
演  題

245

重度要介護者への DVD鑑賞レクリエーションの効果

発　表　者 中村　迪沙紀 熊本県　国民健康保険和水町立病院

共同研究者 竹崎　祐、吉岡　久美

【はじめに】　近年、急速な高齢社会を迎えて、当
病棟でも脳血管障害やさまざまな慢性疾患に起因す
る重度要介護者が増加しています。長期療養を余議
なくされるこの方々を対象に、気分転換を兼ねた屋
外散歩や音楽鑑賞など催してきました。しかし、
個々の患者の趣味や嗜好に見合った内容を計画する
には到りませんでした。計画を見直す段階での調査
では、重度要介護者に対するレクリェーションの先
行研究がほとんど見られず、効果的なプログラムを
検討していく事が困難でした。

【研究目的】　重度要介護者への余暇活動の中でも
特に DVD 鑑賞をすることによっておこる会話や表
情といった行動変容を検討し、DVD 鑑賞レク
リェーションの有効性を明らかにすることを目的と
しました。

【研究方法】　本研究では、まず入院患者の好む音
楽や映画といったジャンルについて聞き取り調査を
行ったのち、DVD 鑑賞のプログラムを作成し、
DVD 鑑賞前・鑑賞中・鑑賞後の会話や表情などの
行動を観察調査し、その変化について分析しました。
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研究目的 
DVD鑑賞をすることによっておこる会話や 

表情といった行動変容を検討し、DVD鑑賞 

レクリェーションの有効性を明らかする 
 
対象者 
事前調査：病棟入院患者で、意思表示が 
       明確に出来る６５～９ ５歳 １３名 
ＤＶＤ鑑賞：事前調査の対象者の中から 
       本人と家族に同意を得られた４名 

研究方法 
調査期間 ： Ｈ２３．９．７～１０．７ 
場   所 ： 病棟内食堂（１８時～１９時） 
事前調査 ： 好きなジャンルの聞き取り 
ＤＶＤプログラム ： 
     歌番組、時代劇、サスペンスドラマ、お笑い 
調査方法 ： 
   ・ 対象者の状態 ⇒ チェックリスト使用  
   ・ 鑑賞直前～直後の対象者の状況、印象 
               ⇒ 担当者による自由記述  
   ・ 鑑賞前後の状態⇒ 研究者記入                                                     
 

分析方法 
  
自由記述・チェックリストについて、行動変容を
もとに分類し、その変化を分析 

（綿による行動変容：文献は抄録参照） 

  
※ 研究対象者は、長期療養中の重度要介護
者であるため、社会的、人間関係的行動変容
は明確な結果を見出すことができないと考え、
身体的、精神的、個人的行動変容の項目を用
いた。 

倫理的配慮 
対象となる患者、家族へ本研究の目的、方法、
匿名性の保持、体調不良などによる参加不
参加は自由で中止もできること、研究発表の
予定であることについて口頭で説明し、同意
を得た。また必要物品は研究者が準備し、対
象者に金銭的な負担を強いることはないこと
を説明了承を得た。主治医の承諾も得た。 
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  ８３歳 女性  慢性腎不全 糖尿病 認知症 
            仙骨部に褥瘡あり 
  日常生活自立度ランクＢ－２ 要介護４ 
  車椅子座位保持可 
  【参加状況】 
     ・ 積極的に参加 

結果３． Ｃ氏 

 鑑賞中、周囲を見回して集中せず 
 時々、うつむき加減になる 
 
後半・・・参加に消極的・・さらに、体調不良で欠席 

研究対象をはじめ、倫理的配慮についてはポスター
をご参照下さい。

【結果】

1．病棟入院患者の好む番組
事前調査対象者13名が好む番組は4種類あり、
歌番組8名、時代劇3名、サスペンスドラマ1名、
スポーツ番組1名でした。

2．対象者の変化は、ポスターをご参照下さい。

本研究対象者であった四名について考察します。

　A 氏は、スポーツ番組を好むとの事でしたが、好
みではなかったお笑いやサスペンスドラマの上映の
時にも、笑い声や興味を持っている様子がうかがえた
ことから、リラックスするといった効果が得られたと
考えられます。レクリェーションをしっかりと生活に
根付かせ、最終的には余暇の獲得と充実を通じて自立
的なレクリェーション生活の確立を目指していくこ
とが重要であるといわれているように、A 氏にとっ
ては、DVD 鑑賞という行動がきっかけとなり、離床
は嫌がるものの、人から言われてするのではなく、自
らの意思でテレビを見るなどの余暇活動を展開し始
めたと推察され、本人の嗜好の上映のみならず、離床
して環境を変え、リラックスできる DVD 鑑賞のプロ
グラムの必要性があることがうかがえました。

　つぎに、B 氏は、歌番組を好み、上映時は声を出
し、手を動かす等の動作があった事から、ほとんど
の時間をベッドで過ごすより離床し、歌番組を上映
する際には、何かしらの手足を動かすようなことを
組み入れていく事が、より効果的であることが示唆
されました。

また、時代劇が好みの C 氏は、鑑賞後は「面白かっ
た。水戸黄門は好き。」と、会話があったが、鑑賞
中うつむき加減が多く、どの番組でも、鑑賞直前は
楽しみにしている発言があったものの、客観的には
楽しんでいる様子は見受けられず、表情等の観察上
は明らかな変化は見受けられませんでした。普段の
テレビ鑑賞などの習慣が確認出来ておらず、また感
情の表出についても、十分に事前に確認出来ていな
い事もあり、効果については明言出来ないと考えら
れます。利用者の生活歴や余暇歴を土台にしたアセ
スメントを十分に行い、利用者の立場に立ち、利用
者が主体的にレクリェーションを楽しめるようにす
る必要があり、生活そのもののアセスメントをする
ことで、DVD 鑑賞の内容、長さ、開催時間などを

   ８２歳 男性    認知症  全身に褥瘡あり 
   日常生活自立度ランクＣ－２  要介護４ 
   リクライニング車椅子座位保持可 
 【参加状況】 
  番組内容の理解度は不明  参加は積極的 

結果２． Ｂ氏 

 鑑賞中の表情が良い  
 声を出して手を動かす動作あり 
  
 ときどき居眠りあり・・・それ以外は鑑賞する 

結果１． Ａ氏 
    ８７歳 男性  パーキンソン症候群  鬱病 
    日常生活自立度ランクＣ－１ 要介護３  
    車椅子座位保持可  
【参加状況】  
  ・ 離床を好まないが、家族の後押しあり参加 
  ・ 参加した９回全て嫌々ながらの鑑賞 
 

  お笑い番組、 サスペンスドラマを鑑賞 
  《笑い声あり》 
鑑賞後の変化 
 ・ 離床は嫌がる 
 ・ 居室にて積極的にテレビを見るようになる 
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検討しなければならないことが明らかとなりました。

　最後に、歌番組を好む D 氏は、自分好みの歌番
組を鑑賞する上で、その内容に関することで会話が
増え、涙を浮かべ感動していることから回想法の効
果を得る事につながったと考えます。楽しさ、心の
豊かさ、快さ、なごみ、癒し、安寧、すべてを「や
すらぎ・ふれあい」を目的とするレクリェーション
活動から引き出せると言われており、歌番組に限ら
ず、どの番組でも楽しんだ D 氏にとって「楽しい」
という感情は重要なモチベーションとなり、他患者
に自ら話しかけ、自分で靴を脱ぐようになってきた
ことを思うと、DVD 鑑賞は効果があったと考えます。

【結論】

1．DVD 鑑賞による行動の変化には、表情が明る
くなり、笑い声や手拍子、声を出しながら手を
動かすなどの効果が多かった。

2．DVD 鑑賞は、鑑賞期間が終わっても、他患者
に自ら話しかけ、自分で靴を脱ぐといった意欲
的な面や居室でテレビ鑑賞、DVD 鑑賞以外の
レクリェーションにも積極的に参加するなどの
行動変容が見られました。
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８７歳 女性 心原性脳梗塞（左片マヒ）、慢性心房細動  

 日常生活自立度ランクＢ‐２  要介護５  
 車椅子座位保持可 
【参加状況】 
 ・ 欠席なく、積極的に参加・ 長時間の離床は困難 

結果４． Ｄ氏 

   歌に合わせて手拍子、手で踊る動作あり 
鑑賞後の変化         
・ 自分で靴を脱ぐ  ・ 他者への話しかけ↑ 
・ 他のレクリェーションに参加 ・ 明るい表情 

・患者の嗜好に合わせたＤＶＤ鑑賞
は、発声や身体動作の増加を導き、
生活行動の変容に影響すると言え
る。 

・生活暦や余暇暦をアセスメントしてレク
リェーションプログラムを作成しなけれ
ば、苦痛を伴う時間を過ごすことになり、
もっとも配慮が必要である。 

・適切な評価方法を検討する必要がある。 

考  察 

明らかとなった行動の変化 
 ・ 手を動かす 
 ・ 声を出す 
 ・ 画像（テレビ等）を観るようになる 
 ・ 生活動作の増加（自分で靴を脱ぐ） 
 ・ 他者への話しかけの増加 
 ・ レクリェーション参加の増加 

結 論 
１．ＤＶＤ鑑賞による行動の変化には、 
  表情が明るくなり、笑い声や手拍子、 
  声を出しながら手を動かすなどの 
  効果あった 
２．ＤＶＤ鑑賞は、鑑賞期間が終わっても、他

の患者に自ら話しかけ、自分で靴を脱ぐ
といった意欲的な面や居室でテレビ鑑賞、
ＤＶＤ鑑賞以外のレクリェーションにも積
極的に参加するなどの行動変容が見ら
れた 
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【はじめに】現在、病院で死を迎える割合は8割と
言われ、高齢者の療養病床で死亡する比率が多く
なっています。当院は208床を有する、へき地中核
病院であり、国東市で死亡される半数弱の方が当院
で最期を迎えています。当療養病棟でも、急性期の
医療が終了し、看取りの状態となった患者が2年前
より増え、臨終に立ち会う機会が多くなりました。
退院時には、ご家族より感謝の言葉をいただいてい
ますが、ご家族に満足していただけるケアの提供が
できたか、至らなかったことはなかったかを知るた
めにアンケート調査を行いました。その結果より、
満足度を知る事ができ、今後の適切なケアの提供に
向け指標を得る事ができたので報告します。

【目的】死亡退院されたご遺族に、臨終時のケアと
接遇について満足度を知ることと、よりよい看取り
のあり方を考察し、今後の適切なケアに繋げる事で
す。

【対象】平成22年8月から平成23年6月までに看
取った患者のご家族50名です。

【方法】アンケート調査の郵送・回収から評価・分
析を行いました。回収率は70% でした。
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喜んでいただける Last Sceneを目指して

発　表　者 土山　和美 大分県　国東市民病院

共同研究者 松崎　昭子、照山　睦子

喜んでいただける 
   Last Sceneを目指して 

国東市民病院 
○土山和美 松崎昭子 照山睦子 

目 的 
• 死亡退院されたご遺族に、臨終時のケアと 
接遇について満足度を知る 

• よりよい看取りのあり方を考察し、今後の 
適切なケアにつなげる 

 

対 象 
• 平成22年8月～平成23年6月までに 
  看取った患者のご家族50名 
方 法 
• アンケート調査を実施・評価・分析 
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