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療養病棟における家族参加型レクリエーションの効果

発 表 者 岡元 幸恵 （山口県：周防大島町立大島病院）

共同研究者 捧 涼子、濱中 愛子
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当院では以前から、３か月に１度レクリエー

ションを実施していました。その時、患者は普

段あまり見せないようないきいきとした表情を

していました。そこで、レクリエーションとい

う時間を家族と共有することで、患者・家族の、

良好な関係構築への第一歩としたいと考え、家

族参加型レクリエーションを毎月実施し、その

結果を明らかにしました。
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研究期間：２０１３年２月～８月

対 象：レクリエーションに参加した療養病

棟の患者と家族

方 法：毎月１回家族参加型レクリエーショ

ンを実施しました。

家族参加型レクリエーションの効果の分析は

半構成的面接法と参加観察法で行いました。
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レクリエーション内容については表１、表２

をご参照ください。
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倫理面の配慮についてもポスターをご参照く

ださい。
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結 果

研究についての承諾を得られた４家族に面談

を行いました。面接をした４家族の概要につい

ては表３をご参照ください。
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A氏においては、家族が一緒にレクリエーショ

ンに参加すると一層表情が明るくなり、歌が始

まると家族が耳元で歌ったりし、嬉しそうによ

りそっていました。家族は「車いすに乗せたら、

海や桜がきれいだとか感じられるような生活が

できたらいい」という思いがありました。その

ことから、読書の時間を設けたり、車椅子散歩

を実施することによって、患者が笑顔で過ごせ

る時間を増やすことができました。
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B氏については、参加回数を重ねるごとに、

少しずつ表情が明るくなり、しだいに積極的に

レクリエーションに参加するようになりまし

た。また、回を重ねるごとにおしゃれをするよ

うになり、家族も早めに来院し、患者の身支度

を整えてから参加するようになりました。家族

は「最近見違えるようになった。ここ一年間で

一番元気」と言い、レクリエーションに参加す

る様子をみて喜んでいました。家族の嬉しそう

な様子を見て、患者もさらに笑顔になっていっ

た。
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C氏は終始笑顔で歌い、家族もうれしそうに

声をかけていました。家族が初めて参加したレ

クリエーションでの表情を、ほかの家族に話し

たところ、その次のレクリエーションから揃っ

て参加されました。その後、その家族は毎月休

みを取って、レクリエーションに参加するよう

になりました。
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D氏は笑顔で歌ったり、車椅子から身を乗り

出してボールを投げていました。家族は、介護

施設入所について消極的でしたが、レクリエー

ションでの患者の姿を見て「こんなことができ

るなんて知らなかった。これなら施設にいける

と思う。」と施設入所に前向きになり、その後入

所が決まりました。
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考察

A氏家族がレクリエーションで歌が始まると

耳元で歌って教えたり、嬉しそうに寄り添って

いたりすることや、C氏の普段面会にあまり来

ていなかった家族がレクリエーションに参加し

たいという気持ちになったということは、家族

参加型レクリエーションが、患者－家族間、ま

た家族－家族間の相互交流の場となったといえ

ます。

B氏はレクリエーションに家族が毎月参加す

ることによって、家族が思っていた以上に元気

になった様子を共有でき、そのことが相互の満

足感につながったのではないかと考えます。

D氏の家族は、レクリエーションで車椅子に

移乗し楽しそうにボールを投げる姿を見て、前

向きに施設に入所することができました。それ

は、普段見られない表情や行動の変化をみて、

患者自身の新たな可能性を見出すことにつな

がったといえます。
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病棟看護師と外来看護師による退院後訪問
～病棟看護師の視点から～

発 表 者 島本 由希子 （島根県：隠岐広域連合立隠岐島前病院）

共同研究者 山本 美帆、常盤 比呂子、家中 ふみ代、松浦 幸子、白石 裕子、白石 吉彦

結論

１．家族参加型レクリエーションは、患者－家族

間、家族間の相互交流を図る場となる。

２．患者は家族と一緒にレクリエーションに参加

することで満足感が増す。

３．家族が普段見られない患者の様子を見ること

で退院に前向きになれた。

現在、毎月決まった日にレクリエーションを

実施しているため、それでは参加できない家族

がおられます。そういったことを今後どのよう

に解消し、参加率を高めていくかが今後の課題

です。ご清聴ありがとうございました。

隠岐島前病院は、島根県隠岐諸島４つの中の

２番目に大きな、人口約３，１００人の西ノ島町にあ

ります。小さな島３つが集合している島前に位

置し、それぞれの島に診療所はありますが、入

院施設を持つ病院は当院しかありません。

外来診療のほかに、訪問看護、訪問リハビリ

テーション、訪問薬剤、往診診療などを行って

います。病棟看護師が外に出る機会はほとんど

なく、在宅に行くのは外来看護師のみとなって

います。

今回当院では、去年の１２月ごろより退院後訪

問を開始しました。病棟看護師が主体となり、

外来看護師と共に退院後２週間以内に行いま

す。開始した経緯には、看護師の人数が増え、
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