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ポジショニングに対するスタッフの意識改革を試みて

発 表 者 佐々木 恵理 （鳥取県：国民健康保険智頭病院）

共同研究者 田中 翔太、鈴木 栄、小林 穂奈美、吉田 恵子

で介護できるが１１名。その他ごらんのような理

由です。
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【考察】当事業所の利用者は特養入所する人数

も多いが、見合わせる人数も多いことがわかり

ました。この事を考察してみると、当事業所で

は介護度が重く医療依存度が高い利用者が多い

ため、入所の許可連絡が入る利用者が多いので

はないかと考えられます。

見合わせる理由については、訪問診療や訪問看

護、訪問介護を利用している人が多い事から、

複数の介護サービスを利用しながら在宅療養を

行っている間に、在宅療養に対する自信がつく

ため見合わせるのではないかと思われます。

【おわりに】利用者、介護者、ケアマネジャー

にとって施設入所で解決する困難事例もありま

す。施設入所の許可連絡が入った事を介護者か

ら相談された時、私たちケアマネジャーはやっ

と順番が来たと安堵し、これまでの苦労が報わ

れたと思います。介護者には入所を勧めますが、

最終的に入所を決めるのは利用者と家族です。

施設入所を断り在宅療養を継続していくと決め

た利用者には、最後まで在宅で過ごせるよう全

力で支援していきます。

今後も、地域で生活できる環境と、地域を守っ

てくれる医療や、介護サービスの充実を期待し

ます。
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施設の概要は、資料をご覧ください。
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老健ほのぼのでは入所中の３８名のうち、要介護

４が１０人、要介護５が１４人であり、合わせると

６割を越えています。

介護度が重度化することで利用者がベッド上で

過す時間もながくなり、手足の拘縮や股関節の

変形などのリスクが高くなり、利用者の生活の

質（QOL）を著しく低下させてしまいます。

そのため、臥床時のポジショニングが大変重要
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になります。
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ポジショニングとは拘縮・変形の予防の為、�
身体を安定させ保持する、�動きを促進し能力
や可能性を広げる為、支持するということです。

また、ポジショニングとは、現在進行形（ing）

であり、人は２４時間、絶えず姿勢を取り続けて

います。

そのため、どのように体位を変えたのかがその

時だけでなく、その後の時間にも影響し続けて

いきます。

痛みや発赤等がないか療養者への影響を十分に

把握しながら、ゆっくりと確実に改善する過程

を助ける、これが ingの考え方であり、ポジショ

ニングの基本の１つです。
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このようにポジショニングはとても大切なので

すが、当施設ではピローはあるものの、うまく

活用できず有効なポジショニングが出来ていな

いと感じました。

その原因を考えたところ、スタッフが知識がな

いままポジショニングを行っているためだとわ

かりました。

そこで、スタッフがポジショニングの基礎知識

を身に着け、安楽なポジショニングを行えるよ

うにスタッフの意識改革に取り組みました。
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２４年度の活動計画がこちらです。
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一回目の勉強会でメンバー自身も知識があまり

ないままポジショニングを行っていることが分

かったので、各自が参考書を購入し、勉強会以

外でも自主学習しました。

それにより、月１回の勉強会を行うたび、メン

バーの知識が深まっているのを感じました。四

回目の勉強会では、メンバーが利用者役とスタッ

フ役に分かれ施設内のピローを使用し、ポジショ

ニングを体験しました。

実際に行っているポジショニングを体験したこ

とで利用者の気持ちを知ることができ、適切な

ピローを使用することで安楽な体位を保てると

いうことを学びました。

研修会は全員が参加し、多くの意見・疑問を話

し合う場となり、スタッフの意識の改革や向上

につながりました。

ピロー一覧表を作成し、スタッフがピローを選

択する時に役立てています。
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【評価と考察】今年度の活動当初、PTに協力を

依頼しようという意見がありました。しかし、

それは「ポジショニングといえば PTに聞くも

のだ」という受動的な考え方であり、そこには

自分達で勉強しようという能動的な気持ちがな

かったことに気づきました。このことから、勉

強会を行い自主的に学習した事により、ポジショ

ニングチームのメンバー、他のスタッフともに、

ポジショニングに対する意識の改革を図ること

ができたように思います。

しかし、ピローが不足しているため、褥瘡が

できてしまった利用者に優先的にピローを使用

せざるを得なくなり、拘縮や褥瘡のリスクのあ

る利用者には適切なピローを使用する事ができ

ないことがありました。

ピローの不足が適切なポジショニングを行うこ

とができないという悪循環を生んでしまいまし

た。このことは重大な課題であると言えます。
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介護予防教室の１０年を振り返る
～これからも前にすすむために～

発 表 者 中村 律子 （香川県：綾川町国民健康保険綾上診療所）
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ポジショニングには決まった形があるわけでは

なく、利用者のその時の状態を観察し、状況に

合ったピローを選択し使用することが大切で

す。

このように、今年度の活動を通して、スタッフ

のポジショニングに対する姿勢は大きく変容し

ました。

積極的にポジショニングをしてみようという姿

勢が見られ、スタッフの誰もが共通の認識の下

でポジショニングを試みることができるように

していきたいと考えています。

はじめに

現在、包括支援センターが実施主体となって、

各地で行われている特定高齢者に対する二次予

防事業がある。当診療所でも、平成２２年度から

委託を受け実施している。

ところで、当診療所は保健センター併設型で

あるため、保健事業へのかかわりも大きく、平

成１５年から同じような趣旨で取り組んできた実

績がある。そこで、約１０年が経過した今、その

流れを振り返り、今後も重要な位置におかれる

であろう本事業について考察する。

１ はじめた頃
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