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慢性期意識障害患者への背面開放座位と足浴を用いた介入の効果
～４事例の試み～

発 表 者 橋本 真介 （鳥取県：南部町国民健康保険西伯病院）

共同研究者 矢田貝 奈緒子
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�．結論
１．音楽療法は精神的安定に効果がある。

２．音楽療法によりフェイススケールの点数は下

がった。しかし、鎮痛剤の使用もあったため、

音楽療法の効果だけとは一概に言えない。
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慢性期意識障害患者の意識レベル改善を試み

て、背面開放座位と足浴による温熱刺激を用い

て、西伯病院、看護師、橋本真介です。よろし

くお願いします。
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当病棟は一般科急性期病棟として、多岐にわ

たる疾患を有する患者のケアを行っています。

その中で、慢性期意識障害を有した患者は少

なくありません。小林らの研究では、急性期病

院で意識障害患者をケアする看護者の心理の分

析結果のひとつに「【回復は期待できない】とい

う認識や【ケアは必要最低限の繰り返し】とい

う認識が生じていた。」と述べている。私たちも、

同じような心理状態を自覚しながら、日常生活

のケアを提供している現状にありました。

ある時、背面開放座位で意識レベルが改善し

た研究や、身体への温熱刺激を行うことで意識

レベルが改善した研究があることを知りまし

た。それら２つを合わせて行うことでより効果

が期待できるのではないかと考えました。足底

を刺激することは脳の刺激にも繋がるため、入

浴の代わりに当病棟でも実施可能な足浴を用い

ることで、慢性期意識障害患者の意識レベルの

改善にどのような効果をもたらすのかを検証し

ました。
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方法は、看護師二人の介助で背面開放座位・

足浴を十分間行い、広南スコアを用いて実施前・

中・後の評価点数を記入、個人別にグラフ化、

患者の変化を自由記載し分析しました。
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患者紹介と事例に移ります。A氏、女性、８６

歳、うっ血性心不全で入院後、意識レベル低下

をきたし、ADL全介助で、意思疎通困難な状態

となられた方です。研究開始時の広南スコア合

計点は６８点と最重症例でした。
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普段は無表情で声かけに対しても無反応で

あった患者が、毎回のように、介助時には眉間

にしわを寄せることや、表情が和らぎ、声かけ

に対しては発語や追視がありました。

広南スコアの変化では、４～７の項目におい

てはわずかながら変化を認めました。合計点は

最高６２点となり、最重症例から重症例へと変化

がありました。
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B氏、男性、７７歳、腸重積術後に気道閉塞か

ら CO２ナルコーシスを発症し以後 ADL全介助

で、意思疎通困難な状態となられた方です。研

究開始時の広南スコア合計点は６６点と最重症例

でした。
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普段は無表情で声かけに対しても反応が乏し

かったが、ケア実施の際は、視線を合わせ、

「あー」と発語で返答があり、笑顔がみられる

こともありました。

広南スコアの変化では、４～７の項目におい

てはわずかながら変化を認めました。合計点は

最高５８点となり、最重症例から重症例へと変化

がありました。

v��¶¬�89±
Ö»Õ�è«£��µ�ÐVk�R1�
r�I=�´ñµ

Ô�Õ�¢|��³�¦12Ö�XR��
��íôõ/?Ìö�B@,Ï��^Ö
�CÎÏ�Òþ½¾�\�ê��«�R.
.p8ð�f[ò�ûG��������
e²phÞß����

òÜ65R�&��70�²�»µ-�

C氏、女性、８９歳、脳梗塞にて右上下肢の麻

痺、言語障害あり、常に閉眼したままで反応も

なく意思疎通は困難な状態の方でした。研究開

始時の広南スコア合計点は７０点と最重症例でし

た。
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施行中には発声が聞かれるようになり、問い

かけに対してうなずく動作があり、視線を合わ

せ笑顔も見られました。背面開放座位バランス

の安定もみられました。

項目１、４、６、７において１～３点の減少

が見られ、合計点は最高５５点となり、最重症例

から重症例へと変化がありました。
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D氏、男性、８９歳、脳梗塞、肺炎により入院

後、右上下肢の不全麻痺、構音障害、認知機能

低下、夜間の不穏・不眠の状態が続いていた。

疎通に波があり、まったく疎通が図れない時や

怒鳴り声、粗暴な行動が見られることがあった

方です。研究開始時の広南スコア合計点は５０点

と中等症例でした。
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ケア中、ケア後に会話が可能になり、笑顔が

見られるようになりました。夜間の睡眠が取れ

るようになり生活リズムが整い、背面開放座位

のバランスの安定も見られました。合計点で最

高２２点に減少し脱却例へと変化した日がありま

した。
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今回介入したすべての症例において広南スコ

アの点数の減少が見られました。

先行研究では、背面開放座位の一回の施行時

間は３０分程度としており、脳疾患発症までの日

数や背面開放座位導入までの日数が短いほうが

より効果を得られています。今回の研究では、

施行時間が１０分と短く、脳疾患発症からの日数

が長期間でありましたが、一時的でも脳への刺

激を受けたことによる反応が得られたと考えま

す。

D氏のみ全ての広南スコア項目において点数

が減少したことは、他の患者に比べ残存機能が

多く脳梗塞発症からの日数が短かったことが影

響したものと推測されます。
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説明書を用いた白内障手術後患者への点眼指導
―説明書の改善を比較して―

発 表 者 田中 麻友 （和歌山県：国保野上厚生総合病院）

共同研究者 西 慶子、樫葉 雅人、辻 あさみ
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今回の研究のように、広南スコアを用いたこ

とにより、眼球の動きや表情、細部にわたる患

者の残存機能を観察しアセスメントすることが

でき、些細な変化や回復の兆しを見逃さない関

わりが重要であることを実感することができま

した。

しかし、実施期間が短く効果を得るには限界

があり、症例数も少なく十分な検証ができたと

は言い難いため、今後も継続していく必要があ

ると考えます。

以上で発表を終わります。御静聴ありがとうご

ざいました。
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研究背景

高齢社会に伴い、白内障患者は増加傾向にあ

ります。A病院においても、白内障患者の手術

が増加しています。平成２４年４月より、白内障

手術の在院日数が４日から２日に短縮しまし

た。それに伴い、指導時間も短縮したので、自

宅で活用できる目薬説明書（以後、説明書とし

ます）を退院時に配布し、点眼方法を指導して

いました。しかし、退院後に患者から目薬の点

眼方法に対する問い合わせがあり、誤って点眼

していることがありました。
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その原因として、患者が高齢で、術後のため

視界不良であり、説明書を読みにくいことや、

指導時間が短縮したため、確実に点眼方法を理

解できないまま退院しているのではないかと考

えられました。そのため、今まで使用していた

説明書の内容、活用状況を見直し、患者が正し

く点眼を行えるように関わる必要があると考え

ました。
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