
【はじめに】当病棟は、亜急性期、慢性期の患者が
病床の大半を占め、その多くが理学療法士によるリ
ハビリを行っています。当院のリハビリは土、日、
祝日が休みのため、リハビリに意欲的な患者からは
不満の声がたびたび聞かれていました。また逆に意
欲の低い患者のなかには、リハビリが休みのため車
椅子乗車を拒んだり、ポータブルトイレの使用も休
みと主張しオムツの使用を希望する人もいました。
一方で理学療法士からは、休日にリハビリができな
いため、休日明けには元に戻ってしまっているケー
スが多いという嘆きを聞きました。そこで私達は休
日明けに継続したリハビリに繋げられるように何か
できないかと考え、理学療法士と連携し、看護師に
よる休日病棟リハビリテーションを計画、実施しま
した。この取組みにより得られた結果を発表いたし
ます。

〈実施期間〉〈対象者〉はご参照ください。

〈実施方法〉　休日と祝日の前日に理学療法士とカ
ンファレンスを実施し対象者の決定、トレーニング
メニューの提示、問題点の共有と検討をおこないま
した。倫理的配慮として、対象者には書面を用いて
口頭で研究の説明をおこない、同意をとりました。
また、メニュー表とトレーニングメニューのパンフ
レットを作成しました。パンフレットは、看護師の
意見をとりいれての理学療法士による制作です。さ
らに看護師を対象とした理学療法士によるトレーニ
ング方法、指導方法の勉強会をおこないました。
実施は、その日の受け持ち看護師が担当しました。
それではメニュー表をご覧ください。この表はカン
ファレンスで対象患者が決定した時点で看護師が患
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看護師による休日病棟リハビリテーション
の取り組み 

～理学療法士との連携の試み～ 

三浦市立病院 看護科  川内郁子     
 

休日リハビリメニュー表 
                     (  )科 (   )号室 氏名
(         )(  )歳 
入院(  月  日) 退院(  月  日) 疾患名(            )   
同意書受理 済 
 
 

 平成２３年７月３１日～ 
   平成２３年１０月１６日 
 平成２４年５月２６日～ 
   平成２４年６月３０日 
 
＜対象者＞ 
 ４階病棟入院中でリハビリ実

施中患者 
 認知症があっても軽度の患者 
 入院前に自立歩行で来ていた

患者（T字杖使用者も含む） 
 実施日数＝３８日 
 参加人数＝３４名 

＜実施期間＞ 
月日 
     リハビリメニュー   コメント 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 

１ はじめに 
当院のリハビリ 

土・日・祝日が休み 

意欲のある患者 

不満の声 

理学療法士 

休日明けの状態が悪化
していることが多い 

意欲のない患者 

休みだから・・・ 

車椅子乗車拒否 

トイレ動作拒否 

休日明けに継続したリハビリにつ
なげられるようにしたい！！ 
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者個々に作成し、理学療法士がトレーニングメ
ニューを書き込むようにしました。メニュー表には
患者個々のリハビリの注意点や、日常動作訓練の援
助についてなどを書き込めるコメント欄を設けまし
た。また毎回のカンファレンスや、必要時は随時、
患者の状態などの情報交換を行い、メニューの変更
や、追加をしていきました。

次にトレーニングメニューパンフレットをご覧くだ
さい。全部で12種類のメニューが載っています。
※こちらに実物を数冊ご用意しましたので、どうぞ
手に取ってご覧ください。看護師が違っても毎回正
しい方法で統一して行えるように、写真に解説を添
えました。毎回このパンフレットを見ながらトレー
ニングを行いました。

実施方法 

①理学療法士とのカンファレンスの実施 
  （金曜日と祝日の前日） 
 
 
 
 
 
②理学療法士によるトレーニング方法の勉強会 
③実施はその日の受け持ち看護師が行う 
 

○対象者の決定 
○トレーニングメニューの提示 
 （パンフレット・メニュー表の活用） 
○問題点の共有と検討 

２.ブリッジ（足をクロス） 

ポイン ・体幹、大腿、下腿が一直線上になるように 
    ・胸腰椎に痛みがあれば中止、もしくは大殿筋に収縮が入る程度 

（少しお尻を上げる程度・お尻に力が入っているか確認） 

ポイント  ・体幹、大腿、下腿が一直線上になるように 
      ・鍛えたい足を下にする 
      ・胸腰椎、股関節に痛みがあれば中止、もしくは大殿筋に収縮が入る程度 

（少しお尻を上げる程度・お尻に力が入っているか確認） 

8.腹直筋 

ポイント ・首から肩甲骨がベッドから離れる程度に、体を起こす 
     ・本人にはお臍を覗くように指導する 

ポイント ・体幹、大腿、下腿が一直線上になるように 
     ・挙げている足は、反対側の膝の位置と平行にする 
     ※力が弱いと足を上げすぎてしまうので注意 
 

５．体幹の回旋運動 

ポイント 
・胸腰椎に痛みがあれば中止 
・横腹に力を入れるように指導（内外腹斜筋） 

ポイント 
・女性の場合、胸式呼吸になる人が多いので注意 
・息は吐ききるようにする（腹横筋筋力訓練）⇒脇腹 
 に力が入っているか確認 
・息を吸うときも思いっきり行う（横隔膜筋力訓練） 

3.中殿筋（セラバンド使用） 

ポイント ・お尻の下に枕などを挟む（股関節伸展位） 
     ・膝のお皿が天井を向いた状態で行う 
     ・膝の疾患がある場合は、セラバンドは膝の上に巻く（関節を挟む 
      と痛みを助長する） 

ポイント ・踵はベッドに付けた状態で行う 
     ・膝を伸ばしきった時、特に力を入れるように指導する 
     ・足関節は背屈位にて実施（足首は曲げたまま） 

６．立ち上がり 

ポイント・開始肢位：椅子に浅く腰かける、足を少し引き肩幅に開く、手すりは前方を持たせる 
    ・お辞儀をするように立ち上がらせる（大殿筋・大腿四頭筋筋力強化）膝に痛みがある場合は中止 

ポイント ・開始肢位：椅子に浅く腰かける、手は椅子の前を持つ、背筋を伸ばす 
     ・股関節90°以上両足を上げる（腸腰筋・体幹筋 筋力訓練） 

（膝を椅子の座面より高く上げる） 
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【結果と考察】総実施日数38日、参加患者総数34
名、平均年齢74.7歳。参加回数の平均は一人6回で
した。
＜患者アンケート結果＞
この結果からは、ほとんどの患者からやってよかっ
たとの回答でしたが、効果についての実感は漠然と
して判断がつかないことがうかがえました。また、
その他の感想としては、気が晴れる、看護師と話が
できる、景色が観れる、など休日に看護師とリハビ
リを行うことを楽しんでいた患者がいたことがわか
りました。

＜看護師アンケート結果＞
この結果からも、ほとんどの看護師からおこなって
良かったとの回答が得られました。
感想、意見としては、リハビリ状況がわかり、リハ
ビリ室との連携がとれた。リハビリの勉強になった。
患者自身の目標ができる。連休中、患者の回復意欲
に働きかけ効果があったと思う。臥床しているより
も一日の流れにメリハリがつき、筋力アップ、食欲
増進、夜間の良眠につながると思う。さらに、忙し

く大変だが患者の為になるのだから続けていきたい。
などでした。また、トレーニングメニューパンフ
レットはわかりやすく、好評でした。

理学療法士の総評としては、「患者から「土日に看
護師さんとリハビリをやったのよ」と報告してく
れることが何度もあった。見守りや付き添いがない
と歩行できない人の歩行訓練が土日でもでき、とて
もよかった」。「特に効果が顕著だったのは片麻痺
と腰痛の患者で、片麻痺の場合は普段使う筋肉が限
られてしまうので、鍛えたい部分を土日に訓練する
ことでだいぶ違っていた。腰痛の場合は腰回りの筋
肉を鍛えるためには毎日継続することがとても重要
なため、休み明けの状態が良かったと実感できた」。
との評価が得られました。

【終わりに】　私たちはこの取組みをおこなう前は、
ADL 拡大のための援助にとらわれがちで、リハビ
リは理学療法士がリハビリ室で行う専門的なもので
あると切り離しがちでした。しかし理学療法士と連
携、協力することで、初歩的ではありますが専門的
なリハビリを学び得ることができました。
　そして、患者のリハビリ状況がタイムリーにつか
め、リハビリについて患者と話し合う機会もでき、
患者と同じ目標ができることを体験することができ
ました。
さらに、このとりくみは休日で看護師が少ない体制
の中行うということで、ある意味挑戦でしたが、患
者、理学療法士、病棟スタッフからも良い評価が得
られました。今後は、退院後のリハビリ指導につな
げていくことができるよう、取り組んでまいりたい
とおもいます。

退院時患者アンケート結果 
①休日リハビリを行ってどうでしたか？ 

①で良かったと答えた理由は？ 

②今後もこのような看護師による休日リハビリを
続けた方が良いと思いますか？ 

良かった, 
25 

悪かった, 0 

どちらとも

いえない, 6 

順調に良く

なった, 5 

やらないよ

りは良い, 15 

やる気が 
出た, 5 

続けた方が

良い, 30 

その他, 0 

結果 人数

良かった 25

悪かった 0

どちらともいえない 6

結果 人数

順調に良くなった 5

やらないよりは良い 15

やる気が出た 5

結果 人数

続けた方が良い 30

その他 0

12.股関節屈曲 

ポイント 
・股関節が90°以上屈曲するようにする 
 

看護師アンケート結果 
①休日リハビリを行ってどうでしたか？ 

②休日リハビリの効果は？ 

③今後何らかの形で続けた方が良いか？ 

良かった, 8 悪かった, 0 

どちらとも

いえない, 2 

あったと思

う, 8 

なかった, 
0 

分からない, 
2 

続けた方が

良い, 8 やらない方

が良い, 0 

続けた方が

良いが大変

だから無理, 
0 

分からない, 
2 

結果 人数

あったと思う 8

なかった 0

分からない 2

結果 人数

続けた方が良い 8

やらない方が良い 0

続けた方が良いが大変だから無理 0

分からない 2

結果 人数

良かった 8

悪かった 0

どちらともいえない 2

結果 人数

あったと思う 8

なかった 0

分からない 2

結果 人数

続けた方が良い 8

やらない方が良い 0

続けた方が良いが大変だから無理 0

分からない 2
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以上で発表を終わらせていただきます。
　ご清聴ありがとうございました。

まとめ 
 鍛えたい筋肉のトレーニングを休日に継
続しておこなうことは休日明けに良い状
態をもたらす。 

 休日リハビリを行う事で、リハビリに対
する意識の向上が明らかになった。 
 

 
 休日リハビリの継続 
 退院後の継続リハビリに繋げる退院時の
リハビリ指導 

 
 
 

【Ⅰ．はじめに】術後合併症予防に対する早期離床
の有効性について、これまでに多くの研究が立証さ
れている。
当院外科病棟では、術前オリエンテーションの際に、
術前後の流れを記したパンフレットを用いて説明を
行っている。しかし、紙面には、早期離床の利点や
必要な理由、具体的な術後の予定について十分な内
容が記載されていない。患者に対し、具体的な早期
離床の効果や必要性について、一貫した情報提供が
行えていない状態であった。そのため、患者や家族

が、術後は安静が必要と考えていたり、離床は術後
しばらく経過してから行うことであると認識してい
ることがあった。また、術後しばらく経過した患者
から「手術後、どの程度で動くことができるのか、
スケジュールを知りたかった。」という意見もあっ
た。山内らは、「多くの患者は、術後早期に離床す
ることへの反応として①歩くと傷が開くのでは ? ②
動くと痛みが強くなるのでは ? ③術後はできるだけ
安静にしなくてはいけないのでは ? などの先入観が
あり、早期離床を妨げる大きな要因となる」1）と
述べている。
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      公立那賀病院 

      ○水谷春菜 大坪栄子 大林依可  

早期離床率向上に向けての取り組み 
 

～術前からの目標設定による離床率への影響～ 
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