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【はじめに】 

当病院は、町内唯一の救急告示病院であり、隣接

する町村の一部を医療圏として、１次医療とともに

２次救急医療機関としての役割を担っている。超高

齢化社会において、認知症は加齢とともに発症率が

高くなり、増加傾向であることが大きな社会問題と

なっている。それに伴い、当病院も例外なく認知症

高齢者が急増している。 

認知症患者にとって、入院という環境の変化は、

より BPSD を悪化させていることも否めない現状で

ある。身体拘束は、長期化してしまうと身体機能の

低下や家族の戸惑いが生じ、在宅療養への移行困難

という悪循環に繋がってしまうことも少なくない。 

しかし、安全に治療を進めるためには、やむを得

ず身体拘束をしなければならないことも多く、看護

師のジレンマがある。 

先行研究では身体拘束の実態についての意識調査

や拘束にかかわる看護師のジレンマ等も報告されて

いるが、身体拘束の期間についての研究は少ない。 

 
本研究は、身体拘束の必要性を判断する要件の一

つである「一時性」に着視し、拘束期間における看

護師の思いと、解除時の判断についての実態を明ら

かにすることを目的とした。 
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【用語の定義】 

本研究で用いる「抑制」とは，患者の身体に直接

用具を用いて、局所あるいは全身的な可動性を制限

する（看護）行為であり、身体拘束ともいう。 

身体拘束は、次の 3 つの要件をすべて満たす場合、

「緊急やむを得ない」「緊急やむを得ない」「緊急やむを得ない」「緊急やむを得ない」ものとして認められることが

ある。 

• 切迫性 利用者等の生命又は身体が危険に

さらされる可能性が著しく高い。 

• 非代替性 他に代替する介護方法がない。 

• 一時性 行動制限が一時的なものである。 

 
【研究方法】 

調査期間：H28 年 X 月 

対  象：病棟看護師と以前認知症患者に関わった

ことのある看護師３９名 

分析方法：独自の質問用紙を作成し、調査結果は単

純集計した。記述結果については類似内容

をカテゴリー化し抽出した。 

 
【調査内容】 

１.身体拘束の必要性を判断する要件についての理解度 

２.抑制期間について、長期化していると感じたこと

はあるか？ 

３.抑制した後の家族への配慮はしているか？（予め

許可あることを前提とする） 

４.抑制したときの患者の思いを感じたことがあるか？ 

５.不必要な抑制をしていると感じたことは、あるか？ 

６.抑制を解除する際、迷いはあるか？ 

７.抑制を解除する際、誰かと相談するか？ 

８.抑制解除後の代替え策について 

 
【倫理的配慮】 

本研究に関する調査結果は匿名とし、結果がまと

まった時点で本用紙は消去・破棄しプライバシーの

保護を保障した。又、アンケートを記入・提出した

ことで本研究に参加・協力している事とさせていた

だいた。 
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【結果】 

１、身体拘束の必要性

を判断する要件につい

て、知っているか？ 

知っている 

少し知って

いる 

知らない 

６％ 

 

３６％ 

５８％ 

２、拘束期間について、

長期化していると感じた

ことはあるか？ 

ある 

時々ある 

ない 

８８％ 

１２％ 

０％ 

３、拘束した後の家族へ

の配慮はしているか？

（予め許可あることを前

提とする） 

している 

時々してい

る 

していない 

４２％ 

 

５８％ 

 ０％ 

４、拘束期間中の患者

の思いを感じたことがあ

るか？ 

ある 

時々ある 

ない 

６１％ 

３９％ 

０％ 

５、不必要な拘束をして

いると感じたことは、ある

か？ 

ある 

時々ある 

ない 

３３％ 

６７％ 

０％ 

６、拘束を解除する際、

迷いはあるか？ 

ある 

時々ある 

ない 

６１％ 

３９％ 

０％ 

７、拘束を解除する際、

誰かと相談するか？ 

する 

時々する 

しない 

６７％ 

３０％ 

３％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８、抑制解除後の代替策について 

訪室回数を頻回にし、観察する １８名 

車椅子へ乗車し、日中の覚醒時間を増

やす 

１２名 

看護師間への申し送りと情報共有の強

化 

９名 

ベッド周囲の環境整備 ６名 

家族の面会や付き添いの協力を依頼

する 

６名 

安定剤・睡眠剤の投与し、睡眠時間の

確保 

６名 

時間毎のトイレ誘導など、患者の欲求

に対して積極的に関わりを持つ 

６名 

ベッドごと看護室へ移動し観察する ３名 

夜間の持続点滴に関し、医師へ相談す

る 

２名 

Nsコールを押してもらうよう促した １名 

より観察しやすい部屋への移動 １名 

 

アンケートは３９配布し８５％の有効回答を得た。 

「身体拘束の必要性を判断する要件を知っている

か」では、５８％の看護師が「知らない」と回答し

ており、個々の理解度の認識にもよるが、「少し知っ

ている」が３６％、「知っている」６％であった。 

「拘束期間が長期化していると感じたことがある

か？」では、「ある」が８８％「時々ある」が１２％

であった。入院時より高齢者及びせん妄が予測され

る患者に関して、書面にて抑制の許可をいただいて

いるが、尚且つ、拘束期間中の「家族の配慮」につ

いては、「している」が４２％、「時々している」が

５８％の回答であった。「拘束期間中の患者の思いを

感じたことはあるか？」については、「ある」が６１％

「時々ある」が３９％であった。「不必要な拘束と感

じたことがあるか？では「ある」と答えた方が、３

３％、「時々ある」が６７％であった。「拘束解除す

る際の迷い」は「ある」が６１％、「時々ある」が３

９％であった。「拘束を解除する際、誰かと相談する

か？」は「する」が６６％、「時々する」が３０％、

「しない」が３％であった。 

拘束解除後の代替策については自由記載とし、類

似した内容をカテゴリー化し抽出した。「訪室回数を
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頻回にし、観察する」が最も多く、１８名より回答

があった。次いで、「車椅子へ乗車し、日中の覚醒時

間を増やす」が１２名、「看護師間への申し送りと情

報共有の強化」が９名、「ベッド周囲の環境整備」が

８名の回答があった。また、「家族の面会や付き添い

の協力を依頼する」や「時間毎のトイレ誘導など、

患者の欲求に対して積極的に関わりを持つ」、「安定

剤を投与し、睡眠時間の確保」「ミトンやつなぎを着

用してもらう」が、それぞれ６名ずつの回答があっ

た。その他、「ベッドごと看護室へ移動し観察する」

「夜間の持続点滴に関し、医師へ相談する」「看護室

に近い部屋に移動する」、「Ns コールを押してもらう

よう促す」という回答を得た。 

 
【考察】 

 アンケートの結果から、ほとんどの看護師が、身

体拘束の必要性を判断する要件の理解度が低く、拘

束期間が長期化していること、解除時の判断にも迷

いを感じていることが明らかにされた。また拘束期

間中は、患者家族の思いに苦悩し、ジレンマを抱え

ていると挙げられた。 

先行研究では、慢性病棟においては特に身体拘束

が長期化している傾向にあると言っている。 

 

それは、治療のため、「やむを得ない拘束」であっ

たが、認知症患者の場合、治療が終わっても、尚、

せん妄状態による危険防止ために解除の判断ができ

ないことが原因であると考えられる。認知症患者を

多く抱える当病院においても同じことが言える。 

身体拘束の必要性を判断する要件である「一時性」

の判断とは、「患者本人の状態像等に応じて、必要と

される最も短い拘束時間を想定する」という定義で

ある。 

従来、個々の看護師の経験値、看護観により看護

展開してきたが、そのため、一看護師による拘束解

除の判断は極めて難しいことであると言える。 

 
アセスメントの充実、個人的判断によらない計画

的なチームディスカッション、身体拘束のガイドラ

インを整備することが、急務であることが示唆され

た。 

 
また、拘束解除後の代替策については、拘束であ

ると認識されていない対策もあった。代替策は、多

様な患者の個別のニーズに対応するものであり、エ

ネルギー、時間、そしてマンパワーを必要とするた

め、認知症患者が増えれば増えるほど、拘束の件数

も増加していく傾向にある。 
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そのため看護師は、個々の患者のケアに専念する

ために自らが研鑽し専門能力を高める必要がある。 

 
更に、地域病院の役割として重要なことは、認知

症があっても在宅で安全に安心した暮らしができる

介護方法を提供していくことである。そのためには、

患者本来の姿を知ることで、「より正常な生活行動」

に戻すこと、また、患者のみならず家族へも目を向

け、多職種と連携し、介護方法を提供していくこと

が地域に根差した病院の使命であると考える。 

 
【結論】 

１．ほとんどの看護師が、身体拘束の必要性を判断

する要件の理解度が低く、抑制期間の長期化、解除

時の判断にも迷いを感じていることが明らかにされ

た。 

２．早期抑制解除するには、アセスメントの充実、

個的判断によらない計画的なチームディスカッショ

ン、身体拘束のガイドラインを整備することが、今

後取り組むべき課題であることが示唆された。 

３．多職種連携により、認知症患者にとって安全、

安心した暮らしを提供することが、地域に根差した

病院としての使命であると考える。 
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