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離床への働きかけ～心地よい運動プログラムを作成して～

発 表 者 米野 早苗 （山形県：小国町立病院看護部）

共同研究者 横山 祐子、馬場 良子、坂上 孝子、舟山 香、阿部 靖子、木村 陽子、
井上 秀子、阿部 吉弘

要性を学ぶことができました。

家族を巻き込んだ介入は治療意欲を高め、大

きな影響となり効果的であったと思われます。
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ご静聴ありがとうございました。
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小国町は、山形県の南西部に位置し、人口８，６１９

人・高齢化率３４％の過疎の町である。

小国町立病院は、内科・外科・整形外科・小

児科・眼科・耳鼻科の診療科をもち、入院病床

は５５床で、内科・整形外科の混合病棟である。

B・Cランクの高齢者の入院が多く、長期臥床

に伴い身体的・精神的に虚弱になる例がみられ

ることがある。
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＜はじめに＞

退院をスムーズに行うためには離床が重要な
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ファクターとなるが、実際にはうまくいってい

ない。この原因の一つに看護師の離床に対する

認識の違いがあると思われる。このため、患者

への離床のためのケアが、担当が変わるたびに

微妙に異なったりし、QOLの改善に遅れが生じ

入院期間の長期化を来す可能性がある。

当院では、離床に対して統一した意識を持ち、

早期離床を目的に取り組みを行ったので報告す

る。
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＜方法＞

� 離床の必要性の認識と、離床に対する計画

立案と実践・評価の現状についてアンケー

ト調査を実施。

� アセスメント用紙を使用し ADLの評価を行

い、早期離床を目指した看護計画を立案。

� 健康運動指導士の指導の下、運動プログラ

ムを作成し週３回実施。

� プログラム実施後のアンケート調査の実施。

※倫理的配慮

本研究を進めるにあたり、研究対象者・家族に

対して研究の趣旨を説明し、自由意志による同

意を得ている。
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＜看護師アンケート�－１ （現状の把握）＞
看護師の意識調査のためにアンケート実施し

た結果、離床の必要性を感じている人がほとん

どであるのに対し、早期離床を目指した看護計

画を立てている人は２８％程度にとどまった。
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＜看護師アンケート�－２ （現状の把握）＞
早期離床のケアを行っている人は９４％と高

かったが、計画が立案されていないため、思い

つきや申し送りがあるからやっているという意

見が得られた。
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＜離床に向けた意識の現状＞

アンケートの結果、早期離床の必要性を感じ

ながらも看護計画がほとんど立てられていない

状況であった。これは、業務内容の繁雑さと、

リハビリテーションは OTや PTにまかせれば

いいという消極的な意識があったからだと考え

られる。そして、入院前の ADLや患者背景がア

セスメントできていないため、寝たきりにさせ

ないためにはとりあえず起こさなければならな

いと、車椅子移乗など思いつきの統一性のない

ケアとなっていた。

以上の結果をふまえ、早期離床に対して取り

組みを行うこととした。
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＜看護計画の立案＞

離床プログラム実践フローチャートを作成し

た。バーセルインデックス機能的評価表から入

院前の ADL、認知機能や生活意欲などの患者の

全体像をアセスメントし、問題点を抽出、早期

離床に対する看護目標を立案した。医師からの

プログラム参加の許可を確認し、患者の状態に

問題がなければ運動プログラムを実践し定期的

に評価を行った。
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＜事例紹介＞

A氏９４歳男性、妻との二人暮らし。二人の娘

は遠方に住んでおり、訪問看護やショートステ

ィを利用しながら在宅で生活をしていた。しか

し、肺炎による発熱のため寝たきり状態となり、

治療により症状は軽快したが、長期臥床により

ADLは低下し、そのため退院できない状態だっ

た。

入院前の ADL（C１→A２）に改善しポータ

ブルトイレが自立できることを目標に、早期離

床プログラムを実施し退院をめざした。
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＜患者経過＞

始めは「しない」「行かなくていい」などベッ

ドから離れることを拒否していたが、回数を重

ねることで患者同士のコミュニケーションが密

になり、「こんにちは」と自分から声をかけるよ

うになり表情が明るくなってきた。運動に参加

するごとに意欲がでて積極的に参加し、ADLも

C１から A２へ改善がみられた。ポータブルト

イレ自立という目標も達成することができ、在
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宅へ退院となった。
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＜健康運動指導士による運動プログラム実践＞

病棟ラウンジを利用し、リハビリ室での機能

訓練とは別に、玄米が入った筒状の袋を使用し

て、握力増強を目的としたニギニギ体操やフェ

イスタオルを使用して上肢の筋力をつけるため

の体操を行った。健康運動指導士を中心に音楽

にあわせ楽しい雰囲気を作った。
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＜実施後のアンケート調査（離床への意識の変化）＞

離床プログラムの実施前と実施後で病棟看護

師に対するアンケートの比較を行った。早期離

床に対する看護計画を立てている看護師の数は

増加したが、それがケアに結びついている看護

師はほとんど変化がみられなかった。
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＜早期離床を目指したプログラムを実施して＞

早期離床プログラムを作成したことにより、

看護計画の立案が増え、統一した働きかけで離

床を進めることができるようになってきてい

る。しかし、計画立案後の実践は健康運動指導

士やチームが主となってしまい、病棟看護師の

自発性につながらなかったと考えられる。今後

は、スタッフもプログラムを実践できるよう勉

強会などを通じ習得していきたい。事例にある

ように、自分たちの取り組みが患者の ADLの改

善という結果に表れたことは、看護師の自信と

意識の向上へつながった。

入院生活に運動を取り入れることで、患者自

身の生活意欲の向上・在宅復帰への意欲へとつ

ながったと思われる。そして、無理なく負担に

ならない運動を集団で行うことで、心地よく楽

しく行うことができ、運動プログラムを行う日

を楽しみにしてくれるようになった。
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＜結語＞

ADLを向上させ退院につなげるには早期離床
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日常生活援助に座位を取り入れることでの廃用症候群予防

発 表 者 柏井 あずさ （山口県：周防大島町立東和病院）

共同研究者 野崎 俊宏、伊藤 ひかり

は重要な働きかけとなるが、今回、患者のそば

で接している病棟看護師が、自分たちのちょっ

とした関わりで患者が変化していくことを再認

識できた。病棟看護師は広い視点を持ち、いろ

いろな角度から情報を集め分析し、ケアを行わ

なければならない。症状のみにとらわれず、患

者背景も把握した上で、退院にむけてチーム医

療のキーマンとしての役割を果たしていきた

い。
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はじめに

瀬戸内海にある A病院の地域は、人口減少が

著明で、高齢化率は４８％である。高齢者のみの

世帯は全世帯の４８％となっており、若者は島の

外へ出ていき、過疎化の進んでいる地域である。

A病院の地域の高齢者は農業、漁業の主要役割

を担っている。A病院では、入院患者も平均年

齢約８１歳と高齢者が多く、入院して臥床時間が

長くなると廃用症候群を引き起こしやすい。高

齢者が多い地域の病院の役割として、病気の治

癒や症状の緩和だけでなく、入院前と同じ身体

機能の維持、そして社会復帰ができることが求

められる。

A病院においても、在宅復帰を目標にするに

は、チームとして積極的なかかわりが求められ

ている。
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病状や体力の低下のために離床を勧めること

が不可能でも、日常の生活の中で“座る”とい

う動作をすることで ADL、救護区分に変化が見

られたためここに報告する。
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