」の管理
── 新電子カルテ導入に伴う入力方法の周知と入力率向上の取り組み ──
内藤ユカリ，白井ゆう子
浜松市リハビリテーション病院

る（

【はじめに】A 病院は，今まで「患者情報」は各

月・

月）．

職種が，それぞれに把握しており，集約されてい

【倫理的配慮】A 病院の倫理委員会の承認を得た．

なかった．そのため看護から多職種へ，多職種か

【結果】 ， は

月に各職種間で入力担当項目を

ら看護への情報をその都度確認するという状況が

決め， 月に職種別に色別したシートを作成し全

みられた．そこで，

職場に配布した． ， は，NR 診療録委員会に

年度，新電子カルテ導

入に伴い，多職種間で情報の共有をはかる為に，

て，入力率が

電子カルテ情報管理システムの「患者基本情報」

し， 回目の監査を行った． 回目の監査結果を

（以下，患者基本）を活用し，各職種（看護・療

％ 以上となるよう目標値を設定

各職場に「診療録ニュース」として配信し

回目

法士・相談室・在宅看護・薬剤・検査・医事・栄

の監査までに入力率の向上をはかった．結果

養）が担当する項目を決め，入力，更新をする事

目の監査結果は導入後

とし，情報が一元化される事で病院情報システム

い事や，評価基準が曖昧であっため，看護は

を円滑に運用するための体制を整えた．

〜

【目的】看護・療法士（以下，NR）が担当する「患

％，療法士は

も低値であり，

回

ヶ月で実施時期が間もな

〜

％ と共にどの 項 目

％ にも満たなかった． ヶ月経

者基本」の必須項目の入力状況を確認し，課題を

過した時点の

回目の監査では，目標の

明らかにする．

は未達であったが項目別では

〜

％に

％ の向上

がみられた．

【方法】

【考察】導入後

．各職種別に入力する項目を決める．

ヶ月と半年経過時点での入力状

項目を職種別に色別したシ

況は一部改善したが大差はみられなかった．その

ートを作成，配布しシートを元に情報を入力

ため入力率を向上，維持するには，導入前の十分

する．

な説明と導入後の周知を継続していく必要がある

．「患者基本」の

．NR が協働で行う NR 診 療 録 委 員 会 で，NR
が入力する「患者基本」の項目の中で必須と

と考える．
【まとめ】電子カルテ情報管理システムを活用し

項目，看護：①アレルギー

た患者情報の一元化は初めての試みであった．今

記載，②かかりつけ医（町名・病院名），③

回の取り組みは，多職種間で情報を共有し，業務

家族構成，④連絡先（氏名・電話番号・続柄）

を円滑に進める上で必須である．各々が必要事項

と療法士：①家屋情報用紙の配布状況，②家

を滞りなく入力し，追加，修正することで，常に

屋情報の入力に焦点を当て，記録監査を実施

新しい情報が更新される事は，患者の退院支援を

する．

円滑に進めていく事に繋がる．今後も各担当職種

なる

．対象は

項目中

病棟から各

名抽出し

月と

月

に実施する．

が滞りなく入力できるよう監査，ニュースの発行
を継続して周知に務めたい．

．監査結果を「診療録ニュース」として配信す
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■ 一般演題発表（口演）■

0‑

学童期の患児に対する就学への取り組み
西山由美，小山真州美，増尾美津穂，石井寿実
社会医療法人三車会貴志川リハビリテーション病院

【はじめに】学童期は日常生活習慣を確立し自立

った．学校生活に向け母親と離れて過ごす時間が

に向かう時期にあり，安定した成長期に入る反面，

拡大したことで，介護負担の軽減にもつながり，

自我の発達も著しく身につけた生活習慣も乱れや

信頼関係の構築にもなった．退院時まで：生活リ

すい．また，入院に伴い不安や心配・恐れがあり，

ズムが修正され離床時間が徐々に延長し，座位保

安心して治療を行う上でサポートする家族への指

持での学習時間の充実が見られた．入院

導や支援を行うことが大切である．今回，右大腿

から自主的に学習に取り組む習慣づけができ，機

骨骨幹部骨折で創外固定中の児に対し，多職種で

能訓練にも積極的に取り組み始めたため，自主ト

就学支援プログラムを検討する事で ADL の向上

レを時間割に導入，段階的に拡大した．スタッフ

と自立に向けた変化が得られたので報告する．

と笑顔で過ごすようになり，退院までに就学に必

【研究方法】対象：学童期（小学校

年生）男児．

ヶ月目

要な ADL を段階的に拡大し獲得することができ

ヶ月．内容：就学に向けて必要

た．患児の意欲や機能レベルに合わせてプログラ

な生活リズムの改善・維持に取り組み，毎週多職

ムを充実させていくことで，更新した内容を楽し

種で児の状態をアセスメントし，日常生活動作獲

みにするようになった．

期間：入院から

得への支援を段階的に実施した．倫理的配慮：倫

【考察】今回，状態と発達ニーズに沿ったプログ

理委員会の承認を得て，個人が特定されないよう

ラムを定期的に多職種で検討・統一した支援を提

に配慮した．

供したことは，児がスタッフと過ごす時間が延長

【結果】入院時：創外固定が母子共にショックで， し，母親にも安心感を与え，介護負担の軽減につ
母子一体化の状態で，殆どをベッド上で過ごし，

ながった．早期に信頼関係を築いたことで，就学

スタッフとの関わりも拒否的であった．そこで，

への意欲低下を最小限にし，社会性の向上につな

時間割を参考に就学支援プログラムを作成した．

げる事ができた．自主トレへの取り組み開始は，

好きなキャラクターを載せた時間割は導入がスム

現状の受け入れや復学への意欲の現れではないか

ーズで，時間を意識して行動するようになり母子

と考えた．

一体の生活リズムの改善とコミュニケーション拡

【まとめ】学童期は特に社会性を築き，心の変化

ヶ月まで：就学支援プロ

が大きい．成人や高齢者と異なり通常の看護スキ

グラム；①生活リズムの改善・維持，②シャワー

ルだけでなく，子供の生活環境を整え一人ひとり

浴の確立，③学習時間の習慣化，④自主トレ開始

の成長発達に応じ，自立支援する．そして，学校

と充実，⑤歩行能力確立と拡大の更新．毎週，定

という家庭以外の社会へ再適応するための支援と

期的に多職種と情報共有し，統一した支援を提供

本人・家族への精神的支援が不可欠である．

大につながった．入院

することで医療スタッフとの時間の延長につなが
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■ 一般演題発表（示説）■

P‑

短期記憶障害による抑うつ症状を伴った患者への
生活場面でのリハビリテーション効果
兼子枝都恵
いわてリハビリテーションセンター

【はじめに】辺縁系脳炎による短期記憶障害のた

タッフに話しかける機会となり発語が増えた．動

め抑うつ状態の患者に回復期リハビリテーション

きは機敏で周囲の様子を見て，他患者へも声かけ

病棟における多職種介入を行った．そのなかで看

しながら行うことができた．シーツ交換もスタッ

護師が実施した残存能力の自覚による社会参加意

フ同様のスピードでテキパキ行い，生き生きとし

欲の向上を目標とした生活場面でのリハビリテー

ていた．記憶障害の改善は見られなかったが，

ションの効果を検討した．

回目の外泊で夫より「食事の準備や洗濯をやって
か月間．A 氏・

きました．様子を見に来ていた母も良くなって良

代・女性，職業は看護師．辺縁系脳炎による

かった，これなら家にいても安心だね，と喜んで

短期記憶障害治療後の抑うつ，不安，意欲低下の

いました」と報告があった．本人も「楽しかった

ため入院となった．ADL は自立しており，発症

です」と笑顔であったことから自宅退院となった．

【事例紹介】研究期間：

年の

前の事柄や人は覚えているが，起床や食事の時間

【考察】看護師として長年勤め，家庭では母や妻

を覚えられず，声かけと誘導が必要であった．病

としての役割を発揮してきた方が，短期記憶障害

棟内で迷うことがあり，午前中は「頭がボーッと

により悲嘆にくれていた状態であった．病前にで

する」と臥床して過ごし，夕方に起きてテレビを

きていたことを生かして病棟での生活時間に実施

見たりしていた．自分が行ったことや出来事は数

したプログラムにより，自分の価値を再確認でき，

分で忘れるため，看護師としての復職が難しい状

少しずつ前を向けるようになったと考える．橋本

態であった．

は ）高次脳機能障害患者に対しては，何が問題か

【倫理的配慮】A 氏と夫へ研究の目的，自由意志

にフォーカスを当てるのではなく，何ができるの

による参加，匿名性の厳守について文書で説明し

か，周囲に何をしてあげられるのかを見つけてポ

同意を得た．

ジティブな行動支援をすることが必要と述べてい

【結果】病棟では看護師と一緒に今日やることを

る．できることを見つけ，障害後の人生にも価値

付箋に書いてホワイトボードに貼り，終わった時

があることを感じられるような個別性のある支援

に「やったこと」の項目に移動した．次に，生活

が必要であることを再認識した．

リズムの構築と日中の活動量の向上のために，家
事と復職の訓練として食堂のテーブル拭きと週
回のシーツ交換を提案した．テーブル拭きは毎食
率先して行い，自ら下膳も行うようになった．ス

【引用文献】
）橋本圭司：生活を支える高次脳機能障害リハビリテーシ
ョン．

，三輪書店，東京（

）．
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■ 一般演題発表（示説）■

P‑

回リハ病棟入院生活を充実させるために患者目標を共有した
看護チームのあり方
── 自主訓練を看護師が支援することを通して ──
松原昌子
一般社団法人巨樹の会赤羽リハビリテーション病院看護部

【はじめに】A 病棟ではより良い回リハ看護の提

調，易疲労性．目標：自宅退院後開業歯科に復職．

供について迷うスタッフが多い．訓練以外の

患者目標に合わせ， 週間ごとの短期目標を設定

時間を看護師が看護計画に基づき自主訓練（リハ

し患者・家族と共有．患者目標を評価した看護師

ビリ時間以外での病棟での自主的な訓練，ここで

へのインタビュー結果は，
「情報共有になった」
「最

は歩行練習）を行い，患者・家族に深くかかわる

初は上手く誘導できなかった」という意見があっ

ことで，病棟生活が充実し患者が望む退院生活を

た．自主訓練に関する記録より抽出した要素は
，サブカテゴリーは

送れる看護を展開できたので報告する．

で「自主訓練に対し拒否

【目的】患者目標を共有し看護チームで自主訓練

や消極的な発言」「妻と自主訓練」「自主訓練に対

を支援する事で回リハ病棟の入院生活が充実し，

する意欲的な内容」
「患者の意思で考える積極性

看護師のケアへの意識が変化する．

のある内容」
「自主訓練の成果，歩行のプラスの
要素」．カテゴリーは

【研究方法】
．期間：

年

月〜

積極的」となった． 年以上・

月．

．場所：B 病院 A 病棟．
．対象看護師：
満

年未満共にサブ

カテゴリーとカテゴリーの内容は同じ．看護師と

名（回リハ経験年数

人， 年以上

で「拒否・消極的」
「意欲・

年未

自主訓練できなかった回数

回．内

回は「妻

と一緒にやる」という理由． 年未満では

人）．

年以上では

．研究デザイン：実践研究．

％，

％ が実施できなかった．

．データ収集方法：①自主訓練の記録を収集，

【考察】患者目標を看護チームで共有し，自主訓

②アセスメントを収集，③計画の変更内容の

練を支援する事は患者の日々の感情を知ることに

収集，④複数看護師で患者目標を評価，⑤評

なった．自主訓練を計画通りに実施できた場合と

価したことの感想をインタビュー．

できなかった場合には，経験年数により差が出た．

年以上の看

短期目標を明記することで患者に強い動機づけが

護師の記録から自主訓練の誘導方法とインタ

できる．毎日看護師・妻と自主訓練を実施し短期

ビュー内容をカテゴリー化した．

目標の達成を繰り返した．入院期間の後半には患

．分析方法：経験年数

年未満と

【倫理的配慮】本研究への参加は自由意志である

者は主体的に自主訓練の内容や時間を考えられる

ことを口頭と文章によって説明し同意を得た．当

ようになった．看護師は自主訓練への誘導で患者

該病院倫理委員会の承認を受けて実施した（承認

の意識が変化することを実感できた．

番号：

A‐

【結果】患者：C 氏（
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【結論】看護チーム内で患者目標を共有すること

）．
代）男性，小脳出血，失

により，自主訓練に積極的に関われる．

■ 一般演題発表（示説）■

P‑

経鼻胃管栄養患者に対する看護師の抑制実施と
解除の基準作成のための取り組み
── 実態調査からみえたこと ──
大崎由貴，山﨑順子
東京湾岸リハビリテーション病院

【目的】A 院では経鼻胃管栄養をしている患者の

階病棟

した（承認番号：

‐ ）．

自己抜去予防対策として，転院前の病院からミト

【結果】抜去群，非抜去群を比較したところ，年

ンを装着している場合や入院時の診察で指示理解

齢，性別，麻痺側，SIAS，MMSE ではほとんど

が得られない場合に，家族の同意の下ミトンを装

差がみられなかった．Ns コールの利用状況では，

着することが多い．しかし，ミトンの装着により，

抜去群には利用できる患者がいなかった．自己抜

個人の尊厳を損なうという倫理面における問題と，

去時は様々な理由でミトンがはずれていた．日常

皮膚トラブルの要因や運動制限という機能的な問

生活自立度においては抜去群の平均は C ，非抜

題が生じる可能性がある．過去

年間の日本に

去群の平均は B であった．認知症高齢者自立度

おける先行研究でも抑制に対する看護師の葛藤が

においては抜去群の平均はⅣ，非抜去群の平均は

常に上がっており解決できない問題となっている．

Ⅲb であった．FIM 理解，記憶では，抜去群は FIM

本研究は，A 院の実態調査を行い，不必要なミト

理解

ンの装着がなくなり，また抑制に対する看護師の

解，記憶とも

葛藤を軽減できるよう，A 院における経鼻胃管栄

年

月

日〜

月

以 下 で あ っ た．FIM 理

以上では抜去がなかった．

【考察】日常生活自立度，認知症高齢者の日常生
活自立度は抜去群，非抜去群の数値に差はあるが，

養患者の抑制の基準作成を目的とした．
【方法】対象は

以 下，FIM 記 憶

日の期

ともに身体，認知面に介助が常時必要な状態であ

間，A 院に入院していたすべての経鼻胃管栄養患

るため，ミトン装着の基準にはならないと考える．

者（

人）とし，自己抜去のあった患者（抜去

FIM 理解，記憶ともに 以下では抜去しやすい

群）とな か っ た 患 者（非 抜 去 群）に 分 け，FIM

傾向であるため，ミトンの装着を判断するときの

（Functional Independence Measure；機 能 的 自 立
度評価）
，日常生活自立度，認知症高齢者の日常

指標となると考える．また，FIM 理解，記憶が
以上では自己抜去がなかったため，ミトンの解除

生活自立度判定基準，身体抑制（ミトン）の有無， の指標となると考える．ミトンを装着していない
病名，年齢，性別，SIAS
（Stroke Impairment Assess-

と抜去に至っている結果から，ミトンを外せない

ment Set；脳卒中機能障害評価セット）
，MMSE

現状がある．ミトンの装着による倫理面や機能面

（Mini-Mental State Examination；精神状態短時間

の問題を防ぐことが重要であるため，チューブへ

検査）等について，また，看護記録・インシデン

意識が向かないような工夫を実施し，解除時間を

トレポートから患者の背景を比較・検討した．

設けることが望ましいと考える．

【倫理的配慮】本研究は，A 院の承認を得て実施
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■ 一般演題発表（示説）■

P‑

回復期リハビリテーション病棟における身体拘束ゼロを目指した取組み
── 看護師の行動変化による評価 ──
山本奈緒美，芦田和恵
横浜市立脳卒中・神経脊椎センター回復期リハビリテーション病棟

【目的】身体拘束は，倫理的な問題のみならず，
積極的にリハビリテーションを行い在宅退院を目
指す患者にとって日常生活機能低下や認知機能低

行った．看護師には取組み協力を病棟会で書面と
口頭で説明し承認を得た．
【結果】協力者とともに身体拘束解除の取組みを

下などデメリットが多い．そこで，回復期リハビ

推進した結果，拘束率は，取組み前と

リテーション病棟（以下，回リハ病棟）において

比較すると

身体拘束をゼロにすることを目指した取組みを行

ゼロとなった．また，身体拘束解除後も危険な行

ったので報告する．

動やそれに伴うインシデントの発生は無かった．

％ から

か月後で

％ へ減少し一時的に

身体拘束解除を検討するための根拠となる行動記

【方法】
．研究デザイン：実践的研究．

録・身体拘束解除の視点を含んだ記録は，取組み

．対象：回リハ病棟に入院し身体拘束実施中の

前と

患者と同病棟に勤務する看護師

名．

．データ収集方法：診療記録から取組み前後

から

か月後で比較すると「記事あり」が

％

％ へと変化した．取組み前の看護記録

には，「行動予測がつかないため身体拘束は継続」

か月の身体拘束率を算出し，身体拘束解除の

「体幹抑制帯を予防的に設置」「念のため身体拘束

視点で実施したカンファレンスの内容，身体

は継続」というような内容であったが，取組み後

拘束に関する看護師のアセスメントと介入内

は「ミトンを外すと鼻に手を持っていく行動があ

容を収集した．

るため見守りができないときにはミトンを装着す

．分析方法：身体拘束率と診療記録に示された
看護師の行動を取組み前後で比較した．

る」等の内容に変化した．
【考察】今回，身体拘束ゼロを目指した取組みを

．取組み内容：①研究協力者とともに現状の問

行った結果，看護師の行動が変化し身体拘束率が

題点の明確化と早期の身体拘束解除のメリッ

低下した．また，なるべく身体拘束時間を短縮す

トと問題点の対策を検討，②病棟看護師へ早

るような行動記録やカンファレンスで検討した内

期の身体拘束解除の取組み開始について周知，

容に変化した．これは，取り組み前の看護師は，

③身体拘束解除の取組みについての運用方法

直ちに何らかの身体拘束を実施する傾向にあった

提示と取組みの実施，④話しやすいカンファ

が，身体拘束解除の視点で毎日カンファレンスを

レンスの雰囲気作り．

実施したことで，
「どのようにしたら身体拘束を

【倫理的配慮】A 病院看護部倫理委員会の承認を

せずに看護を提供できるか」と考える習慣が定着

得た．患者へは身体拘束を早期に解除する取組み

し，積極的に身体拘束を実施しない環境を作り，

を書面と口頭で説明し同意書に署名を得るととも

身体拘束ゼロを目指す姿勢へと変化したためと考

に，認知障害がある患者には家族からの代諾を署

える．

名で得た．個人が特定されないようデータ処理を
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■ 一般演題発表（示説）■

P‑

「車椅子の乗り降り・トイレ動作確認表」を用いた
日中排泄動作自立への取組みと評価
池田美枝，清田みき，岩澤世志乃
横浜市立脳卒中・神経脊椎センター

の入棟時・退院時 FIM，平均在棟日 数，日

【はじめに】A 病院回復期リハビリテーション病
年から排泄動作自立支援を目的に

中排泄動作自立までの日数は t 検定を用いて

看護師が評価する旧確認表を使用していたが，

比較．目標共有に関連した看護記録の件数と

棟では，

内容を比較．

年からは新確認表を使用している．新確認

．倫理的配慮：A 病院倫理審査委員会の承認を

表は，患者と目標・課題を共有し，セラピストと

得て実施した．

連携を図ることを目的に，動作の確認項目数を
から

に減らし，患者に分かりやすい表現に

【結果】全入棟患者のうち確認表使用割合は旧確
認表使用者が

変え，運用の見直しを行う等して作成した．

名中

名（

％），新確認表使

名（

％）．入棟時 FIM 運動項

立までの日数を比較し，新確認表の効果を明らか

目は旧確認表使用者が

点，新確認表使用者

にする．

が

【目的】新旧確認表を使用した患者の排泄動作自

用者が

点で有意差なし．入棟時 FIM 認知項目

は旧確認表使用者が

【方法】

認表を使用し日中排泄動作が自立した

名

と新確認表を使用し日中排泄動作が自立した
名．

旧確認表使用者が

年

月〜

年

月〜

月．

．運用方法：旧確認表は自立が見込める患者を

）．平均在棟日数は

日，新確認表使用者が

日

で有意差あり．日中排泄動作自立までの日数は旧
確認表使用者が

．データ収集期間：旧確認表は

点，新確認表使用者が

点で有意差あり（p＜

．対象：入棟した脳血管疾患患者のうち，旧確

月，新確認表は

名中

日，新確認表使用者が

日で有意差なし．看護記録の件数は旧確認表使用
者が

件，内容は看護師に言われて行っている

という記載があり，新確認表使用者は

件で，

対象にトイレ開始時に使用を始め，以降看護

内容は患者が自分の現状を把握し目標をもって取

師が評価を行い必要時セラピストに評価を依

組む記載があった．

頼し自立まで実施．新確認表は全患者に入棟

【考察】新確認表使用者と旧確認表使用者では日

時から使用を開始．入棟翌日に看護師が評価

中排泄動作自立までの日数に有意差はなかった．

し，以降セラピストと三者で，患者の課題に

しかし新確認表使用者の入棟時 FIM 認知点数は

合わせた頻度で自立まで数回，病棟で評価を

旧確認表使用者より

行った．

長しなかった．これは新確認表では運用を見直し，

点低かったものの日数は延

．データ収集項目：確認表使用者数，入棟時・

早期に患者と目標を共有し日常生活の中で繰り返

退院時 FIM，患者と目標を共有した看護記

し取り組んだ成果であると考える．またセラピス

録の有無と内容．

トと病棟で一緒に評価し，連携する機会が増えた

．分析方法：確認表使用割合の算出．対象患者

ことも影響していると考えられる．
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■ 一般演題発表（示説）■

P‑

脳卒中患者の ADL 拡大への意欲の経過について
江連優菜
東京都リハビリテーション病院

点，やる気スコア

【はじめに】ADL の拡大と意欲との関連性につい
て事例を通して検討した結果を報告する．

院

点と大きく改善した．入

ヶ月後に本人と家族も参加し家屋調査を行い，

【目的】脳卒中を発症し，回復期にある患者の ADL

自宅での生活を問題なく過ごせるよう環境調整を

拡大と ADL 拡大のための意欲には関連があるの

した．退院の目途がついたことで，さらなる ADL

か患者

拡大を目指し，退院まで意欲の低下なくリハビリ

事例を通して明らかにする．

【方 法】脳 卒 中 で 入 院 中 の A 氏 の ADL は FIM

を継続することが出来たため，入院

（Functional Independence Measure），意欲はやる

動項目 FIM は

気スコアでそれぞれ同時期に評価し，関連性につ

点，やる気スコアは

ヶ月後の運
点となっ

た．
【考察】入院当初は生活全般について看護師に依

いて検討する．
【倫理的配慮】匿名化し本人が特定されないよう

頼する傾向があったが，リハビリにより自分の目

配慮することを説明，質問紙への協力について口

標ややりたいことが見えてくると，自分でやろう

頭で了承を得た．B 病院倫理委員会で承認を受け

とする意欲が出た．介助を要しながらもトイレで

実施した．

排泄し失禁がなくなったことは成功体験であり，

【実施及び結果】A 氏は入院時食事以外の ADL 全

人でトイレに行きたいという回復希求と意欲が

てにおいて介助を要しており，入院時の運動項目

生まれ，ADL 拡大に影響を与えたと考える．ま

FIM は

点であった．最終ゴールが見えず，リ

た，左上肢でも食事や口腔ケアが出来るようにな

ハビリに対しての意欲が低かったためやる気スコ

ったことで前向きな感情を抱くことができ，ADL

アは

点であった．入院時から離床を促し，本

拡大に向けたリハビリに意欲的に取り組めるよう

人と相談の上，自分でトイレに行き排泄すること

になったと考える．具体的な目標があり，ADL

を目標とした．入院時，移乗全介助で座位保持も

拡大の自覚があったことが意欲に繋がり，やる気

困難であったためベッド上排泄としていたが，座

スコアの値にも大きく影響したと考える．また，

位バランスが安定したため，担当理学療法士と連

ADL が拡大している状況や，目標を達成できた

携しトイレ排泄に移行した．また，利き手交換の

事をその都度フィードバックすることで意欲を引

リハビリをし，日常生活の中でも口腔ケアや食事

き出すことが出来たと考える．さらに，定期的に

など左上肢を使うよう促した．入院

週間で運動

目標を確認することでリハビリの必要性を見失わ

点となっ

ずに，入院生活を過ごすことが出来たと考える．

た．その後， 週間毎に本人と現状の ADL を確

【結論】A 氏の場合，ADL 拡大と ADL 拡大の た

項目 FIM は

点，やる気スコアは

認し，入院中の目標，自宅での生活イメージにつ

めの意欲は関連があったといえる．今回は

いて話し合いを行い，本人の思い描く生活スタイ

であったため，今後も研究を続行し信頼性を高め

ルを常に意識しながらリハビリが実施できる環境

る必要がある．

を整えるようにした．入院
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ヶ月で運動項目 FIM

事例

■ 一般演題発表（示説）■

P‑

床上からトイレ排泄移行時における回復期
リハビリテーション病棟看護師の判断の手掛り
鈴木幸恵，小谷奈津希，松村理恵，池内雅子
兵庫県立リハビリテーション中央病院

【目的】A 病院回復期リハビリテーション病棟（以
下，回リハ病棟）に入院中の脳卒中患者で，床上
からトイレ排泄への移行時における病棟看護師の

【考察】看護師は《トイレに行きたいという患者

乗動作能力》《身体機能》《認知機能》をアセスメ

【方法】

ントしていた．酒井 ）は，看護は患者の主観的な

．研究デザイン：質的記述的研究
．研究対象：回リハ病棟勤務看護師

．調査期間：

不安》を抽出した．

の意欲》である患者の主観と，患者の生活から《移

判断の手掛りを検討する．

リハ病棟経験

優先性》《ケアの方法の選択》《自身のスキルへの

〜

年）

年

月〜

名（回

体験に価値を置き，
「患者が何をできるようにな
ったのか」と同時に「患者はできるようになった

月末

と思えているのか」を見ている，と述べている．

．データ収集方法：フォーカスグループインタ

このことから看護師は ADL を見据え，トイレ排

ビューを実施し，逐語録を作成した．逐語録

泄への移行時の判断の手掛かりにしていると考え

から抽出したデータから，意味の類似性に基

る．また，藤内ら ）は，臨床判断として中堅・熟

づき，サブカテゴリーを，さらに意味の類似

練看護師ほど手掛りや推論が多いと述べており，

性に基づきカテゴリーを抽出した．

本研究対象者が回リハ病棟経験

〜

年目であり，

【倫理的配慮】本研究は所属施設看護部の承認を

経験による《介助者のスキルとマンパワー》が判

得た．対象者に本研究の目的・方法・研究協力の

断の手掛りになると考える．判断の影響要因とし

自由意志・個人情報の保護・データ処理等を説明

ては，人にとって最もプライベートな部分である

の上，文書による同意を得た．

排泄に関わるため，
《看護者の倫理観》の影響が

【結果】質問 「入院時に床上排泄の患者のトイ
レ排泄を開始する判断は何か」では

大きいと考える．判断の阻害要因としては，看護

のサブカ

側の理由で最善のケアが提供できない心理的負担

テゴリーと， のカテゴリー《トイレに行きたい

や，知識・技術不足への不安があるとわかった．

という患者の意欲》《移乗動作能力》
《身体機能》
《認知機能》《介助者のスキルとマンパワー》を抽
出した．質問 「質問

に対しての理由」では

のサブカテゴリーと， のカテゴリー《看護者の
倫理観》《退院後の生活を考慮する》《患者に及ぼ
す影響》《病棟の習慣》を抽出した．質問 「判
断時に困ること」では， のカテゴリー《業務の

【引用文献】
）酒井郁子：援助の前提「私を理解する」．酒井郁子編，超
リハ学；看護援助論からのアプローチ， ‐ ，文光堂，
東京（

）．

）藤内美保，宮腰由紀子：看護師の臨床判断に関する文献
的研究；臨床判断の要素および熟練度の患者にとって最
善を尽くせない特徴．日本職業・災害医学会会誌，
（ ）：

‐

（

）．
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■ 一般演題発表（示説）■

P‑

回復期リハビリテーション病棟における脳卒中片麻痺患者の
上肢機能障害へのアプローチ
内橋

恵

社会医療法人社団順心会順心リハビリテーション病院自立支援・栄養プロジェクト

【はじめに】脳卒中片麻痺患者上肢機能障害は，
その程度に関わらず，健側への代償アプローチが

護，結果の公表について十分に説明し，文書によ
って同意を得て実施した．

優先され，麻痺側の学習性不使用が指摘されてい

【経過と結果】

る．A 病棟では，小集団活動の一環として，看護

．経過： 〜

師と作業療法士の協働による病棟リハビリテーシ

〜

週が左上肢のレジスタンス訓練，

週が左上肢動作の反復訓練， 〜

ョン（以下，病棟リハ）に麻痺側上肢強制使用の

が日常生活動作の訓練と

課題指向型アプローチを取り入れている．その結

な達成目標を立てた．

果，麻痺側上肢の機能改善に一定の成果をあげて

．結果：

週

段階に分け具体的

週目までに，麻痺手で缶コーヒーを

きた．一方，Motor Activity Log（以下，MAL）

つかみ，チャック付上衣の開閉ができた．

以下の患者へのアプローチは実践していなかった．

週目までに麻痺手によるご飯茶碗の短時間保

今回，左上肢及び手 指 Brunnstrom Stage

持ができた．また

の脳

卒中片麻痺患者が望む麻痺手による日常生活動作

週目までに麻痺手によ

る洗体と食後までご飯茶碗の保持ができた．

のため，病棟リハを支援した症例を報告する．

【考察】回復期リハビリテーション病棟では，食

【目標】麻痺手で缶コーヒーをつかむ，チャック

事や排泄の自立に関するリハビリテーションを主
体に計画しがちである．しかし今回，患者が最も

付上衣の開閉，洗体，ご飯茶碗の保持．

強く望んだ日常生活動作の獲得は麻痺手によるご

【介入方法】
．対象：右内包〜放線冠のアテローム血栓性脳
梗塞を発症した

ず患者を含むチーム全員が情報共有した．また，

代・男性．

．方法：①患者を含む担当者会議でゴール目標
を設定した．その達成に向けて
分× セットの病棟リハを

飯茶碗の保持であった．その目標達成のため，ま

日

課題

週間行った．

情報シートに疲労度の訴えと，病棟リハ中の表情
なども書き込んだことは，チーム全員が患者の状
態を詳細に把握する要因になったと推察される．

週間毎に課題を設定し， 週間毎に患者

さらに，看護師が一日の生活の中において，どの

参加のカンファレンスを開催する．③カンフ

時間帯が病棟リハに適しているか調整した．その

ァレンスで課題の明確化及び修正，次の課題

ことは，本人の意欲が失われることなく病棟リハ

を設定した．④効果的な病棟リハの実施のた

の継続につながり目標を達成したと考える．

②

め，看護師がリハ中の上肢動作を修正した．

【結論】Brunnstrom Stage

の脳卒中片麻痺患者

⑤病棟リハ中の言動を詳細に書き込めるシー

であっても，達成可能な短期目標を患者と協働設

ト表を作成し，チームで情報共有を図った．

定し，病棟リハの実施と評価を繰り返すことによ

【倫理的配慮】本研究は，院内倫理審査委員会の

り，麻痺手による日常生活動作が改善すると示唆

承認を受け，対象者に目的と手順，個人情報の保
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された．

■ 一般演題発表（示説）■

P‑

退院後の生活がイメージできない家族への退院支援
金屋ゆうき
東京都リハビリテーション病院

【はじめに】脳血管疾患後の障害への理解が十分
でなく，リハビリを行えば元の生活が出来ると思
い退院後の具体的イメージができない家族に対し，

験外泊を実施していくことをチームで共有し
た．
．入院

か月〜退院：外泊を勧めたが，
「身の

障害を理解し，退院後の具体的イメージが持てる

回りの事は出来ている．住み慣れた家だから

ように取り組むことは，退院支援の一つと考える．

問題はない」と患者・家族ともに必要性を感

【目的】退院後の生活がイメージできない家族へ，

じていなかったため，必要性について説明を

効果的な家族支援を明らかにする．

行った．外泊中の一日を想定し，動作の手順

【方法】A 病棟に入院した患者 名に対し，自宅

や介助が必要な場面，注意点について詳しく

退院に向け，退院時期を想定し，段階的に介入し

書き込み，チェック項目に印を入れるだけで

た後方視的な事例研究．

完結するようリストを作成した．外泊中の食

【倫理的配慮】A 病院倫理審査会で承認された．

事は，退院後に利用予定の配食サービスが使

【結果】

用できるようケアマネジャーへ連絡した．外

．入院

か月目：中間カンファレンスを実施し，

多職種から患者・家族が障害について理解・
受容ができていないのではないかと意見があ
り IC を実施した．

泊はチェックリストに沿って実施し，混乱な
く終え自宅へ退院した．
【考察】入院中から退院後の生活を想定した準備
をするには，日頃から意図的にコミュニケーショ

点杖見守り歩行が開始と

ンをとり，本人・家族のイメージする退院後の生

なり家族に具体的イメージをつける取り組み

活について把握し，できる生活との相違があれば

として，リハビリ見学を設定し，家族に歩行

すり合わせる必要がある．リハビリ見学，日常生

時の注意点や転倒リスクについて説明し，A

活場面での家族の介助体験，試験外泊という具体

氏と一緒に歩行する機会の提案をした．最初

的な取り組みをしたことで，混乱なく外泊を終え

は実施する姿が見られなかった為，面会時に

退院できたことは，段階的な退院支援に効果的で

看護師と共に家族が一緒に関わる場面を提供

あったと考える．また，指導は口頭だけではなく，

した．

リハビリスタッフと共同し，統一したアンケート

．入院

・

か月：

か月：家族の面会時に，A 氏と病

用紙やチェックリストを作成するなど，紙面に起

棟内を歩行する姿が見られるようになった．

こし可視化したことで，家族が実施すべき内容を

今までは患者が家事全般を担っていたが，退

理解し混乱なく取り組めたと考える．

．入院

・

院後の生活について，夫から「
（妻が）帰っ

【結論】退院後の生活がイメージできない家族に

てきたら，またやってくれる」と言葉が聞か

対し，患者・家族への直接的な介入だけではなく，

れた．退院までにできる ADL について患者・

リハビリ見学や介助体験，試験外泊は退院支援に

家族に説明する機会を再度設けると共に，試

効果的な支援と考える．
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■ 一般演題発表（示説）■

P‑

回復期リハビリテーション病棟において患者・家族と
看護師が段階的な目標を共有することの有効性
── 退院時の患者の状態を正しく理解できるように ──
亀田玲奈 ），森合理加 ），手間本樹実 ）
）赤羽リハビリテーション病院， ）新久喜総合病院

【はじめに】A 病棟では，患者・家族の回復への

認知機能の状態について， 週間に

度のペース

期待が高く退院間近に「この状態では退院できな

で家族に伝えた結果，
「歩く時は一緒に，ついて

い」と訴えることがあり，医療者が考える退院時

いきます」「退院したら，夜はベッドセンサーを

の患者状態と差がある．これは現在月に

回，担

つけます」という発言が聞かれた．歩行時は転倒

当者と患者・家族で面談を行っているが，現状と

リスクが高く，見守りが必要であることを理解し

患者目標を共有できていないことが原因ではない

てもらえた．C 氏の事例では，患者の希望は「装

かと考えた．

具を使用せずに歩行ができる」であった．麻痺側

【目的】退院時の患者の状態を，患者・家族が正

の痛みがあり歩行時の負担を減らす必要があるこ

しく理解できるようにするための，アプローチの

とを伝え，退院後の生活を見据えて T-cane 使用

有効性を明らかにする．

へと患者と一緒に目標の修正を行った．また復職

【方法】
．期間：

についても考えるようになり，転倒リスクの高い
年

月〜

月

ラッシュ時の通勤は避けるという対策を考えてい

．場所：B 病院 A 病棟
．対象者：看護師

る発言が聞かれた．

名

【考察】藤井は「患者家族が適切な意思決定を行

．研究デザイン：実践的研究

うためには，患者家族が自分たちのことを正しく

．データ収集方法：看護師が把握した介入によ

把握していることが必要である．退院後の予後予

る患者・家族の反応，退院時の状態に対する

測について正しく理解していないと現実離れした

患者・家族の理解状況を記録から収集する．

選択や決定をしてしまう」）と述べている．面談時

．分析方法：患者・家族が認識している退院時

以外にも，定期的に患者・家族と目標と評価を共
有したことで，「単独での歩行は，転倒リスクが

の状態と現状を比較する．
．介入方法：患者・家族の希望を踏まえた退院

高い状態である」と，家族が現状を正しく把握す

度または面

ることができた．一方患者との共有の場面でも，

会時に，目標に対しての現状を患者・家族に

麻痺と疼痛がある現状を受け入れ，適切な選択肢

伝える．

を選ぶことにつながった．段階的な目標設定を行

時の目標を設定する． 週間に

【倫理的配慮】本研究は B 病院倫理委員会の承認
（承認番号：

‐A

）を受けて実施した．対

象の看護師に口頭で同意を得た．
【結果】C 氏の事例では，家族の希望は「屋内を
一人で歩いて生活できるようになる」であった．

い，評価を共有することは，患者・家族が退院時
の状態を理解することに効果があったと考える．
【結論】段階的な目標と評価を，患者・家族と共
有することで，退院時の患者の状態を正しく理解
できる．

入院中，一人で歩こうとし，転倒があった．繰り
返し指導，歩行訓練をしたが希望する目標までは
到達することが難しく，目標を「見守りのもと，
歩行器で歩行できる」に修正した．歩行の状態，
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【引用文献】
）藤井由記代：回復期リハビリテーション病棟における退
院 支 援；成 功 へ の 道！
（

）．

リ ハ ビ リ ナ ー ス，（ ）： ‐

■ 一般演題発表（示説）■

P‑

回復期リハビリテーション病棟経験 年未満看護師への
退院支援調整シートの効果
佐藤由佳，黒須崇大，篠澤岳映，廣田桃子，小野美佐
地方独立行政法人栃木県立リハビリテーションセンター看護部

【目的】A 院は，回復期リハビリテーション病棟

院支援についての分からないことを明確化できや

（以下，回リハ病棟）の経験

年未満の看護師が

すい」と述べている．シート活用前は情報ツール

％ を占め，退院支援に対する不安が強く・難

がない中で，自らが必要と考えた情報のみを収集

しかった．回リハ病棟において退院支援が最も重

していたため患者像を総合的に捉えることができ

要な課題となった．そのため，退院支援調整シー

ず，スムーズな退院支援を行うための情報収集が

ト（以下，シート）を使用し，活用前後の不安要

行われていなかった．シートを活用することで，

因を比較することで効果を検証する．

不足していた情報を明確化でき，退院支援のため

【方法】回リハ病棟経験

年未満の看護師

名に

の情報収集ツールの

つとなった．
「教育」に関

シート活用前後でアンケート調査を行い，情報収

する項目で不安の軽減がみられたのは，全員が看

集に関する「意思決定支援」「療養環境調整」「日

護師としての経験があり，収集した情報の活用方

常生活動作」
，退院支援の知識に関する「教育」，

法を把握できていたからと思われる．今回，シー

退院支援の介入に関する「連携」の

トを活用したことにより，情報収集がスムーズに

つのカテゴ

行え，得られた情報をもとに退院後の生活がイメ

リごとの変化を比較した．
【倫理的配慮】アンケートは無記名とし，研究目

ージしやすくなった．そのため，今回のシートの

的，秘密厳守・研究以外の目的で使用しないこと，

活用は，回リハ病棟経験

協力をしなくても不利益にならないことなどを説

の軽減につながったと考えられる．
「連携」の項

明し同意を得た．

目のみ不安が増加したのは，地域との連携の必要

【結果】すべての対象者から回答が得られた．シ
ート活用前後で，「意思決定支援」
へ減少，「療養環境調整」 ％ から
「日常生活動作」 ％ から
％ から

％ から

％

％ へ減少，

％ へ減少，「教育」

％ へ減少，「連携」

％ から

％へ

年未満の看護師の不安

性が明らかとなり連携不足を実感したからと思わ
れる．回リハ病棟の退院支援は，患者の生活に視
点をおく必要があるため地域との連携が要である．
今後は，地域との連携方法を指導する体制を整え，
患者と家族の意向を尊重しながら退院後の生活を
見据えた支援の充実を図っていく必要がある．

増加となった．
【考察】シート活用によって情報収集に関する不
安が軽減した．先行研究において，小川ら ）は「回
リハ病棟経験年数

年未満の看護師は退院支援に

【引用文献】
）小川忠史，廣瀬典子，小澤博加：プライマリ看護師が行
う退院支援場面での関わりの検討；回復期リハビリテー

関する情報収集力と情報の共有・提供力が課題と

ション科経験 年未満の看護師の場面構成の分析から．

されており，退院支援シートを活用することで退

遠州病院年報，（ ）： ‐ （

）．
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■ 一般演題発表（示説）■

P‑

「チーム連携セミナー」における IPE 教育実践の試み
── 演習で設定した手順に焦点を当てて ──
毛利智果 ），駒井裕子 ），徳留静代 ），中野聡子 ）
）常葉大学健康科学部看護学科， ）常葉大学健康科学部静岡理学療法学科

【目的】A 大学 B 学部は看 護 師 を 養 成 す る 学 科

，＜他職種からの説明を理解できたか＞

（以下，看護学科）と理学療法士を養成する学科

＜患者・家族の希望を理解できたか＞

（以下，理学療法学科）の

標の共通理解ができたか＞

学科で構成されてお

り，「チーム連携セミナー」は

年次の学部共通

，

，＜目

，＜他職種への役

割期待を考えることができたか＞

，＜患者・

の必修科目となっている．研究者らは看護学科と

家族へのサポートを考えることができたか＞

，

理学療法学科の

学科の学生でも実施できる専門

＜学び・気づきの共有ができたか＞

，＜多職

職連携教育（Interprofessional Education／以下，

種連携への興味関心が高まったか＞

であった．

IPE 教育）の構築を目指し，この授業に紙上事例

それぞれの項目で評価を選択した理由（自由記述）

を用いた演習（以下，事例演習）を取り入れてい

は，＜他職種への説明ができたか＞では，
『他職

る．本研究では事例演習で設定した手順の中で，

種（相手職種）にわかりやすく説明』
『他職種か

学生が困難だと感じた手順を明確にし，質の高い

らの肯定的反応』『知識不足』『他職種の理解のわ

IPE 構築の一助を得ることを目的とする．なお以

からなさ』などのカテゴリーに分類された．

下自職種とは学生自身が所属している学科の学生， 【考察】手順の中で＜他職種への説明ができたか＞
他職種とは自分が所属していない学科の学生とす

の平均値が最も低かった．この項目では『他職種

る．

にわかりやすく説明』する等の工夫をしたり，
『他
年度チーム連携セミナーを履修して

職種からの肯定的反応』から説明できたと感じた

名のうち，研究協力に同意を得られ

学生もいた．一方で『知識不足』や『他職種の理

名を対象に，自記式質問紙調査を行っ

解のわからなさ』を感じた学生もいた．これらか

た．質問紙は指定したボックスに投函を依頼し，

ら自職種内のみで使われている用語の存在や，思

回収した．量的データは記述統計処理，質的デー

考過程が他職種と異なると気づき，他職種への理

タは類似した内容を整理してカテゴリー化した．

解や他職種にわかりやすく説明する必要性を感じ

【倫理的配慮】研究者所属施設の研究倫理審査委

たと考える．今後，他職種に説明する際の困難感

【方法】
いる学生
た学生

員会の承認を得て行った（承認番号：研静‐ ‐ ）． 軽減のために，説明後に相手職種からフィードバ
％ で，う ち 有 効 回 答 率 は

ックを受けられるような工夫が必要と考える．課

％ であった．事例演習の手順に沿った質問

題は残されているものの，多職種連携への興味関

【結果】回 収 率 は

項目ごとに，肯定的評価から

〜

点と評定し，

心が高まったことから，この手順を用いた事例演
職種でも実施可能な IPE 教育の構成要素

平均値を算出した結果は＜対象理解・障害理解が

習は

できたか＞

の一つとなると考える．
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，＜他職種への説明ができたか＞

■ 一般演題発表（示説）■

P‑

ペプロウの人間関係論を意識したリハビリテーションを
必要とする患者との関わり
吉田

亮

東京都リハビリテーション病院

【はじめに】不安や悩みといった精神的不調は身

かし本人は歩行での早期退院を希望しており

体に影響を及ぼすことや，患者のリハビリテーシ

葛藤が生まれた．本人だけでは意思決定でき

ョン意欲を低下させる可能性がある．ペプロウの

なかったため「情報提供者の役割」が必要と

人間関係論は，患者の状況を

つの局面に分類し

考えた．回復期病棟へ転棟しない場合，屋内

つ提示している．これ

は杖や歩行器を使用し屋外は車椅子使用とな

ており，看護師の役割を

ること，回復期病棟へ転棟する場合，屋内屋

は患者の問題解決に有効だと考えた．
【目的】身体的精神的不調のあるリハビリテーシ
ョンを必要とする患者に対し，ペプロウの人間関
係論を用いて関わり，ペプロウの人間関係論の活

外ともに歩行可能となることを説明した．そ
の後本人の揺れる思いを傾聴した．
．第三局面：退院後独居のため，内服薬自己管
理を看護師の指導のもと開始．また，眠剤の

用が有効であったかを考察する．
代・女性．脊柱後彎症術後リハ

内服時間を自身で調整し不眠が解消されるこ

ビリテーション目的で B 病院へ入院．ペプロウ

とも期待した．A 氏は回復期病棟への転棟を

が人間関係論の中で述べている看護師の役割を意

決意した．

【方法】A 氏・

識して A 氏と関わり，対人関係による

つの局

面，①方向づけの局面，②同一化の局面，③開拓

．第四局面：不眠についての訴えは消失し新た
な問題はなく回復期病棟へ転棟した．

利用の局面，④問題解決の局面から考察する．

【考察】A 氏は自身の訴えを受け止めて貰いたい

【倫理的配慮】B 病院の倫理審査委員会の承認を

という思いが強い様子だった．A 氏の訴えをその

得た．

都度傾聴することで，精神的不調は徐々に解消さ

【結果】

れ，転棟への葛藤という新たな不安も早期に解消

．第一局面：A 氏は転院後環境が大きく変わり，

された．また A 氏の思いを傾聴する中で，転棟

前院との違いでストレスを訴え，不眠や食欲

の有無を決意するための情報が不足していること

不振，施設入所中の夫への心配を看護師へ訴

に気づいた．転棟を促すのではなく，情報を伝え

えた．A 氏の不調に対し，訴えを受け止める

るのみに留め，判断は A 氏本人に委ねた．納得

必要があると考え「母親的な役割」を意識し

して転棟を決意できたことでその後の不安は発生

思いを受け止めるように関わった．本人の訴

しなかったと考える．これらのことから，母親的

えを傾聴し，不眠に対して眠剤の内服時間を

な役割や情報提供者の役割を意識して関わること

希望に合わせ調整した．その後食欲不振や夫

は A 氏に対し有効だったと考える．

への不安の訴えは消失し，不眠の訴えは減少
した．
．第二局面：安定した歩行で退院する場合，回
復期病棟へ転棟し長期入院が必要だった．し

【結論】ペプロウの人間関係論を用い患者がどの
ような局面にあるかを理解し，その局面に合った
役割を看護師が自覚しながら関わることは A 氏
の抱えていた問題を解決するために有効であった．
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■ 一般演題発表（示説）■

P‑

人工股関節置換術術後患者の自主リハビリテーションに対する
患者・看護師の意識
佐藤亜耶子，佐藤美菜，藤田幸恵
盛岡市立病院

階病棟

【目的】人工股関節置換術（以下，THA）術後の

患者とのリハビリを通したコミュニケーションに

自主リハビリテーション（以下，自主リハ）に対

ついて，全員が必要と回答している反面，その時

する患者と看護師の意識の現状を明らかにする．

間については不十分であるとの回答が多かった．

【方法】THA 術後患者

名に対して入院中の自主

コミュニケーション不足の理由は，＜業務に追わ

リハ，看護師との関わり，退院後の自主リハへの

れること＞＜声かけに対する戸惑い＞など

意識について半構成的面接を実施し，得られたデ

ゴリーが抽出された．

ータをカテゴリー化した．また A 病院整形外科
看護師

名のリハビリテーション（以下，リハ

カテ

【考察】THA 術後患者は，筋力が低下している現
実や退院後の生活の不安から自主リハへの意欲を

ビリ）に対する意識について質問紙調査を実施し，

高めていたが，具体的な自主リハの方法は不明確

結果を単純集計した．自由回答はカテゴリー化し

となっていた．理由としては，看護師とのリハビ

た．

リを通した関係性が希薄化しており，自主リハに

【倫理的配慮】A 病院倫理委員会の承認を得て実

対する看護師の働きかけが不足していたことが考

施した．対象患者・看護師に研究の趣旨，参加の

えられる．また，看護師は患者のリハビリを支援

自由，個人情報の保護について説明し紙面にて同

したいという思いを持っているが，知識・技術不

意を得た．

足，業務多忙により，理想とする関わりができな

【結果】THA 術後患者の自主リハに対する意識は， いことでジレンマを抱えていた．看護師が知識を
＜筋力が低下してしまった現実＞＜退院後の生活

習得し，具体的なリハビリ内容や目標及び結果を

への不安＞＜目標を持ち，前向きに自主リハに取

患者と共有することができれば患者の自主リハ意

り組む思い＞＜退院後の自主リハへの意欲＞＜看

欲は向上し，看護師が抱えるジレンマを解決でき

護師とのリハビリを通した関係の希薄さ＞＜自主

ると考える．そのため，複数の看護師が患者に対

リハの方法が不明確＞の

カテゴリーが抽出され

して，短時間でも統一した指導や目標・結果共有

た．看護師が患者へのリハビリ指導で大切にして

ができるような新たなコミュニケーションツール

いることとして，＜無理なくリハビリに臨めるよ

を作成する必要性が示唆された．

う体調や痛みへの考慮＞＜リハビリを継続できる

【結論】THA 術後患者は自主リハへの意欲はある

ような関わり＞＜患者の思いの尊重＞＜患者への

が方法が不明確であった．看護師はリハビリへの

具体的な説明＞の

カテゴリーが抽出された．全

関わりが必要であると感じているが，知識・技術

ての看護師が THA 術後の疾患やリハビリに対し

不足，業務多忙から関わりが不足している現状が

て自信がないと回答しており，理由は＜知識・技

明らかになった．

術不足＞＜他職種に任せきり＞だった．看護師と
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■ 一般演題発表（示説）■

P‑

リハビリ専用シャツに看護師が期待する効果に関して
── 開発に向けた調査 ──
坪田康佑 ），笈沼清紀 ）
）一般社団法人医療振興会， ）株式会社みんなで人生会議

【はじめに】新型コロナウイルスの影響でリハビ
リを受けることが困難となった患者が多い．リハ
ビリは，医療従事者と患者との距離が近く，フィ

名）に苦労されている方が多く，求められる機能
としては， 点【片手で着られる機能】（
【片手で脱げる機能】
（

名），

名），【ボタンがない】
（

ジカルディスタントを確保することが難しい状況

名），【肩の可動域を問わない機能】
（

である．その背景を基に，ウイルスが付着しにく

下から着脱できる機能】
（

い素材等だけではなく，ギャップシニアの自立を

ビリ患者が自身で着脱できることによって期待さ

促すことを目的に開発した．

れることは，
【自立心】（

【目的】リハビリ専用シャツに求める機能及び考

（

えられる効果や必要性を明らかにすることを目的
とした．

必要】
（

【研究方法】開発段階のヒアリングで抽出された， （

名）となった．リハ
名），【自尊心の維持】

名），【リハビリへの意欲】（
必要性として

名）となった．

段階評価調査結果は，
【絶対に

名），
【必要】
（

名），【不要】（

名），【上

名），
【どちらでもない】

名）だった．

リハビリ専用シャツに求められる機能等について

【考察】上記の結果から，シャツの機能によって，

リハビリに関係する看護師・理学療法士・アスレ

患者のリハビリへの意欲への影響があることが考

ティックトレーナー・介護福祉士・鍼灸師・柔道

えられることから，リハビリへの新しいアプロー

整復師・ケアマネージャー等

チの可能性が考えられる．また，自立心の向上の

名を対象に，無

記名式にてアンケートを実施した．

名から回

答を得た．

期待があることと，患者自ら着脱行為が出来るよ
うになることで，医療・介護従事者のサポートが

【倫理的配慮】本研究は，研究対象者に目的，方

不要になって，新型コロナウイルス等を筆頭とし

法，回答・非回答による不利益はないこと，個人

た感染症の際にフィジカルディスタンスをより確

情報の保護について文書にて説明を行い，同意を

保することが出来ることが考えられた．

得た．また，発表にあたり同意を得た．

リハビリ看護を考える上で，病院内にいる関係

所属施設では，倫理委員会が設置されていない

職種だけではなく，鍼灸師やアスレティックトレ

ため，一般社団法人の理事会及び株式会社の取締

ーナー等からヒアリングをしたことから，リハビ

役会にて倫理的審査規定を議題にし承認を得て，

リ患者へ多様なアプローチ方法があるということ

本人のプライバシー及び人権の保護と同意を得て

が研究を通して分かった．今後，その多様な関係

研究を実施した．

者から引き続き情報収集しながら，リハビリ専用

【結果】リハビリ患者が着衣に要する時間に関し
ての調査は， 分（
名），

分（

名）， 分（

名），

分（

シャツの利用者及び関係有資格者の効果測定をし
ていく．

名），最も時間がかかる困難な行

【結論】リハビリ専用シャツに，【リハビリへの意

動は，患側を使用しながらの【襟を持ち上げる行

欲】が高まる効果が期待されていることから，リ

為】（

ハビリテーションへの衣服という側面からのアプ

名）と【襟に首を通す行為】（

名）であ

るとの回答を得た．
その中でも【袖ぐり】
（

ローチ方法の可能性が分かった．
名），【襟 ぐ り】（

51

■ 一般演題発表（示説）■

P‑

脳血管疾患による高次脳機能障害患者の内服自己管理の可否
中川博暁，宮奥映美，三村恭子
広島県立障害者リハビリテーションセンター看護部

【目的】脳血管疾患による高次脳機能障害（以下， 発生し，患者の病識や確実性が得られなかった．
高次脳）があり，FIM 項目（整容・排尿・排便・

名は視力障害のため落薬があり，看護師間のカ

点（以下，基準）以上

ンファレンスで導入は困難と判断した．できなか

の患者が内服自己管理できるか否かを明らかにす

った患者は拒否，意欲低下，依存，病識欠如が強

る．

かった．

交流・記憶）の合計が

【考察】脳血管疾患による高次脳患者が基準以上

【研究方法】

で内服自己管理できる可能性を示唆した先行研究

．対象：基準以上の高次脳患者．
．期間：令和元年

月〜令和

年

月．

をもとに高次脳患者を対象に検証したところ，可

．方法：診療情報提供用紙，または訓練評価結

能であるとの断定にはいたらなかった．しかし自

果から対象患者抽出．内服管理方法は患者と

己管理できた患者が多いことから，脳血管疾患に

担当看護師が相談して決定．開始時期は担当

よる高次脳患者の内服自己管理において，FIM

看護師を中心に訓練師とカンファレンスを行

項目合計

い決定． 日管理から開始し， 日， 週間

になり得ると思われる．次に説明や指導の際，患

と期間を延ばし各段階で評価した．

者から即座に否定的な反応が見られたにもかかわ

点以上という基準はある程度の目安

．分析方法：内服自己管理できた群とできなか

らず自己管理を勧めることは，患者の意思を無視

っ た 群 の FIM 値 を 比 較（Mann-Whitney U

した行為（不利益・負担）であり，倫理に反する

test）し，患者の特徴を抽出した．

ため必ずしも良い結果になるとは限らない．患者

【倫理的配慮】本研究は A 院内倫理審査委員会の

の心理的状況や状態を見て自己管理を勧めないこ

承認後，対象者に研究の趣旨を紙面と口頭で説明

とも大切な視点であると考える．また担当看護師

し同意を得て実施した．

から導入が難しいのではないかと提案があった際

【結果】対象患者

名中

名が自己管理でき，

には，看護師間で検討する過程や導入を中止する

名ができなかった．できた群とできなかった群で

ことも必要である．以上のことから，高次脳患者

の FIM 値を検定にかけ有意差は認められなかっ

の内服自己管理を実施するにあたって，基準は目

た（P＝

週間まで

安となるが患者の全体像，精神状態，社会的行動

可能であった．特徴として病識の理解があり，依

障害（拒否，意欲低下，依存，病識欠如）の有無

存や意欲低下が比較的軽かった．できなかった患

や程度の情報を総合的に判断することが重要であ

者の特徴として， 名は自己管理の説明時，即座

ると考える．そのためには看護師だけではなくパ

に「したくない」と言われ患者の負担，不利益と

ラメディカルスタッフや家族と情報交換をし，包

なると判断した． 名は「自分は間違わない」と

括的にアプローチを図り続けることが大切である

言い管理を実施したが，落薬などの問題が続けて

と考える．
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）．できた患者のすべてが

■ 一般演題発表（示説）■

P‑

急性期病院における自主トレーニング継続に関連する患者要因について
── 整形外科手術後の高齢患者を対象として ──
西川由莉，佐伯由美
鳥取大学医学部附属病院病棟

【目的】A 病棟（急性期整形外科病棟）では
年より看護師主体で患者への自主トレーニングの
導入を開始した．今回，急性期整形外科病棟にお
ける高齢者の術後の自主トレーニング継続に関連

年

月から

手術目的で入院した

名）（脊椎手術
術

月に A 病棟へ

歳以上の患者（胸・腰椎，

足趾を除く下肢疾患）
例（平 均 年 齢

年

±

名のうち，同意を得た
歳，男 性

例，膝手術

名，女 性

例，股関節手

例）を対象とした．看護師は術後に，担当理

学療法士が選定した

部位，主観的な身体的効果の程度について調査し
た．
【倫理的配慮】本研究は，鳥取大学医学部倫理審
査委員会の承認を得て実施した．
【結果】自主トレーニング継続率は全体平均

する患者要因について調査した．
【方法】

階A

種の自主トレーニング（以

％

だった．自主トレパンフレット配布時の運動自己
効力感はA群

±

退院前日は A 群

点，B 群

±

±

点，B 群

点，

±

でともに有意差はなかった．運動習慣は A 群
B群

点
％，

％ で有意差はなかった．自主トレーニン

グ総日数は A 群

±

日，B 群

で A 群が有意に短かった（p＝

±

）．手術部位

下，自主トレパンフレット）を配布し，パンフレ

は，脊椎は A 群

％，B 群

ットをみながら運動動作の確認をした．また，カ

多かった（p＝

）．膝は A 群

レンダー式の自己記入式チェックリストを対象者

股関節は A 群

に配布，使用方法を説明した．対象者は翌日から

なかった．主観的な身体的効果の程度は A 群

チェックリストに記録を開始し，看護師が退院前

±

点，B 群

％，B 群

±

日

％ で A 群が有意に
％，B 群

％，

％ でともに有意差は

点で有意差はなかった．

日に回収した．対象者に声かけ等の介入は行わな

【まとめ】急性期整形外科病棟における高齢患者

かった．また自主トレパンフレット配布時，退院

の術後の自主トレーニング継続には，入院期間と

前日にアンケートを行った．対象者を，自主トレ

手術部位が関連しており，短期間の入院であれば

ーニングを毎日実施できた群

看護師の介入はなくとも，毎日継続できる可能性

以外の群

名（A 群），それ

名（B 群）とし，運動自己効力感，

が示唆された．

運動習慣の有無，自主トレーニング総日数，手術
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