
【Ⅵ．結論】糖尿病の治療は患者の日常生活そのも
のであり、処方は医師により行われるが、治療の実
施は患者の自己管理により行われるため、ライフス
タイルを考慮した指導が重要である。糖尿病患者の
中には、社会的理由などから1日3食を規則正しく
摂取できない者も多い。今回実施した2回食とそれ
にあわせた薬剤調整では多職種の専門性を活かし、
連携と協力のもと療養指導に関わることの必要性を
実感できた。多職種で治療に関わり患者のライフス

タイルに沿った治療を実践することは、患者の QOL
を高め自己管理の定着に有効であると思われる。
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結論 

糖尿病の治療は患者の日常生活そのものであり、
処方は医師により行われるが、治療の実施は患者
の自己管理により行われるため、患者のライフスタ
イルを考慮した指導が重要である。 
多職種で治療に関わり患者のライフスタイルに
沿った治療を実践することは、患者のQOLを高め
自己管理の定着に有効であると思われる。 
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リハビリと病棟との連携
～リハビリカンファレンスの定着を目指して～
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【はじめに】入院中のリハビリ患者の多くは高齢で
複数の疾患を有しています。しかし、病棟看護師は
患者のリハビリ状況を十分把握できておらず、PT
との情報交換もあまり行われていないため、病棟に

おいての患者の ADL 拡大がスムーズに行われてい
ませんでした。そこで、自立に向けた統一した援助
を行うため、PT と病棟看護師との合同カンファレ
ンス（以下リハビリカンファレンス）の必要性を感
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じました。今回リハビリカンファレンスの開催を試
みたので報告します。

【目的】PT と病棟看護師間でのカンファレンスを
実施し、定着を図る為の取り組みを行い、その効果
を明らかにする。

研究期間　H23年　6月から H24年3月　対象は病
棟看護師22名
方法　についてはスライドを参照下さい。

倫理的配慮について、詳しくはスライド参照下さい。

リハビリカンファレンスを始める前の6月に行った、
質問紙調査の結果です。
リハビリ処方箋が出ている患者について、4割の看
護師がほとんど把握していませんでした。
患者のリハビリ状況については半数の看護師がほと
んど把握していませんでした。患者のリハビリの
ゴールについてもほとんどの看護師が知らないと答
え、リハビリ患者についての情報不足が明確になり、
カンファレンス開催を決定しました。

まず、ファレンス開催のためのマニュアル作成を行
いました。
医師よりリハビリ処方箋がでたら、リハビリ室より
病棟へ連絡が入ります。病棟ではリーダーが白板に
患者名の記入、担当 PT の確認、カンファレンス患
者の決定等を行います。受け持ち看護師は看護計画
の立案・評価・修正、カンファレンス用紙の準備を
行います。

リハビリ室 

病棟 

・白板に患者名の記入 
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 日程の連絡 
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 質問紙調査方法について、無記名で記入、研究

への参加に同意するか否か本人の自由意思によっ

て決定し、研究の途中であっても、いつでも断る

権利があることを説明、口頭で同意を得る。 

 研究にて質問紙調査を行うことについて院長の

許可を得る。                               

 
 

 

期間：H23年6月 ～ H24年3月 

対象：病棟看護師 22名 

方法：①カンファレンスマニュアル作成 

   ②リハビリ患者一覧白板設置 

   ③カンファレンス用紙の作成 

   ④カンファレンスの実施 

   ⑤質問紙調査（6月、3月） 

研究方法 

 PTと病棟看護師とのカンファレンスを実施し、 
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 その効果を明らかにする 
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リハビリ処方箋の出ている患者を把握するために、各病
棟にリハビリ患者一覧を表示した白板を設置しました。
白板には患者名、担当 PT、本日のリハビリ予定、
カンファレンス予定等を表示しました。

効率良くカンファレンスを開催でき、カンファレン
ス内容を共有できるよう用紙を作成しました。
用紙には問題点、目標、カンファレンス内容、家
族・患者の希望、リハビリテーションの終了時期等
を記入します。

以上のことを踏まえて、2階病棟は毎週木曜日、3
階病棟は毎週水曜日の8時30分から8時45分にリ
ハビリカンファレンスを実施しました。

カンファレンス開始後、2回目の質問紙調査の結果です。
PT と情報交換を時々行っていると答えた看護師が
13名から17名に増えました。

リハビリ処方箋がでている患者について21名の看護
師がだいたい把握していると答えました。すべて把
握していると答えた看護師は1名にとどまりました。

リハビリカンファレンス用紙 

患者氏名： 受け持ち看護師： 受け持ちPT ： 

   問題点   具体的アプローチ 

 目標 

カンファレンス内容  実施日： 

本人の希望： 家族の希望： 

リハビリテーションの終了の目安・時期 

リハビリ患者一覧白板設置 
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 2階病棟 毎週 木曜日 8：30～8：45 

 

 3階病棟 毎週 水曜日 8：30～8：45 
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患者のリハビリ状況について、だいたい把握してい
ると答えた看護師が11名から20名に増えました。

患者のリハビリのゴールについては知っていると答
えた看護師が2名から15名に増えました。

結果、PT と情報交換を行う機会が増え、患者のリ
ハビリ状況が把握でき、患者のリハビリのゴールが
明確になりました。

【考察】リハビリカンファレンスを行うことで、
PT と共通の目標をもつことができました。患者の
リハビリ状況が把握できるようになり、統一した援
助が行えるようになりました。今田瞳は「カンファ
レンスが多々行われることの最も良い点は、他職種
間で情報の共有、ゴールや入院期間といった方針の
統一がはかられることである。」と述べています。
看護師のリハビリに対しての意識も向上しました。
しかし、全ての患者にはカンファレンスが行えてお
らず、また、カンファレンス未設定や PT の都合等
により毎週カンファレンスを行えていない現状もあ
り、さらなる定着への試みが必要だと考えられます。

【まとめ】情報を共有するために、カンファレンス
は有効な手段ですが、現在は情報を共有することに
とどまっています。今後、受け持ち看護師からの積
極的な提案や、課題の検討等、活発な意見交換がで
きるようカンファレンスを充実させ、継続的に PT
との連携を図っていきたいと思います。
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