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2-1-1　回復期リハビリテーション

当院回復期リハビリテーション病棟のIn Bodyの測定値と運動FIM利得との関係

江藤病院

○湯
ゆあさ

浅　雅
まさし

史（理学療法士），島田　萌花，由宇　教浩

【目的】
当院、回復期リハビリテーション病棟（以下回リハ病棟）では体成分分析装置InBodyS10（以下InBody）
を定期的に測定し、サルコペニアの診断評価や栄養評価等に利用している。今回、入院から退院までの各体成
分組成量の増加率とADLの改善（運動FIM利得）の関係性を明らかにし、今後のリハビリテーション（以下
リハ）に活用できるようにするため疾患別での比較を行った。なおアウトカム算出に基づき、運動項目のFIM
利得を採用した。

【対象】
2020年4月から2021年3月末まで当院回リハ病棟に入院していた患者138名のうち、アウトカム除外者、InBody
測定の禁忌者、入院期間が1ヶ月未満の患者を除く82名（脳血管疾患28名、運動器疾患50名、廃用症候群4名）。

【方法】
A群：脳血管疾患患者28名、B群：運動器疾患患者50名、C群：廃用症候群患者4名の3群に分類。各群のそれ
ぞれの体成分（SkeletalMuscleIndex:SMI、基礎代謝量、体重、骨格筋量）の増加率と運動FIM利得を重回
帰分析を用いて解析。各群間の比較をKruskal-Wallis検定にて解析。

【結果】
今回は各増加率は全群において運動FIM利得に影響を与えない結果となった。また、疾患別においても有意
差は得られなかった。

【考察】
運動効果として骨格筋量の増加は筋力増強に遅れて効果が出現する。今回の要因として、回リハ病棟の機能の
中で、ADLは獲得できたが骨格筋量の増加まで十分に筋力訓練が提供できていなかったのではないかと考える。
また、InBodyの測定結果の検討がリハ内容に十分に活かしきれていない結果でもあるといえる。この分析結
果を踏まえて今後はより質の高いリハを提供していく。
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2-1-2　回復期リハビリテーション

ADL個別カードを活用したスタッフの共通認識への取り組み
～統一したケアの実践に向けて～

春日部厚生病院　看護部

○佐
さとう

藤　真
ま き

希（看護師），松本　千代美，岡部　信子，大塚　遥華，田中　容子，小川　けい子

【はじめに】
当病棟では、脳梗塞等による麻痺や高次機能障害を抱えている患者が、ADLの向上とQOLを実践する為、日々
リハビリに励んでいる。ADLの状況は変化していく為、全スタッフが、個々の患者の現状を把握し、共通し
た認識を持ってケアを行っていくことが重要である。情報共有の手段として、一覧となったADL表はあったが、
ステーションでの管理の為、探したり、記入したりする手間があり、活用率は低かった。そこで、患者の全体
像が分かる、個別毎の全てのADLが分かるカードを作成した結果、スタッフの共通認識が図れ、統一したケ
アを行うことができた。

【目的】
個別カードを活用することで、全スタッフが共通認識を持ち、統一したケアを実践することができる。

【対象と方法】
研究期間：2020年12月～2021年5月
対象：3西病棟スタッフ22名
方法：①ADL表についての認識調査②個別カードとマニュアルの作成・実施

【結果】
認識調査より、ADL表は活用しづらいとの意見が多く、個別カードと使用マニュアルを作成し、ベッドサイ
ドと車いすへ設置した。8割のスタッフが使いやすく、ケアをしながら確認できるため、迅速な対応ができる
との意見だった。ADL表は他職種との情報交換として必要な為、カードとの併用を希望する意見が半数を占めた。

【考察】
ADL表はステーションにあり、すぐに確認できないという欠点が挙げられた。個別カードは、全体像が明示
されている為、統一したケアの実践が可能となったが、暗号化されているため、他職種との情報共有には適さ
ず、ADL表と併用することで、情報のすり合わせができるのではないかと考える。

【結語】
個別カードは、患者個人の全体像が把握でき、共通認識を持ってケアを実践していく上でのツールとなった。
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2-1-3　回復期リハビリテーション

リハビリテーション病院でのチームアプローチ・人らしさの復権
―重介助を要した右視床出血の症例―

千里リハビリテーション病院

○溪
たにぐち

口　真
ま い

衣（理学療法士），渡部　勝大，石井　香織，小山　梓，酒井　健雄，吉尾　雅春

【はじめに】
今回、右視床出血で重介助の症例に対しチームアプローチを通し、リハビリテーションの役割を再認識した為
ここに報告する。

【症例紹介】
70歳代男性。脳室穿破を伴う右視床出血。発見まで3日経過し両下肢、左半身、左頬部に褥瘡。6病日気管
切開。翌日人工呼吸器離脱。常時肺炎兆候あり、抗菌剤治療。19病日上部消化管出血発症、輸血、焼却止血
にて対応。35病日PEG増設。38病日左腸骨静脈、右大腿静脈に深部静脈血栓症指摘。42病日当院転院。家
族からはベッドから離れて生活してほしいと希望があった。画像所見より右視床出血以外に硬膜下水腫、陳旧
性左被殻梗塞巣観察。FIM19点（運動13認知6）。

【経過】
42病日JCS20、BRS（左/右）Ⅰ-Ⅰ-Ⅰ/Ⅳ-Ⅳ-Ⅲ。姿勢保持困難で日常生活動作全介助。画像所見より皮質
延髄路、内包前脚は損傷から免れており、介助下の食事摂取可能と判断。まず覚醒、全身耐久性向上に目を向
け介入。入院１、2か月目PT、OT頸椎カラー、両側長下肢装具（KAFO）装着下の立位、歩行練習。ST口
腔ケア、嚥下訓練、カニューレ変更、Ns全身ケア、離床を実施。3か月目全身状態安定。BRSⅡ-Ⅱ-Ⅰ/Ⅴ-
Ⅴ-Ⅲ。JCS3へ向上、スピーチバルブに変更し会話量増加。経口摂取開始したが、誤嚥リスクが高い状態であっ
た。整容では左半側空間無視、注意障害が観察された。4か月目JCS１へ改善したが日内変動あり。更なる覚
醒向上、右脳賦活目的に左KAFO装着下の立位、歩行練習へ移行。また閉塞バルブへ段階的に移行し140病
日抜管。全粥、刻みあん、薄トロミで3食経口摂取開始。6か月目表情の変化や家族、スタッフへ冗談を言う
場面が増加。起立、移乗動作介助量軽減し、229病日施設退院。FIM34点（運動22認知12）、MMSE15点、
BIT19点。

【考察】
各専門職が共通目標に向かい各々の役割を継続的に担う重要性を再認識した。
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2-1-4　回復期リハビリテーション

回復期リハビリテーション病棟における退院時骨格筋指数低下要因の調査

多摩川病院　リハビリテーション科

○佐
さ さ き

々木　恭
きょうすけ

介（理学療法士）

【目的】骨格筋指数（skeletalmusclemassindex:SMI）は日常生活動作（activitiesofdailyliving:ADL）に関
連するが,退院時ADLは拡大するもSMIが低下する症例を経験する.本調査は回復期リハビリテーション病棟
における退院時SMI低下の要因を調査した.

【方法】2019年4月から2020年4月に当院回復期リハビリテーション病棟に入院した体組成計（インボディ・
ジャパンInBodyS10）測定者の欠損データが無い90人を対象とし,入院時より退院時でSMIが低下した群,増
加した群に分けた.2郡の年齢,性別,体重,疾患,入院日数,体格指数（BodyMassIndex:BMI）,SMI,Alb値,
握力,歩行速度,MiniMentalStateExamination（MMSE）,機能的自立度評価法（FunctionalIndependence
Ｍeasure:FIM）合計,運動項目,認知項目,サルコペニア有無の15項目を調査した.統計学的分析は対応のない
t検定,Mann-WhitneyのU検定,Χ2検定で比較した.またSMI値と他項目の関連性をSpearmanの順位相関係
数検定で検討した.退院時SMI低下の関連要因を検討する為,ロジスティック回帰分析をした.全ての統計解析
にはEZR（ver.1.51）を使用し有意水準はp<0.05とした.

【結果】SMI低下郡と増加群の単変量解析ではSMIに有意差があった（p<0.007）.SMI値と他項目の相関で
は年齢,体重,BMI,握力,歩行速度に有意な相関があった.ロジスティック回帰分析では性別（オッズ比3.64,p
<0.01）,BMI（オッズ比0.87,p<0.03）,SMI（オッズ比0.66,p<0.03）に有意な関連があった.

【考察】調査の結果,女性で入院時SMIが高くBMIが低い程,退院時SMIが低下する可能性がある事がわかった.
性ホルモンの影響で骨格筋量は女性が少ない,筋肉量低下は筋力低下よりも遅く出現すると報告されている事
から,退院時SMI低下に関連がみられた可能性が高い.その為SMIの値に関わらず,栄養量や運動量を考慮す
る必要があると言える.
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2-1-5　回復期リハビリテーション

回復期リハビリ病棟における「プランニングシート」を導入したことで得られる効果と現状について

愛全病院　リハビリテーション部

○森
もり

　俊
しゅんすけ

介（理学療法士），大塚　朱音

・目的
　従来は、患者毎の日割りカレンダーに、退院までの課題・予後予測を手書きでまとめ、退院支援を行っていた。
看護・介護・リハの課題を1つに集約し、パソコン上で管理するよう改善したプランニングシート（以下Pシー
ト）を導入した為、その効果や現状について報告する。

・対象、方法
　リハ33名、Ns9名を対象にアンケートを配布。内訳は、1）導入効果2）導入目標を元に活用出来ているか
3）活用場面4）現状の課題とした。又、2019年度の退棟患者223名、2020年度の退棟患者207名を対象に在院
日数をマンホイットニー検定にて比較（統計ソフトはRコマンダーを使用）。Pシートは、リハ・看護の評価・
治療計画、ADLや身体認知機能面の予測を1週間ごとに区分けし、ドロップリストで簡易入力できるよう1枚
に集約した。

・結果
　使用用途が簡便で、退院までの課題が明確になる等、活用できている人は6割を占め、在院日数については
2019年度に比べ、2020年度で約6日減少した（P<0.05）。
　現在、看護情報はケースカンファでNsと共有しているが、Pシートの作成はリハが行っており、自ら更新
しているNsは1割程度と、運用面の課題が挙がった。

・考察
　Pシートはリハが主体となって、予期される事象（ADL評価、能力UP、服薬管理開始、Ba抜去等）をドロッ
プリストで入力するため、簡便に作成でき、時間短縮が可能となっている。
　又、経験年数が浅いスタッフに対し、Pシートを用いてフォローすることで、治療計画等共有しづらい面が
把握しやすく、病棟全体の教育面やアウトカムに効果が得られていると考える。1枚のシートにリハ・看護面
の情報や、退院までの課題を集約出来るため、共有ツールとしての活用の幅は広がるが、リハ・Ns・CW全体
が共に作成するという共通認識の浸透については今後の課題である。Pシートの活用場面の拡大、導入意図の
周知を行い、病棟全体で活用する体制作りや、退院支援の強化を目指していく。
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2-2-1　回復期リハビリテーション、他

回復期リハビリテーション病院での音楽療法の実例
～QOL向上に向けての退院ライブの実施～

千里リハビリテーション病院

○豊
とよ

　雅
まさこ

子（音楽療法士）

【対象者および目標】対象者は55歳女性（A氏）。20XX年10月22日救急搬送。右視床出血。左片麻痺。左半身
感覚ほぼ脱失。回復リハのため11月1日当院に入院。担当作業療法士（OT）より、左手機能回復、巧緻性向上
のためピアノ演奏でのリハの実施依頼され、1月10日介入開始。退院時目標としてピアノコンサートの開催とした。

【方法】週１～2回40分。当院の音楽棟にて音楽療法士（MT）と個人セッション。全26回実施。ピアノ経験は
小学校6年まで。読譜は問題なし。麻痺している指の動きにあわせMTが編曲した。

【経過および結果】前期：左上肢、下肢の運動麻痺は軽度で運動失調を認める。感覚障害重度、左半身の筋緊
張亢進、指のこわばり、演奏時に姿勢定位障害が認められた。打鍵力が弱く緩慢。左手１音での伴奏から動き
を促進。
中期：５指を動かすまで回復。A氏は担当セラピスト（Th）達に一緒に演奏しようと持ち掛け、8名が演奏に
参加することになる。後期：A氏は上肢全体の疼痛を訴え、Thのフォローで継続。MTは編曲の変更を行う。
その後姿勢の安定と上肢の協調性が改善。指のこわばりも減少、疼痛も消失。楽曲6曲を練習した。コンサー
ト開催日を3月28日に決定。総合練習3回実施。当日はコロナ禍のため人数制限を設け、家族、同病棟の患者の
み。約20名参加した。

【考察】当院では2018年2月より音楽療法を実施。楽器演奏は身体に負担がかかる。疼痛時に専門職の助言は麻
痺した左手の演奏機能を促進させることに役立った。A氏が主体性を持ちチームを巻き込み、全員でコンサー
ト開催という目標に取り組んだことは各療法の機能回復において相乗効果をもたらした。さらにコンサートの
達成感は社会性を向上させた。また非日常体験は自己実現やQOLの向上に繋がったと考える。参加した他患
者はA氏の努力に勇気づけられたと感動を示した。厳しい入院生活が音楽によってストレス軽減、意欲向上、
機能回復に寄与していると思われる。
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2-2-2　回復期リハビリテーション、他

当院回復期病棟における自宅退院因子の検討－比較的高い運動機能の患者を対象に－

札幌西円山病院　リハビリテーション部

○北
きたむら

村　晃
こうじ

次（作業療法士），冨居　泰臣，石川　朝子，伊藤　隆

【はじめに】
　回復期病棟から自宅退院への促進因子は，退院時のFIM運動項目合計（FIM運動）70点以上とする報告が
ある（2006，吉田）．当院は先行研究より年齢層が高く，FIM運動70点以上でも施設退院となるケースも散見
された．そこで，当院回復期病棟における自宅退院因子を明らかにし，先行研究と比較検討した．

【目的】
　当院回復期病棟における自宅退院因子を明らかにし，今後の円滑な退院調整に繋げること．

【対象】
　2017年4月1日～2021年3月31日に当院回復期病棟に入退院し，入院前は自宅生活で退院時FIM運動が70点以
上の217名（自宅退院群：182名，78.3±11.9歳，非自宅退院群：35名，82.7±10.2歳）．死亡・転院者は除外した．
患者には説明・同意を得ている．

【方法】
　性別・疾患・同居支援者及び要介護者の有無・移動様式はχ２検定，年齢・在院日数・FIM・HDS-R・FBS
はMann-WhitneyのU検定を用いて比較した．有意差を認めた項目を説明変数，自宅退院の可否を目的変数と
してロジスティック回帰分析を行った．説明変数は多重共線性を考慮した．統計解析はIBMSPSSStatistics
ver.24を用いた（有意水準1%未満）．

【結果】
　χ２検定と単変量解析の結果，同居支援者の有無・FIM下位項目（排泄・移乗浴室・社会的交流・問題解決・
記憶）は自宅退院群，在院日数は非自宅退院群が有意に高値だった．多変量解析の結果，同居支援者の有無

（OR：5.35，99%CI：1.57-18.25）・在院日数（OR：1.02，99%CI：1.00-1.03）・記憶（OR：0.44，99%CI：0.28-0.69）
の3因子が有意な変数として選択された．

【考察】
　今回の結果から，入浴や内服などの自己管理に介助を要することが，自宅退院を妨げている要因である可能
性が示唆された．厚労省の国民生活基礎調査によると，認知症介護がストレスとなる介護者は約5割である．
高齢患者では身体機能の高さに加え，認知機能とりわけ生活の自己管理能力が自宅退院因子になる可能性が示
唆された．
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2-2-3　回復期リハビリテーション、他

嘔吐症状が遷延化している小脳出血術後症例への前庭リハビリテーションの試み： 症例報告

多摩川病院　リハビリテーション部

○今
こんの

野　真
まさき

樹（理学療法士）

【はじめに】
小脳血管障害後の意識障害、眩暈や嘔吐症状の改善が回復予後因子に重要と報告されている、それらに対し
経過の報告例は少ない。今回、小脳出血術後の遷延症状に理学療法と併用して前庭リハビリテーション（以下、
前庭リハ）を実施し、症状緩和の経過を報告する。

【対象】
80代女性、病前生活は自立され、既往歴は高血圧症、メニエール病がある。小脳出血発症後、開頭血腫除去
術を施行し、リハビリテーション（以下、リハ）を開始し、当院へ転院した。臨床所見は頭痛、眩暈がみられた。
画像所見は左小脳半球、虫部に低吸収信号を認め、意識レベルはjapancomascale（以下、JCS）Ⅱ-20、失調
検査は左上下肢企図振戦陽性、Scalefortheassessmentandratingofataxia（以下、SARA）29点、嘔吐回
数は14回。FunctionalIndependenceMeasure（以下、FIM）28点であり、運動項目（以下、m項目）17点
と認知項目（以下、c項目）11点であった。

【方法】
ベッドギャッジアップ70°又は車椅子座位で前庭リハを併用した（奈良県立医大方式）。5分（3回/週）を行っ
てから起立、歩行訓練を1か月間実施した。

【結果】
JCSⅠ-3になり、嘔吐回数は3回、SARAは14.5点、m項目は30点に改善した。c項目、頭痛、眩暈の訴えは
著変無。

【考察】
眩暈、嘔吐の消失は発症24日前後と報告されているが、2週間以内ないし1か月以上続くことも報告されており、
本症例の報告に近似している。頭位変換やリハにより嘔吐や頭痛が誘発された報告例もあるが、本症例は、
前庭リハの介入を契機に前庭自律神経反射の抑制が働いた事が、嘔吐の抑制に繋がった可能性がある。体動に
よる嘔吐は小脳障害、特に虫部が障害されると強く誘発される報告があるが、今回、小脳症状が遷延化した症
例に対し通常理学療法前に前庭リハを併用し、症状が緩和した。今後も症状遷延による障害に対し前庭リハを
実施し、効果を検証していく必要がある。
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2-2-4　回復期リハビリテーション、他

一目でわかる情報共有～ピクトグラムと3色テープを活用して～

富家病院　看護科

○渡
わたなべ

辺　諒
りょう

（看護師）

【はじめに】当病棟では患者のADLや転倒転落などのリスク情報が不十分なままスタッフが介入することがな
いよう、各部屋にピクトグラムを設置し、ADLなどの情報の入力を行い患者への支援を安全に提供できるよ
うに情報共有している。また使用している車椅子や歩行器、杖に赤、黄、青の色分けのテープを貼付させても
らい介助量を一目で分かるようにし対応を統一できるよう関わっている。これらがどこまで周知できているか
評価するため、病棟スタッフへアンケート調査を行ったので報告する。

【目的】ピクトグラムの使用、ADL毎の色分けに対してスタッフの意識を明らかにする。
【方法】令和3年3月9日～3月30日で富家病院回復期病棟スタッフ20人にアンケート調査を行った。
【結果】情報共有はしやすいと感じるかの問いに思う、やや思うと回答したのは95％。あまり思わない、思わ
ないと回答したのは0％。どちらでもないと回答したのは5％であった。情報収集の時間が短縮されると感じる
かの問いに対し思う、やや思うと回答したのは70％。あまり思わない、思わないと回答したのは0％。どちら
でもないと回答したのは30％であった。ピクトグラム、色分けテープを見ることが少ないと答えたスタッフは
15％。理由としてはピクトグラムの表示、色分けテープが現状のADLと合っていない時があるためと回答し
ている。

【考察】回復期である当病棟の特性から介助量の差が幅広く、ADLの変更も多い。転倒転落のリスクが高い患
者に多職種が関わる上で、今回の方法は情報共有に効果的であったと推察される。課題としては表示する内
容の正確さであることが分かった。ピクトグラムの修正、色分けテープの変更は主に看護師が行っているが、
ADL変更となった後に普段の業務との兼ね合いからすぐにピクトグラムの編集が出来ず、遅くなってしまう
ことがある。修正の遅延、実際のADLとの合致性という点で改善の必要があると考える。
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2-2-5　回復期リハビリテーション、他

「コミナティ筋注」接種による、副反応症状の分析と予見可能性について
－当院、医療従事者接種において－

総泉病院　薬剤部

○小
こいけ

池　健
けんた

太（薬剤師），米川　英宏，湯澤　幸久，米川　沙耶香，新井　友紀，小林　航，髙浦　万里江，
棗　則明

【目的】
　コミナティ筋注の1回目と2回目接種後の症状分析

【方法】
　コミナティ筋注を1回以上接種した当院職員に対して、チェックリスト形式のアンケートを実施し症状の分
析を行った。
　各回の発現頻度相関は2回接種した人を対象としマクネマー検定を、性別・年齢層による発現割合を比較す
る際には、カイ二乗検定とフィッシャーの直接確率検定を有意水準0.05にて行った。

【結果】
　接種対象者372名のうち、アンケート用紙提出者は294名（回収率79.0%）であった。そのうち２回目の接種
を中止した人は3名であった。
　男女比は1:3.5と女性が多く、平均年齢45.7歳、標準偏差13.6歳であった。
　1回目に発現割合が高かった症状は、注射部位疼痛（74.8%）、倦怠感（33.3%）、頭痛（18.4%）、関節痛（18.4%）、
37.0℃以上の発熱（17.0%）などであった。
　2回目に発現割合が高かった症状は、注射部位疼痛（73.5%）、37.0℃以上の発熱（65.6%）、倦怠感（63.2%）、
頭痛（59.8%）、関節痛（46.0%）などであった。
　2回目接種後の発現割合が5%以上の症状のうち、1回目と発現頻度相関を認めた症状は注射部位疼痛（p=0.242）
のみであった。倦怠感、頭痛、関節痛、37.0℃以上の発熱について1回目に症状が発現せず、かつ2回目に症状
が発現した割合は性別による有意差を認めなかった。一方60歳以上では、60歳未満と比較し症状発現割合が有
意に低く倦怠感の発現頻度相関を認めた（p=0.06）。

【考察】
　アンケート回収率は、8割程度のため標本誤差は一定以下であると考えられる。しかし症状が一切発現しなかっ
た場合には提出していないことが考えられる。そのため発現割合を過大評価している可能性も考えられる。
　注射部位疼痛は1回目と相関を認めるため2回目の症状発現を予測しやすいと考えられる。また、60歳以上の
人では1回目に発現しなかった症状が2回目に発現する割合が低かったため、60歳未満の人と比較して症状を予
見しやすいことが示唆された。
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2-3-1　回復期リハビリテーション

当院回復期リハビリテーション病棟における装具回診の取り組み

1社会医療法人　原土井病院，2有薗義肢株式会社

○馬
ば ば

場　慶
よしかず

和（理学療法士）1，吉田　江里1，江藤　真一2，志岐　精治1

【目的】当院では、装具の選定・管理を多職種で検討することを目的として、2020年7月より回復期リハビリ
テーション病棟（回復期病棟）において、医師、理学療法士、作業療法士、義肢装具士による装具回診を開始
した。今回、導入から1年経過した現状で装具回診および作製状況について報告する。【方法】当院回復期病
棟は50床を有し、リハ医1名、PT16名、OT11名、ST5名が所属しており、脳血管疾患の割合は31.1%である。

（2021年6月現在）装具回診では、入棟した脳血管疾患全例を対象とし、初回回診で装具可否の検討、装具作製
者は1ヵ月ごとに定期回診を行った。今回、2020年7月1日～2021年5月31日の期間で装具回診の対象となった人
数、発症から入棟までの期間、入棟から初回回診日までの期間、装具作製した患者数と装具の内訳、入棟から
納品までの期間、入棟時のFIM運動項目、下肢BrunnstromRecoveryStage（BRS）を調査した。【結果】回
診の対象者は45名（年齢77.4±13.4歳、男性18名、女性27名）、発症から入棟までの期間は29.0±22.2日、入棟
から初回回診日は10.4±8.6日であった。装具作製者は7名、内訳は作り替えを含めて長下肢装具6本、短下肢装
具4本であり、納品までの期間は長下肢装具で21.7±14.3日、短下肢装具で116.0±22.9日であった。装具作製者
のFIM運動項目は23.7±13.5点、下肢BRSはⅡ3名、Ⅲ3名、Ⅳ1名であった。【考察】今回、装具作製者は重
度介助者が多く、起立・歩行練習を実施するためには早期から下肢装具を治療手段して活用する必要があった。
装具回診の導入は、入棟から早い段階で装具作製の可否を多職種で検討することができ、定期的に歩容や継手
の確認、作り替えの相談ができる場となった。今後は、生活期を見据えたフォローアップ、装具に関わるセラ
ピストの知識・技術の向上が不可欠であると考えられた。【倫理的配慮】ヘルシンキ宣言に基づき説明を行い、
了承が得られたものへ実施した。
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2-3-2　回復期リハビリテーション

橋左側アテローム血栓性脳梗塞を呈した症例～前庭機能低下による歩行の恐怖心の改善を目指して～

富家千葉病院　リハビリテーション室

○立
たていし

石　光
みつのり

徳（作業療法士）

【目的】疾患により歩行に対して恐怖心があり、リハビリテーションにより前庭機能の改善と同時に内観の改
善を得られたので報告する。

【症例提示】症例は橋左測アテローム血栓性脳梗塞により右片麻痺を呈した80代男性である。歩行障害にて発
症し保存的加療施行後に当院へ入院となる。

【経過】前院からサークル歩行器にて行えており、BrunnstromstageはⅤ-Ⅴ-Ⅴである。入院時からすでに
フリーハンドでの歩行も可能であった。自身の歩行の内観では、恐怖心があり何かに掴まって歩いた方が安
心すると述べられる。階段降段時に不安で怖いと述べられる。片脚立位は不可。日本版デンバー式発達スク
リーニング検査（以下、デンバー式）の粗大運動に当てはめると13ヶ月前後の歩行レベルと考えられる。The
modifiedClinicalTestforSensoryInteractioninBalance（以下、mCTSIB）にて、前庭機能の著明な低下あ
り。FunctionalReachTest（以下、FRT）は10㎝である。リハビリテーションの結果として、片脚立位は困難。
mCTSIBでは前庭機能の改善あり。FRTでは22.5㎝。内観では歩行、階段降段時の恐怖も改善され、デンバー
式では24ヶ月前後と考えられる。

【考察】中村らによると、人間の持つ姿勢保持機構としても無意識に起こり、自動的であり、自分では自覚せず、
平衡の必要に応じて動き、立位では絶えず動揺し、つねに調整されると言っている。これらのことから意識に
昇らない閉眼での座位や立位でのリズミカルな重心移動練習、脊髄CPGにおける下肢に対して左右交互の他
動運動を行っていった。そのため、後天性の平衡障害でも中枢神経系の代償により再獲得することができ、リ
ハビリテーションにおいて前庭機能に膨大な回転刺激を与えることにより改善された結果と考える。
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2-3-3　回復期リハビリテーション

演題取り下げ
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2-3-4　回復期リハビリテーション

家庭での役割再獲得の為調理練習に取り組んだ一例

橋本病院　リハビリテーション部

○綾
あや

　聖
せいか

加（作業療法士），熊谷　強，福田　真也，中島　由美，橋本　康子

【はじめに】
　脳卒中後の家庭内役割に対して、調理は家事の中でもニーズが高い。高次脳機能低下および失語症を有した
症例に対して、日常的な模擬練習と複数回の調理実践練習により、役割の再獲得に繋がった症例を経験した為、
報告する。

【事例紹介】
　50歳代女性　被殼出血28病日に当院回復期リハビリテーション病棟入院。
　病前ADLは自立。夫との夕食は帰りが遅くなっても一緒に取ることが習慣であり、「夫にご飯を作ってあげ
たい」というdemandが強かった。

【初期評価】
　BRS：上肢Ⅱ手指Ⅰ下肢ⅤBBS：37点TMT－A：84秒B：330秒CAT：ワーキングメモリ・注意の分配
低下FAB：9点BADS：11点であった。調理の大きな問題点として①2つの調理工程を同時に処理することが
出来ない②献立作成に声掛けが必要を挙げ、目標は毎日3食の内1品を作る事とした。

【アプローチ】
　食材や工程の数等の難易度を設定した献立作成や準備物の考案。献立内容を考案する為の想起課題。調理練
習後に問題・改善点をノートに記録し次回までの克服課題とした。また自宅外出をし、夫婦で実践調理練習を
行った。

【最終評価】（177病日）
　BRS：上肢Ⅲ～Ⅳ手指Ⅲ下肢ⅥBBS：53点TMT－A：47秒B：85秒CAT：ワーキングメモリ改善・注意
の分配軽度改善FAB：16点BADS：19点まで機能向上し、調理は夫と分担しながら1品を調理する事が可能
となった。

【考察】
　夫と食事をする事が日々の楽しみであった本症例のdemandに合わせ、得意料理や作りやすい料理を中心と
した献立作成および調理実践を試みた。献立の作成や沢山の調理課題を経験する事によって前頭前野が賦活さ
れ、一品料理を作る事に繋がり、更に難易度の高い献立作成なども出来る様になったと考える。
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2-3-5　回復期リハビリテーション

HONDA歩行アシストを用いた歩行訓練が6分間歩行距の向上に有用であった4症例：症例報告

平成横浜病院　リハビリテーション科

○工
くどう

藤　順
じゅんや

文（理学療法士），鈴木　達也，小林　弘幸，中江　健人，北原　悠貫

【はじめに】
　脳卒中は要介護状態となる原因の第一位であり,活動能力や社会参加の制限を起こしやすいとされている.脳
卒中患者の日常生活動作や家事動作,余暇活動参加は10m歩行速度と相関があると報告されているため,入院中
のリハビリテーションでは積極的に歩行訓練を行う必要がある.歩行速度や歩行距離,歩行効率の改善に有効な
HONDA歩行アシスト®（以下,アシスト）を当院回復期リハビリテーション（以下,回リハ）病棟入院脳卒中
患者に使用した結果を報告する.

【方法】
　歩行訓練として20分間アシストを実施した.期間は14日間,その前後で10ｍ歩行評価,6分間歩行評価を実施し,
歩行速度［m/分］,6分間歩行距離［m］を測定し,前後の比較検討した.本研究の目的と内容を十分に説明し,
同意を得た.

【対象】
　2019.6.1.～2019.10.31まで当院回リハ入院中の脳卒中患者の内,見守り歩行可能であり,10歩行速度40［m/分］
以下の患者4名（男性3名女性1名,年齢56～88歳）を対象とした.

【結果】
　歩行速度［m/分］は4名に向上（1.0~18.8［m/分］）を認めた.6分間歩行距離［m］は4名に向上（20~48［m］）
を認めた.

【考察】
　脳卒中患者の歩行は片麻痺による歩行効率低下が原因で歩行距離が減少する.アシストを使用することで対
称性の改善や倒立振子モデルの再形成により歩行速度,歩行距離の改善に一定の効果を認めた.
　歩行速度40［m/分］以上では屋外活動を含む余暇活動への参加が可能であり,歩行速度改善は重要な課題の
一つであると報告されている.今回の介入では40［m/分］を超える改善は1件のみであった.歩行距離は213［m］
以上で近隣への外出可能と報告されている.歩行距離の改善は認めたが,屋外歩行可能な値までの改善には至ら
ない.今後は実施期間を延長させ,改善を図る必要がある.
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2-4-1　回復期リハビリテーション

重度運動性失語を有する患者の看護

1花の丘病院　看護部，2花の丘病院　リハビリテーション科，3花の丘病院　院長

○齋
さいとう

藤　亜
あ み

美（看護師）1，辻　さつき1，篠木　裕美子1，谷中　眞奈1，朝倉　敬博2，松本　隆史3

（はじめに）心原性脳塞栓症により重度運動性失語を有し、生活全般の活動性低下を認める患者に対し、リハ
ビリテーション科と連携し、失語の改善や他者との交流の獲得を目指した。結果、コミュニケーション力の向
上や日常生活の質の改善を認めたので報告する。

（対象）令和3年1月～令和3年4月入院
重度運動性失語を有する60歳代男性
標準失語症検査聴理解30％短文理解60％

（方法）①イラスト入りコミュニケーションボードの活用によるニーズの表出
　　　②口腔体操や発声訓練による発語の賦活化
　　　③書字訓練等の課題提供による離床促し

（結果）標準失語症検査聴理解90％短文理解80％
①基本的ニーズの表出は、イラスト入りコミュニケーションボードを指さすことで可能になった。②口腔体操
や発声練習を自主トレとして導入し言語機能と嚥下機能の改善を認めた。③書字訓練は手本に沿って書くレベ
ルであり、自分の思いを文字にするには至らない。④離床は、毎日１時間確保できた。

（考察）聴理解や短文理解の数値が上昇した要因は、ＳＴによるリハに加え、病棟リハの取り組みの継続により、
注意機能（聴覚性・視覚性）の改善が理解面に繋がったと考える。コミュニケーションボードの活用では、イ
ラストを表示し視覚的に理解しやすくなることで基本的ニーズの表出が増えた。口腔体操や発声練習は、繰り
返し行うことで自動言語の表出に効果的であったと考える。書字訓練等の課題と離床促しは、離床の習慣が整
うとともに新たなコミュニケーションの代替法の獲得となり、行動変容に繋がったと考える。

（おわりに）障害を負った患者にとって生活の再建は大きなハードルとなる。本人の症状、ペースに応じた介
入が大切で、患者の意欲が損なわれないよう意欲を引き出し、継続できる看護の視点が重要である。
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2-4-2　回復期リハビリテーション

2018年開設の回復期リハビリテーション病棟における介助方法の統一と共有に関する取り組み

みなみ野病院　医療技術部リハビリテーション科

○星
ほしもと

本　諭
さとし

（理学療法士），関下　大介，森嶋　香衣，荒尾　雅文

【背景・目的】
　当院は2018年4月に東京都八王子市に開設した病院である。病床は回復期リハビリテーション（以下回リハ）
病棟60床、医療療養病棟120床、緩和ケア病棟25床の総病床数205床と、リハ室併設の通所リハビリテーション
がある。
　回リハでは、開設年度から患者様に安全・安定した良質のリハサービスを提供するとともに、職員も書類作
成等の間接業務が過剰にならないような仕組み作りに取り組んでいる。そのため現状や課題を把握して業務を
改善するためのリハ科職員面接を行っている。その面接で「リハビリと看護、介護の協力が少ない」「連携が
不十分でADLがあげられない」「できるADLとしているADLが結びつかない」といった声などが聞かれた。
この問題を解決するため回リハ病棟での各患者様に対する介助方法を、看護（Ns）、介護（CW）、リハ（Rh）
などの全スタッフで統一し共有するための取り組みを行い実践したので報告する。

【取り組み内容】
　患者様が入院したら主治医が各職種（Ns・Rh）に治療方針やリスク等を指示し、当日中にNsとRhで病棟
でのADL方法を決定するADLカンファレンスを行う（ADLCF）。患者様のADL方法と介助方法を記載した
ADLシートとファイルを作成して、全スタッフが介助の際にシートを確認して介助方法を統一・共有できる
ようにした。入院から2週後にもADLCF（2ＷCF）を行う。2ＷCFまでに、Rh担当者ができるADLを評価
し、Ns担当者が病棟でのしているADLを評価する。各担当者の評価による見込み退院時運動FIMを他職種で
検討し、ADL向上のための課題や目標を共有して役割分担している。さらに適時、ＡDLCFも行っている。
以上の取り組みを重ねたことで、介助方法の統一・共有は以前よりも改善したと感じる。また患者様を中心と
した多職種での提案や、CF以外でも患者様について相談する機会も増加し、多職種の協力や連携を促進でき
ていると考えられる。
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2-4-3　回復期リハビリテーション

小集団活動を通して患者の意欲とQOL向上を目指した回復期リハビリテーション病棟の取り組み

博愛記念病院

○石
いしざか

坂　挙
けんしろう

志朗（作業療法士），玉井　貞好，尾崎　麻結，中村　公紀

【背景】
当院の回復期リハビリテーション病棟（以下回リハ病棟）は、患者の認知度が異なるため、集団リハの内容を
簡単なものに設定している。その理由から認知度が高い患者の参加率が低下し、院内生活において患者同士の
交流時間が少なくなっているのが現状である。

【目的】
先行文献では、生活意欲、主観的幸福感とADLには関連性があり、その関連要因として、対人関係の重要性
が述べられている。当院回リハ病棟において、認知度が高い患者に小集団活動を提供し、生活意欲と主観的幸
福感の向上がみられるか検証を行った。

【対象】
認知症高齢者の日常生活自立度において自立からⅡa（社会参加に問題ない）に該当し、本人の希望が聴取さ
れた20人、平均年齢82.3歳（67－94歳）を対象とした。

【方法】
2020年2月から6月の期間を設定し週3回の小集団活動（40分）を提供する。
火曜日：体操　木曜日：コーヒータイム　土曜日：季節の作品作り
活動内容はアンケートを取り決定。
評価項目①VitalityIndex（以下VI）②Philadelphia.GeriatricCenterMoraleScale（以下PGC）
③主観的幸福度（10段階）を活動初回時と活動最終時に評価を行い、結果をWilcoxon符号順位検定にて比較し、
統計的優位水準は5％未満とした。

【結果】
VI、PGC、主観的幸福度（10段階）の全評価項目において有意差を認めた。（P<0.05）

【考察】
山根らは活動を媒介とした集団内での相互作用により、他者との交流と意欲の向上を引き出すと述べている。
今回の結果から、対人交流の重要性という点では、週3回の活動に参加することで活動時間は向上し、患者同
士の交流時間が増えた。林らは生活意欲の高低はADLに関連する重要な因子と述べている。結果の関連性か
ら今後は、ADLへの汎化がどのくらいあるものなのか調査していきたい。
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2-4-4　回復期リハビリテーション

食事環境が患者のFIMと行動に及ぼす影響　～共食と孤食の比較～

富家病院　リハビリテーション科

○古
ふるかわ

川　憧
しょうま

馬（作業療法士），冨張　修平，宮崎　弥重，佐々木　笙子，若原　優樹

【はじめに】当院回復期病棟では、患者様は食堂に集り食事をしている。しかし、現在はコロナ感染対策もあり、
食堂と居室に分かれて食事をしている。食堂では他患者やスタッフのいる中で食事をする共食だが、居室は個
室であり孤食となっている。

【目的】食堂と居室のそれぞれの食事環境により、FIMや行動にどのような影響があるかを明らかにし、今後
の対策を検討していく。

【対象】令和2年6月1日～11月30日の間に当院回復期病棟へ運動器疾患で入院した患者23名。脳血管疾患の患者
は食堂のみ、廃用症候群の患者は経管栄養のため除外した。

【方法】FIMは入院時と退院時の合計点と移動を調査した。行動は入院時と退院時のMMSEの点数を調査、患
者からセラピストへ気分の落ち込みの訴えの有無を聴取した。またCP介入の有無も聴取した。

【結果】居室で食事をしていた患者の合計FIMは平均で入院時70点から退院時98点、食堂で食事をしていた患
者は入院時57点から退院時82点だった。移動はFIMの点数が1～5を介助群、6，7を自立群に分けると、入院
時は居室、食堂ともに介助群のみ。退院時は居室の自立群が8名中7名、食堂の自立群が15名中4名だった。気
分の落ち込みの訴えがあったのは居室4名、食堂3名。CP介入はそれぞれ2名ずつだった。MMSEは居室で食
事をしている患者は平均で入院時23.8点から退院時23.7点、食堂で食事をしている患者は入院時16.4点から退院
時19.6点だった。

【考察】居室で食事をしている方も、日中居室で離床して過ごしていたが、他者との交流が少なく、参加の機
会が減少したと考える。食堂で食事をしている方でも他者との交流が苦手な方は日中居室で過ごす方もいた。
食堂で食事をしていた方は介助群であっても集団でリハビリや、食事、入浴等生活の予定を把握し過ごすこと
で、MMSEの点数向上が図れたと考えられる。
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2-4-5　回復期リハビリテーション

回復期リハビリテーション病棟における退院支援の方法を考える 
～コロナ禍と以前を比較した電話調査～

1永生病院　リハビリテーション部，2帝京科学大学　医療科学部　作業療法学科

○多
た ら

良　麻
ま ゆ み

友美（作業療法士）1，西川　宏美1，原　麻衣1，小林　宏彰1，清水　竜太1，澤田　有希2

【はじめに】　コロナ禍となり退院支援の方法を変更せざるを得ない状況となった。当院の取り組みとして2019
年から退院後の生活状況を電話にて聴取しており、コロナ禍とそれ以前を比較し、退院支援の違いで退院後の
生活に影響があるかを調査したので報告する。【方法】　対象は当院回復期リハビリテーション病棟に入院し、
2019年4月～2021年3月末に自宅退院した患者で、電話連絡が取れた191名。2019年4月～2020年3月末に退院し
た95名（年齢79.3±11.9歳）をコロナ前群、2020年4月～2021年3月末に退院した96名（年齢79.8±9.8歳）をコ
ロナ禍群とした。当院退院2～3週間後に、電話にて聞き取りシートに沿って、本人または家族、担当ケアマネー
ジャーに聴取した。その結果をコロナ前群とコロナ禍群で2群比較した。家屋調査やサービスの利用の有無に
関してはカイ2乗検定、在院日数やFIMの結果についてはMann-WhitneyのU検定を行った。有意水準はp＝
0.05とした。【結果】　平均在院日数（コロナ前群76.7日→コロナ禍群73.8日）に有意差はなかった。家屋調査件
数（36→2件）で有意差があった（p<0.05）。退院後のサービスは通所リハの利用（16→6名）が有意に低下し
た（p<0.05）。訪問リハの利用（21→25名）、転倒（6→10名）は増加したが有意差はなかった。困りごとにつ
いてはコロナ前群で肩・腰・膝の痛み、排泄ケア、食事の順に多く、コロナ禍群は下肢の浮腫、食事、排泄ケ
アの順に多かった。【考察】　対面での家族指導や家屋調査ができない中、退院支援を様々な工夫をして実施し
た。環境調整や生活範囲の拡大を在宅スタッフに依頼する機会も増えた。入院中より情報共有を図り、自宅で
の動作の確認等を在宅スタッフにより具体的に申し送ることにより転倒を防止できたと思われる。今後も退院
支援として在宅スタッフとの連携を継続していく。
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2-5-1　回復期リハビリテーション

下腿切断術後に断端部の潰瘍の治癒が遅延し下腿義足作製に難渋した一例

社会医療法人　原土井病院　リハビリテーション部

○吉
よしだ

田　江
え り

里（理学療法士），馬場　慶和，有村　美紀

【はじめに】今回、Buerger病を原疾患とする壊疽により左下腿切断術を施行し、下腿前面の潰瘍の治癒が遅
延し義足作製に難渋した症例を担当した。創部除圧のためPatellarTendonBearing（PTB）ソケットを作製
したが、断端部に繰り返し水疱が形成されたため、ライナーを用いたTotalSurfaceBearing（TSB）ソケット
に変更した結果、歩行獲得し自宅退院となったため報告する。【症例紹介】66歳男性。慢性糸球体腎炎により
血液透析中であった。2019年12月頃、両側全足趾に血行不良、疼痛が出現し、翌年2月、左足趾に壊疽を認め、
他院に入院し左下腿切断術（断端長16cm）を行った。術後、せん妄により断端を打撲し、左下腿前面に水疱
が形成された。術後98日目、下腿前面に潰瘍が残存した状態で、義足作製およびリハビリテーション目的にて
当院入院となった。Demandsは歩行獲得、自宅退院であった。【経過】入院時のADLは車椅子使用にて自立
されていた。（FIM運動項目：72点）208日目、潰瘍は治癒したがその創部に圧痛が残存していたため、除圧
目的でPTBソケットを選択し、義足による歩行訓練を行った。233日目、断端に水疱が形成され、義足を調整
したが水疱は増加した。250日目、創部の圧痛が軽減したため、TSBソケットへ変更し、以後水疱の形成はな
くなった。310日目、屋内独歩およびロフストランド杖歩行自立、屋外杖見守りにて自宅退院となった。（FIM
運動項目：82点）【考察】本症例は義足作製に難渋したが、Buerger病および透析による血行不良から潰瘍の
治癒が遅延したことがその一因であったと考えた。またTSBソケットに変更後、水疱が形成されなかったこ
とに関しては、断端全体への圧力分散、断端のピストン運動減少があったと考えられた。断端トラブルを起こ
しやすい症例に対しては、作製時期の検討とソケットの選定を特に慎重に行う必要があると考えた。【倫理的
配慮】症例報告の主旨を説明し同意を得た。
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2-5-2　回復期リハビリテーション

頚髄損傷患者に対する上肢リハビリ装置CoCoroe AR²（AR²）の治療効果

平成病院　リハビリテーション科

○西
にしむら

村　史
ふみや

哉（理学療法士），中尾　幸代，中山　幸彦，吉岡　洋典，秋田　透

【諸語】
　AR²は上肢機能障害を有する者に対して，電気・振動刺激を併用しながら目的に合わせた上肢の反復運動を
補助するリハビリテーションロボットである．今回，上肢運動機能の低下が顕著な頚髄損傷患者に対してAR²
を使用したリハビリテーションによって運動機能の改善が得られたため報告する．

【方法】
　対象は60歳代男性．頚髄損傷（C3-C7）を呈し，病態は中心性頚髄損傷が疑われた．AR²は1日当たり約30分
使用し，約120日間継続した．設定値：（初期）僧帽筋と三角筋前部線維に対してEMS/パルス幅200μsec/周
波数40Hz/出力電流22mA/1300g上方・1100g下方免荷．（中期）上腕二頭筋と上腕三頭筋に対してTENS/パ
ルス幅250μsec/周波数50Hz/出力電流33ｍA/1100ｇ上方・800g下方免荷．（終期）電気刺激なし/500ｇ上方・
500g下方免荷．

【結果】（Ｒ/Ｌ）（初期→最終）
　ASIA：Ｃ→Ｄ．ASIA運動スコア：11点/12点→17点/19点．改良Frankel分類：C2→D3．ROM：肩屈
曲15°/30°→85°/120°．ModifiedAshworthScale：肘屈曲筋2/1→1+/1．MMT：肩屈曲2/4→4/5，肘屈曲
3/3→4/4．ActionResearchTest：13/52→56/57．BoxandBlockTest：37/48．

【考察】
　中心性頚髄損傷は伝導路の位置から下肢に比べて上肢の麻痺が重度とされており，本症例も痙縮など重度な
上肢麻痺を呈していた．運動麻痺の改善に対するリハビリテーションとして電気刺激療法や振動刺激が有効と
報告されており，十分な運動量も必要とされている．AR²による低周波と振動刺激で痙縮をコントロールした
状態で肩の屈曲と肘の伸展を有するリーチングを反復的に実施したことで，麻痺の改善に繋がったと考える．
また，免荷機能を活用することで，運動に対する努力度を軽減させ，麻痺の改善に必要な多量の運動回数を担
保できたことも機能改善の一因と考える．
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2-5-3　回復期リハビリテーション

当院回復期リハビリ病棟におけるリハビリ職員の夜勤の取り組み（ナイトリハビリ）の効果について

愛全病院　リハビリテーション部

○杉
すぎもと

本　貴
たかひろ

弘（作業療法士），斉藤　龍一，中田　恭輔

◆目的
　当院では2018年から月2回のリハビリ職の夜勤を実施し、夜間帯のADLの評価・向上に力をいれていた。
2020年度から評価目的を明確に設定した夜勤（以下ナイトリハビリ）を月2回から平均月8回へ回数を増やした
効果を検証したので報告する。

◆対象
　後ろ向き観察研究として当院回復期病棟の退棟した患者（2019年度の223名と2020年度の患者207名）のデータ

（年齢・性別・疾患・FIM・在院日数・入棟までの日数）についてマンホイットニー検定にて比較した。

◆方法
　①入棟から2～3週間後の患者、さらに②新患、③評価の必要がある患者についてナイトリハを実施し、初期
評価とナイトリハ時のFIMを比較した。また、2020年度のナイトリハ介入結果について集計したデータ（介
入項目・介入時間・介入時間帯など）や職員アンケート結果についても考察した。

◆結果
　在院日数は19年度75.5±39.6日（中央値71）、20年度69.9±47日（中央値64）となり、19年度より20年度の
方が有意に少なくなった（P<0.05）。その他には有意差はみられなかった。ナイトリハ実施後、初期評価より
FIM項目が向上した患者は46％、維持が32％、低下が16％、向上・低下混合が6％であった。FIM項目別で介
入が多いものは①移動、②トイレ動作、③トイレ移乗であった。

◆考察
　在院日数が減少した理由の一つにナイトリハにより、早期の夜間能力の見極めが可能となったためであると
思われる。また、リハ職が実際の夜間帯の動きを評価すると、初期評価以外の結果になる場合が6割を超える
ため、夜間の「しているADL」の状況把握についてリハビリ職は再考する必要がある。ナイトリハを実施す
ることで上記の効果以外にも、①夜間の動作のイメージの重要性の認識（教育面）、②チーム連携強化、③職
員コロナ発生時のリハ職緊急夜勤対応（危機管理）に効果があった。今後、継続して実施していくにあたり、
体制加算などの制度の策定が望ましいと考える。
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2-5-4　回復期リハビリテーション

重度意識障害改善および身辺動作の介助量軽減により、自宅退院が可能となった視床出血の一症例

千里リハビリテーション病院

○今
いまい

井　優
ゆうさく

作（作業療法士），高山　蒼，吉尾　雅春

はじめに
　本症例は前院で病態改善が難しく療養病院への転院を打診されたが、家族の希望で当院回復期リハビリテー
ション病棟へ転院され自宅退院が出来た為、以下に報告する。

症例情報
　50歳代男性。自宅は一戸建てで保健師の妻と学生の息子との3人暮らし。脳室内穿破を伴う右視床出血発症。
搬送時JCSⅢ-100。同日に内視鏡下血腫除去術を施行。以降も遷延性意識障害を認めた。

経過とプログラム
　26病日に当院入院。JCSⅡ-10。BRS上肢Ⅱ、手指Ⅱ、下肢Ⅱ。経管栄養でバルーン装着し、ADLはFIM18
点（運動13点、認知5点）であった。また共同偏視もみられた。意識障害改善を目的に、基本動作練習やADL
練習、積極的な離床機会の提供等を行った。
　54病日にJCSⅠ-２まで改善。更衣手順の把握困難、排泄後衝動的に立ち上がる、居室内で転倒するといった
脱抑制、遂行機能障害、注意障害等の高次脳機能障害が顕在化しADLに大きな支障をきたした。
　98病日に更衣は口頭指示で遂行可能なレベル、排泄時移乗の介助量軽減や下衣操作が可能となり自宅退院を
目指すことと明確となった。
　170病日に自宅環境の調整を行い、介助方法を家族に伝え外泊練習を行った。日中一人になることを想定し、
スマートフォン操作等の練習を行った。

結果
　退院時JCSⅠ-2、BRS上肢Ⅴ、手指Ⅴ、下肢Ⅴ。BBS19点、FMA39点となり、FIM75点（運動58点　認知
17点）、BIT通常検査104点、行動検査55点となった。更衣は自立に至らなかったが、デイサービスやショート
ステイの利用を活用し、家族で可能なADL介助量となり194病日に自宅退院。

考察
　脳画像から視床は全般的に損傷し、側脳室穿破での内包前脚の圧排により重度の障害はあるが、血腫の吸収
や浮腫の改善により症状が軽減すると考えた。また問題として残った高次脳機能障害への対応を家族指導や外
泊練習を通して伝達し、家族に退院後の生活イメージを持ってもらえたことが自宅退院に繋がったと考える。
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摂食嚥下障害患者に対する食事介助方法の統一による効果の検討

富家病院　リハビリテーション室

○日
くさかべ

下部　真
ま ゆ

由（言語聴覚士），冨張　修平，宮崎　弥重，若原　優樹，佐々木　笙子

【はじめに】
　当院回復期病棟では摂食嚥下障害患者に対し、食事介助方法を統一し環境設定や介助方法を多職種に情報共
有している。食事設定を記載した表を用いることで摂食嚥下障害の有無に関わらず看護、介護、リハビリスタッ
フ等のスタッフが食事介助を行えている。食事設定表を作製し食事介助方法を統一することは安全な食事介助
に寄与するか、摂食嚥下機能の改善、摂取量の増加に繋がるか検討した。

【対象及び方法】
　平成31年4月1日～令和3年3月31日に当院回復期病棟に入院し、食事設定表を作製した摂食嚥下障害患者で、
脳血管疾患6名、肺炎後廃用症候群2名を対象とし、誤嚥性肺炎や熱発の有無、入院時と退院時の摂食嚥下の能
力のグレード（以下嚥下Gr.）、摂取量を調べた。食事設定表は姿勢や食形態、介助方法、注意点等を写真や図
等を用いて個別に作製し、介助量や食形態の変更に合わせ適宜変更した。

【結果】
　食事設定表を作製し、食事介助方法を統一した患者は8名とも誤嚥性肺炎や熱発なく食事を行えていた。嚥
下Gr.は5名が向上し3名が維持、摂取量は6名が増加し2名は概ね変化はなかった。また疾患による大きな差は
なかった。

【考察】
　言語聴覚士が患者ごとの情報を整理して実際に食事場面で評価を重ね安全面に考慮した食事設定表を作製し、
食事場面を通して多職種に情報共有できたことが誤嚥性肺炎や熱発を起こすことなく、摂食嚥下機能の維持・
改善、摂取量の増加に繋がったと考えられる。また摂食嚥下障害患者が多くリハビリとして食事に介入するこ
とが多かったが、多職種で食事介助を行えるようになったことで、食事以外のリハビリの時間が確保でき、更
なる心身機能の向上に努めることができた。

【おわりに】
　今後も多職種連携を行い、個別性に応じた食事設定表を作製し、退院後の食事支援にも繋げていきたいと考
える。
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歩行バランス能力の日内差に対する関わりの検討

1霞ヶ関南病院　リハビリテーション部，2霞ヶ関南病院　やまぶき病棟

○須
すどう

藤　由
ゆ き

貴（理学療法士）1，斎木　直人2，本橋　明大2，樺山　沙結里2，今野　加奈子2，酒井　太郎2

【はじめに】
　当病棟（回復期リハビリテーション病棟）では、理学療法士の早出業務として朝のADL評価を行ってきた。
その中で、起床直後の歩行が日中に比べ不安定になる方が複数見られた。今回、歩行動作における日内差の状
況を検証し、事例にて1日を通して安定した歩行を獲得するための関わりを実施したので報告する。

【方法】
　対象は2020年11月～2021年1月に当病棟へ入院していた患者90名のうち、歩行評価（TUG）の実施が可能な
歩行FIM5以上の方22名（平均72.0歳、脳血管疾患17名、運動器疾患5名）。同日の朝7時、昼11時、夕16時に歩
行評価（TUG）を実施した。統計解析にはfriedman検定および多重比較を用い、時間帯別さらに疾患別の影
響を検証した。併せて、朝の歩行バランス能力低下を認める事例に対し、歩行自立に向けて改善を図った関わ
りを報告する。

【結果】
　歩行評価（TUG）の中央値は、朝14.7秒、昼13.7秒、夕13.1秒であり、朝と昼・夕に有意差を認めた。一方、
昼と夕に関しては有意差を認めなかった。疾患別では、脳血管疾患にて同様の結果であったが、運動器疾患で
は有意差を認めなかった。
　事例では、日中に比べ朝は麻痺側足尖部が床に引っ掛かりやすく、歩行自立に向けた課題が残存していた。
また歩行評価（TUG）は朝23.7秒、昼23.0秒、夕22.7秒と、朝の歩行バランス能力の低下を認めていた。そこで、
朝の足尖部の引っ掛かりを改善するために、起床後に行う自主トレーニングを提案し、チームで共有して定着
を図った。その結果、2週間後の歩行評価（TUG）は朝17.9秒、昼18.0秒、夕18.2秒と、日内差が減少し、歩行
自立に繋がった。

【考察】
　身体機能や動作の評価は時間別に実施することが重要である。特に脳血管障害患者は、起床後の筋緊張異常
などの影響から日内差を生じやすい。多職種により時間帯に応じて評価することは、1日を通したより安全な
動作の獲得に繋がると考える。
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回復期リハビリテーション病棟での85歳以上の患者における入院時BMIと転帰・ADLとの関係

1大誠会　内田病院　リハビリテーション部，2東京都立大学大学院　人間健康科学研究科　理学療法科学域，3（株）H＆Mサー
ビス，4大誠会グループ　理事長

○高
たかはし

橋　譲
じょうじ

至（理学療法士）1，貝瀬　充1，篠崎　有陛1，浅川　康吉2，井上　宏貴3，田中　志子4

【目的】
回復期リハビリ病棟協会の報告によると、85歳以上の割合が2009年度21.5%から2020年度30.9%と約10%増加
していた。先行研究では入院時BMIで転帰・ADLを分類・比較しているが、脳卒中患者に限定され、85歳以
上を対象としたものはみられない。85歳以上の患者を対象に入院時BMIにて分類し、転帰やADLとの関係性
を明らかにした。本研究は大誠会グループ倫理委員会の承認を得ており、開示すべきCOIはない。

【方法】
平成30年4月から令和3年3月までに当院回復期リハビリ病棟を退院した患者のうち85歳以上の396名を対象とし
た。BMIが18.5未満の116名をるい痩群、18.5以上25未満の240名を標準体重群、25以上の40名を肥満群とした。
3群間で性別、対象疾患、発症時の居場所、退院先、認知症の診断、FIM、単位数を比較し、割合はχ2検定、
数値はKruskal-Wallis検定を実施し、有意水準は5%とした。有意差がある項目の2群間比較はMann-Whitney

（U）検定を実施し有意水準はBonferroni補正を行った。
【結果】
年齢、性別、対象疾患、発症時の居場所、認知症の診断に群間での有意差は見られなかった。FIM利得はる
い痩群18.4、標準体重群24.4、肥満群26.6でるい痩群と標準体重群の間に有意差が見られた。FIM効率はるい
痩群0.26、標準体重群0.41、肥満群0.43でるい痩群と標準体重群の間に有意差が見られた。自宅退院割合はるい
痩群19%、標準体重群26.3%、肥満群40%で肥満群が有意に高く、るい痩群が有意に低かった。平均単位数は
るい痩群5.10単位、標準体重群5.31単位、肥満群5.56単位でるい痩群と肥満群の間に有意差が見られた。

【結語】
回復期リハビリ病棟の85歳以上の患者は入院時BMIが18.5以上だと、FIM効率が高く自宅退院割合が増えるこ
とが示唆された。ADL練習や病棟生活上で必要な耐久性が確保され、FIMの向上が図れたためと考える。今
後の課題として、BMI18.5未満の患者に対しFIM向上や自宅退院に繋げる取り組みが必要である。
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長座位いざり動作にてバランス能力が向上した一症例

信愛病院　リハビリテーション科

○小
こみやま

宮山　恭
きょうへい

平（理学療法士），越永　守道，三宅　直之，三上　彩子，内田　昌宏，長澤　杏

【はじめに】長座位訓練は、転倒のリスクが低く取り組みやすい。一方、先行研究にて長座位の報告は少なく、
臨床場面でも端座位訓練や歩行訓練と比較して、長座位訓練を行うことは少ない傾向にある。今回長座位いざ
り動作で体幹機能が改善し、バランス能力の向上に繋がったケースを経験したので報告する。【対象】右大腿
骨転子部骨折を呈した70代女性、受傷から36日目。BBS32/56。MMSE23/30点【方法】シングルケーススタ
ディABA法を用いる。A1期（ベースライン期）、B1期（介入期）、A2期（フォローアップ期）は各々7日とし
て、各期で一般的な理学療法を行い、B1期のみ長座位いざり動作のアプローチを実施する。いざり動作は、
両膝関節軽度屈曲位、可能な限り両上肢は胸の前で手を組み、プラットホーム上を前後2往復行う。評価項目は、
臨床的体幹機能評価（FACT）とBBSとし、A1期前、B期前後、A2期後に測定を実施した。【結果】A1期前、
FACT/BBSは12/32、B期前は12/36、B期後は14/40、A2期後は14/41であった。初期と最終を比較すると、
FACTは2点、BBSは9点向上した。【考察】本症例では、FACT、BBS共に点数が向上し、いざり動作とバラ
ンス能力の関連性が示唆された。FACTでは座位で両側大腿を持ち上げる項目で点数が向上した。いざり動作
により体幹筋の賦活、協調性が改善して、運動機能が向上したと考えられる。BBSでは、FRTで点数が向上
した。これは、股関節制御が上手く機能したことが理由であると考えられる。先行研究では、いざり動作は、
体幹筋群が賦活するとの報告（田尻ら）や、体幹筋の賦活により股関節周囲の筋活動が増大したと報告（平川
ら）がある。今回は、上肢の活用を最小限にしたため、より股関節周囲の活動が必要となり、特に腸腰筋の賦
活に繋がったと考えられる。またA2期でも低下は見られなかったことから、効果の持続性があると言える。
これらの結果は、いざり動作の有用性を示唆するものと考える。
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認知機能（前頭葉機能）へのアプローチ ~トレパチテーブル”言葉の並び替え”の導入~

原病院　リハビリテーション部

○友
ともざわ

澤　成
なるみ

美（作業療法士），本多　愛美

【はじめに】
　今回、脳血管障害を呈する患者5名に対し、トレパチテーブル”言葉の並び替え”を実施し、認知機能（前頭
葉機能）へ及ぼす影響を考察した。

【方法】
　入院期間中、リハビリ時間に1日1回以上、トレパチテーブル”言葉の並び替え”を実施した。”言葉の並べ替え”
は、ランダムに表示された文字を並び替え、ひとつの単語にするものであり、10問出題される。また、文字と
同時にモザイク写真が提示され、時間経過に伴い、単語を表す写真が明確となり、思考の手掛かりとなる。成
績は、正解数と完成までの時間に応じて、100点満点での点数が表示される。

【結果】
　プログラム1～3ヶ月間の実施により、トレパチテーブル”言葉の並び替え”の成績の向上とMMSE項目の書字、
計算、遅延再生の項目で、3名の点数の向上が認められた。日常生活動作場面においては、状況判断能力の向
上や、ナースコールの適切な使用が可能となり、危険行為の軽減が4名にみられた。FIMの認知機能項目では、
問題解決で4名、記憶で2名に点数の向上がみられた。FIMの運動機能項目では、危険肢位に理解が得られる
事で見守りなく安全な動作が可能となり、2名に更衣動作で点数の向上がみられた。

【考察】
　トレパチテーブルの成績やMMSEの点数のみではなく、更衣動作に反化できた理由として、認知機能の向
上が見られた事が考えられる。認知機能の向上した要素として、前頭葉機能の働きである思考の切り替えや、
想像力を広げる事にトレパチテーブル”言葉の並び替え”が良好な刺激になったと考える。

【まとめ】
　今回、脳血管障害を呈する5名の患者に焦点をあてて実施し、一定の効果がみられたが、脳血管障害に限らず、
種々な疾患の患者に実施し、トレパチテーブル”言葉の並び替え”が認知機能（前頭葉機能）に対し有効であ
るか検証していきたい。
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回復期リハビリテーション病棟入院時に経鼻経管栄養を使用している患者の肺炎発症の予測

鶴巻温泉病院　リハビリテーション部

○石
いしはら

原　拓
たくろう

郎（理学療法士），東　泰裕

【目的】
　回復期リハビリテーション病棟（以下、回復期）入院時に経鼻経管栄養（以下、経管栄養）を使用している
入院患者の肺炎予防を目的に、肺炎発症の予測式の作成、及びカットオフ値の算出をすること。

【方法】
　研究デザインは後方視的観察研究である。対象は2017年4月から2021年2月まで当院回復期に入院し、経管栄
養を使用していた脳卒中・廃用症候群患者とした。患者属性として性別、年齢、BMI、主疾患（脳卒中、廃用
症候群）、発症から入院までの日数を収集した。また、評価項目として入院時FIM（運動合計・認知合計・合
計）、Cognitive-relatedBehavioralAssessment（CBA）の各項目・合計、DysphagiaSeverityScale（DSS）
を収集した。入院中の肺炎発症の有無により対象者を2群に分けた。統計学的解析は肺炎群と非肺炎群の2群間
で患者属性及び入院時評価を比較した。さらに、肺炎の有無を目的変数、2群間比較で有意差を認めた項目を
説明変数として多重ロジスティック回帰分析により予測式を作成した。その後にROC曲線を用いて予測式のカッ
トオフ値を求めた。統計学的有意水準は5%とした。

【結果】
　対象は353名（肺炎群98名、非肺炎群255名）であった。群間比較では、性別、年齢、主疾患、BMI、CBA
の意識項目（以下、意識）、DSSで有意差を認めた。ロジスティック回帰分析の結果、性別、年齢、主疾患、
意識、DSSが肺炎発症要因として抽出された。予測式は1.684＋1.02×「性別（男性0,女性1）」－0.039×「年齢」
－1.18×「主疾患（脳卒中0,廃用症候群1）」＋0.3×「意識」＋0.445×「DSS」となった。ROC曲線を用いたカッ
トオフ値は0.593（感度：63.3%、特異度：80%、曲線下面積:0.751）であった。

【結論】
　本研究で得られた予測式を用いることで、肺炎予防に寄与できる可能性があると考える。
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2-7-1　摂食・嚥下リハ、排泄ケア・排泄リハ

地域中核病院における摂食嚥下障害の原因疾患の検討

1朝日大学病院　摂食嚥下リハビリテーション学分野，2医療法人社団登豊会近石病院歯科・口腔外科，3医療法人社団登豊会
近石病院外科

○谷
たにぐち

口　裕
ひろしげ

重（歯科医師）1，多田　瑛2，大塚　あつ子1,2，中澤　悠里2，近石　壮登2，近石　登喜雄3

【はじめに】当院は21の診療科（病床数381床）の地域中核病院である。2020年3月より入院患者を対象とした
摂食嚥下障害患者（嚥下障害患者）の検査・診断・リハビリテーションを中心とした臨床的介入を開始した。
同年7月には歯科医師を中心とした医師，嚥下認定看護師，言語聴覚士，管理栄養士，薬剤師，歯科衛生士で
構成される「摂食嚥下支援チーム（SST）」を設立し，多職種で包括的な介入を行っている。

【目的】本調査は，SSTが介入した患者の原因疾患を検索することで，慢性期医療から中核病院への入院また
は中核病院から慢性期医療へ移行する患者層を把握することを目的とした。

【結果】新患総数は144人（2021年3月末集計，男性86人，女性58人），延べ介入数は1780人であり，紹介元は呼
吸器内科（29人）が最も多く，次いで脳神経外科25人，口腔外科19人，循環器内科18人，消化器内科17人，整
形外科10人であった。原因疾患の内訳は呼吸器疾患（主に誤嚥性肺炎）（56人）が最も多く，次いで脳血管疾
患29人，頭頸部腫瘍18人，廃用症候群は18人であった。介入当初は誤嚥性肺炎，脳血管疾患が多かったが，
SSTが周知されるとともに整形外科を中心とした廃用症候群を起因疾患とする患者が著しく増加していた。

【考察】
慢性期医療における嚥下障害の原因疾患は脳血管疾患，神経筋疾患が多いとされているが，近年は高齢化に伴
いサルコペニアによる嚥下障害が注目されている。当院においても，SSTの活動が認知されるとともに，これ
らによる摂食嚥下障害患者が増加していた。さらに，当院では，嚥下障害患者のピックアップを看護師が簡易
的なスクリーニングで行っているため，一次性は勿論のこと，二次性サルコペニアによる嚥下障害患者は潜在
していると推察される。本調査によって，脳血管疾患，神経筋疾患を起因とする患者だけでなく，サルコペニ
アによる嚥下障害患者も地域に潜在していることが示唆された。
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2-7-2　摂食・嚥下リハ、排泄ケア・排泄リハ

加糖したゼリーで嚥下機能及び経口摂取量の向上を図った取り組み

平成記念病院　リハビリテーション科

○武
たけだ

田　止
しよう

揚（言語聴覚士），澤上　美紀，西岡　大毅，寺本　塁，隠田　良祐，道簱　諒子，築山　真希

【はじめに】
食欲低下の原因は多岐に渡るが、一因に加齢に伴う味蕾細胞の減少による味覚閾値の上昇がある。当院では食
欲低下した患者に対し、これまでに果汁100%のゼリー（以下、普通ゼリー）と加糖したゼリー（以下、加糖
ゼリー）を提供し、嚥下機能と経口摂取量に変化があるかを検証してきた。これまでの結果として、嚥下機
能と食事の経口摂取量に変化はないが、普通ゼリーより加糖ゼリーの摂取量が多いと分かった。今回、加糖ゼ
リーの提供の仕方を工夫すれば、嚥下機能の向上、経口摂取量の増加があるかを一症例で検証した。

【方法】
対象は、70歳代前半の女性で食欲低下のため胃瘻造設し経口摂取量が不十分な症例とした。1か月間、昼食
時に加糖ゼリーを提供した。認知機能（HDS-R）、食欲（JSNAQ）、嚥下機能（FILS、MASA、TLST、
FOIS、RSST）を7/8提供開始前、8/5提供終了時、11/5退院時で評価した。併せて経口摂取量を測定した。

【結果】
提供開始前-提供終了時-退院時で、HDS-Rは0点-0点-13点、JSNAQは評価不可-17点-18点、FILSは3-5-5、
RSSTは0回-0回-2回、MASAは117点-158点-175点、TLSTは4-5-5、FOISは2-3-3となった。経口摂取量は徐々
に増加し摂取量が安定したため、11/10施設へ退院となった。現在、施設でも経口摂取量は安定している。

【考察】
加糖ゼリーの提供で嚥下機能の向上と経口摂取量が増加した。味覚閾値をこえる加糖ゼリーの刺激が食物の認
識を促したことで、経口摂食開始のきっかけとなり、摂食・嚥下の反復と継続が効果的な直接嚥下訓練となっ
た可能性がある。提供終了時から退院時まで経口摂取量が維持できたのは、減少した味蕾細胞の量はそのまま
でも、舌の運動機能の向上により食物と味蕾細胞との接触面積と接触時間が改善し、通常の食事においても味
覚認知が向上したためではないかと推察した。今後も加糖ゼリーの提供を継続し、嚥下機能・食欲向上に関す
る有効性を検証していく。
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2-7-3　摂食・嚥下リハ、排泄ケア・排泄リハ

皮膚トラブル軽減の為、陰部洗浄に心掛け得られた結果

国分中央病院　看護科

○ 莇
あざみ

　日
ひ な こ

菜子（看護師）

〈はじめに〉
加齢により皮脂分泌・発汗が低下し、皮膚はドライスキンに傾くとともに、表皮も菲薄化してくる。特には、
皮膚のバリア機能は必然的に低下する為、外界からの刺激に対して脆弱となる。オムツを使用している場合、
皮膚は尿や汗などに曝されていると浸軟を招き、摩擦やずれなどの外力の刺激に弱い状態となる。
今回、オムツを使用しており陰部の発赤やびらんのある患者を中心に病棟全患者に対し、看護師・介護士とも
に陰部洗浄をの方法を改善し、皮膚トラブルの改善を試みた。

〈方法〉
1．陰部洗浄の手順・大切さをスライドにし、スタッフへ改めて勉強会を実施。
2．陰部洗浄の際、ガーゼで擦るのではなく洗浄ボトルを使用し水圧で汚れを洗うよう声掛けを行う。
3．オムツ交換台車へ、陰部洗浄時使用する湯の温度・手順の書いた紙を貼る。
4．発赤がある患者・びらんの強い患者に対して、オムツ交換の回数を増やし対応。
5．陰部洗浄の必要性を定期的に看護師・介護士への呼びかけ。

〈対象〉
病棟全患者

〈結果〉
陰部洗浄の呼びかけ・勉強会を行うことによってスタッフの意識が変わっていき、水圧で出来るだけ汚れを洗
い流すようにし、水圧で落ちない汚れは手で洗う等正しい陰部洗浄を行ったことによって陰部の発赤が４人か
ら１人へ減少した。
しかし、陰部洗浄の勉強会や呼びかけをした際は正しい陰部洗浄を行うことができたが、日が経つにつれて徐々
に意識が失われ、発赤やびらんの再発がみられた。

〈考察〉
今後、陰部洗浄を行うようその都度声掛けを実施し継続したケアを行う事で、皮膚トラブルの改善・発生の予
防に努めたい。また、皮膚トラブル部分の写真を撮り、経過を見ることでスタッフ全員で共有し、陰部洗浄の
大切さの再認識をしていきたいと思う。
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2-7-4　摂食・嚥下リハ、排泄ケア・排泄リハ

排泄ケアの質の向上を目指して

城東病院　療養支援部

○草
くさの

野　正
しょうご

悟（介護福祉士）

　当院では「その人らしい生活」を送って頂けるよう利用者、家族の思いに寄り添い、多職種が連携して生活
支援を行っている。よりよい排泄支援を目標に一番利用者の近くにいる介護士が主となり排泄ケアチームを立
ち上げ取り組んできた。今回その活動について報告をする。
　立ち上げ当初は排泄支援の発想がなくおむつ交換業務として捉えておりすべての利用者に同じおむつを同じ
ように交換していた。日々の業務に流され尊厳を考えず時間内に業務をこなさなくてはならないという思いが
大きく利用者中心のケアが出来ていなかった。
　原点に返りその人に合ったおむつが選べているのかを考え、業務改善の一環として新しいおむつの導入にあ
たった。
　おむつを使用するにあたって尿量測定、水分のイン、アウトの記録のほか排泄は食事や薬の影響を受けやす
いことを踏まえ医師、管理栄養士とも相談しリハビリスタッフとADLや身体機能も考慮した上で個別ケアパター
ン作成しおむつの選定を行った。
　また勉強会を行い正しいおむつの当て方を実際レクチャーしお互いがおむつの着用の体験をしてもらった。
　個別ケアパターンを作成することによって一人一人の傾向や発見を知ることが出来だけでなく勉強会の開催
を行い職員のスキルアップの機会を設けることが出来た。
　今年度介護保険報酬が改定され介護サービスの質の評価と科学的介護の取り組みの推進によりデータ提出を
行い、フィードバックの活用によりPDCAサイクル推進とケアの質の向上が求められてくる。
　今後の課題として排泄ケアチームで行ったアセスメント能力、排尿ケアパターン表と科学的介護情報システ
ム（LIFE）のフィードバック情報の中で私たち介護士が気づき、考え、主体となって排泄支援、ケアの質の
向上を考えていきたい。
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2-7-5　摂食・嚥下リハ、排泄ケア・排泄リハ

脱落症例から学んだ排尿自立支援の適応

東名裾野病院

○大
おおつか

塚　栄
えいこ

子（看護師），遠藤　由紀，栗田　命，加藤　亜弥，木本　華織，内木場　拓史

【研究の背景と目的】
当院（医療療養病床142床、介護医療院48床）は2019年1月に排尿ケアチームを立ち上げて排尿自立支援に取り
組んできた。以降、カテーテル留置率は全国平均（15%）以下を保持し、有熱性尿路感染の発症率も一定に抑
えて成果をあげてきた。
今回は、これまでカテーテル・フリーを遂行できなかった「脱落症例」を分析し、排尿自立支援の「適応」に
ついて再考してみた。

【対象と方法】
2019年1月から2021年4月まで排尿ケアを行った40症例（平均83.8歳、男性15女性25人）、このうち12週完遂で
きなかった症例に共通する因子を分析した。
なお、進行性前立腺がん、巨大前立腺肥大症による尿道閉塞および萎縮膀胱、脊椎疾患など器質性の下部尿路
機能障害は当初より排尿ケアの適応外とした。

【結果】
40症例中27例（67.5%）が12週完遂した。5例が退院（死亡を除く）、4例が死亡した（下部尿路機能障害との関
連なし）。脱落は4例（10%）であり、脱落症例に共通する有意な因子として①開始後24時間以内の500mL以上
の残尿（100%）②尿意の喪失（100%）③男性（75%）④開始後1週間以内の有熱性尿路感染（50%）などがあ
げられた。

【考察】
排尿ケア開始後24時間以内に500mL以上の残尿を認めた症例は全例脱落し、最大の危険因子と考えられた。
換言すれば500mL未満の残尿は経過をみてよいと考える。尿意の喪失および排尿ケア開始後1週間以内の有熱
性尿路感染も有意な危険因子であったが、ともに12週完遂症例にもみられ、特に排尿ケア期間中の有熱性尿路
感染は短期間の抗菌剤投与で軽快した症例が散見された。さらに、排尿ケア開始前に診断しにくい「低活動膀
胱」が重要な予後決定因子になりうることを加えて報告したい。



第29回日本慢性期医療学会

2-8-1　摂食・嚥下リハ、排泄ケア・排泄リハ

慢性期脳卒中患者の経口摂取獲得にはバランス能力と2型糖尿病が関与する

橋本病院　リハビリテーション部

○福
ふくだ

田　真
しんや

也（理学療法士），白川　卓，中島　由美，橋本　康子

【目的】脳卒中後の嚥下機能低下は30～60%発生し、6か月後も約10％が経口摂取の獲得に至らない。経口摂取
獲得には、嚥下機能やADL能力との関連があるが、身体機能や内科疾患に着目した検討は少ない。本研究は、
脳卒中後経鼻経管栄養者の経口摂取獲得と身体機能および2型糖尿病に着目した調査を行った。

【対象】2016.4.1～2020.11.30の期間に当院回復期リハビリテーション病棟を退院した脳卒中患者742人のうち、
入院時経鼻栄養患者を対象とした。データ欠損者、体調不良による転院者、死亡退院者を除外した74名とした。

【方法】退院時点の経口摂取獲得状況をアウトカムとし、年齢、性別、嚥下機能、BBS、WBI、2型糖尿病の有
無との関連を多変量ロジスティック回帰分析で行った。有意差を認めた連続変数に対しROC解析を行った。

【結果】経口摂取獲得者は34名（46％）であった。多変量解析では、経口摂取獲得/非獲得で、嚥下機能低下
者16/39（OR322.67［95%CI3.27-3188.84］,p=0.01）、BBS16［4.25-34.5］/0［0-0.25］（OR1.42［95%CI
1.03-1.93］,p=0.03）、2型糖尿病有者16/18（OR83.08［95%CI2.36-292.49］,p=0.01）、3項目で有意差を認めた。
ROC解析よりBBSのCutoff値は4点で、AUC0.88、感度0.76、特異度0.93であった。

【考察】脳卒中リハビリテーション後の経口摂取獲得に重要な因子は、嚥下機能、バランス能力、2型糖尿病を
有するかであった。小林らは、経口摂取獲得には座位が重要とし、本研究結果のBBS4点は、座位保持自立能
力に相当し合致する。また、2型糖尿病者は脳卒中発生の危険因子であるが、食欲が高いとの報告もあり、脳
卒中後の経口摂取獲得には前向きな結果となる可能性がある。
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2-8-2　摂食・嚥下リハ、排泄ケア・排泄リハ

舌骨上筋群に対する電気刺激療法と随意的な嚥下訓練を併用し機能改善を認めた１症例

1芳珠記念病院　リハビリテーション室，2芳珠記念病院　看護局，3芳珠記念病院　口腔疾患医療技術室，4芳珠記念病院　
リハビリテーション科，5芳珠記念病院　歯科口腔外科

○川
かわばた

畑　恵
え り か

里花（理学療法士）1，合歓垣　洸一1，太田　有紀1，木村　亜沙子1，菅村　孝子2，宮森　奈津代3，
古川　文香1，西田　好克1，上田　佳史4，西出　直人5

【背景】
　嚥下障害や誤嚥の主な原因は、舌骨・喉頭の挙上の減少や遅延であるとの報告が多い。近年、嚥下障害に対
する電気刺激療法の研究で、舌骨上筋群の筋力強化が期待できることが証明されている。
　当院においても、本人・家族の希望を聴取し「口から食べる」を支援するため、嚥下機能へのアプローチ方
法として電気刺激療法を実施した症例を経験したため報告する。

【症例と介入方法】
　症例は、当院の摂食嚥下支援チームが介入し、自宅復帰に向け食形態の調整や食事指導に加え、舌骨上筋群
の筋力強化が必要と判断した、誤嚥性肺炎で入院した80代男性である。既往にCOVID-19感染症があった。入
院時、HDS-R6点、FIM82点（運動項目57点、認知項目25点）、食形態は嚥下調整食1j-2-1（学会分類2013）。
　筋力強化の方法は、舌骨上筋群に対して、低周波治療器を用いて電気刺激療法と嚥下訓練を併用し5日/週（30
分/回）、4週間実施した。入退院時に、FIM、食形態、嚥下機能評価、発話明瞭度、KTバランスチャートを
確認した。

【結果】
　FIMは運動項目において3点の改善を認め、食形態は嚥下調整食3（学会分類2013）となった。やわらかく煮る、
適宜あんをかけるなどの必要はあるものの、妻が調理しやすい形態の獲得に至り、自宅退院となった。また、
嚥下反射惹起までの時間の短縮、KTバランスチャートの嚥下項目、発話明瞭度にも改善を認めた。

【考察】
　今回、VF評価は入院時のみであり、画像での舌骨・喉頭の挙上について比較はできていないが、上記の評
価項目での改善を認めた。本症例の嚥下機能の改善点は、先行研究で効果を認めた項目と類似しており、当院
での電気刺激療法も一定の効果があったのではないかと考える。また、PTとして嚥下に関わることへの有用
性を再認識できた。嚥下リハに関わるPTが増え、職域拡大の一助となるよう、今後も評価ツールの検討や症
例を増やし、院内外に周知していくことが課題と感じた。



第29回日本慢性期医療学会

2-8-3　摂食・嚥下リハ、排泄ケア・排泄リハ

人工肛門造設 自立へ向けたアプローチ

国分中央病院　看護科

○岩
いわさき

嵜　智
ともよ

代（看護師）

初めに
　疾患による、下肢切断と人工肛門造設で身体的変化による悲嘆が見られた。
そこで、患者に寄り添い傾聴・共感・一緒に行うことにより自信を取り戻し、ストーマ管理が自立した症例を
報告する。
患者背景
　７０歳女性認知症なし
　ADLはベッド上で過ごし車椅子には半介助で移乗できる
期間
　R３年２月12日～R3年５月６日
方法
①　前医でストーマ管理の指導された内容をカルテにて確認
②　ストーマパックから自力で便やガスを出すことが出来るように見守る
③　ストーマパックのカットをストーマゲージに合わせて自力でカットしてもらう
④　ストーマパックの貼付が上手く出来るのか見守りながら一緒に行う
⑤　看護師がストーマ管理チェック表に記入して情報の共有を図る
結果
①　入院当初、進んでストーマ管理を行う姿が見られず、看護師とケアを行っていた
②　ストーマ周囲の洗浄は出来ていた
③　自力で上手く便やガスを出すことが出来るようになった
④　普通のハサミの使用でストーマパックの切口がギザギザになっていた
⑤　ストーマサイズが楕円形なので形に合わせてカットしていた
⑥　笑顔も見られ自らストーマ管理を行うようになった
考察
患者はストーマ造設後、排泄方法が変化するため、排泄管理の習得が必要になる。
しかし、突然の予期せぬ出来事にストーマの受け入れが困難なことにより、セルフケアの習得が遅れてしまう
現状がある。
ストーマケアと暮らしのガイドブックを用いて、視覚からもお互いの意識付けをすることで統一したケアがで
きるようになったと考える。
病棟スタッフが患者に寄り添い・傾聴・共感することで自信に繋がったと考える。
家で気ままに生活したいと話しており、ストーマ管理への自信がつき今後の生活へ前向きになれるよう導いた
と考える。
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2-8-4　摂食・嚥下リハ、排泄ケア・排泄リハ

家族指導により排便障害が改善した一症例

1訪問ステーションてとてと小平　リハビリテーション，2博愛記念病院

○岡
おかべ

部　学
まなぶ

（理学療法士）1，武久　洋三2

【目的】厚生労働省調査によれば国内の80歳代以降の高齢者の便秘有病率は男女共に10%前後と報告されてい
る。便秘症の治療は緩下剤の内服や浣腸、摘便など実施されるが長期にわたる緩下剤の内服は反応が低下する
だけでなく、精神的、肉体的苦痛を伴う。今回家族指導による慢性便秘症の改善を試みたためここに報告する。

【症例紹介】90歳代男性。BMI15.5。X-2年に自宅にて左半身の脱力、痺れを発症しA病院に緊急搬送される。
頚椎症性脊髄症の診断を受け入院となったが、夜間せん妄がみられたため早期退院となった。X-1年より便秘
の症状がみられ腹痛が生じることがあった。排便-4日で浣腸を施行。既往に前立腺肥大症、神経因性膀胱、陳
旧性心筋梗塞がある。要介護1。一軒家にてkeypersonである娘と妻と同居。【評価】重度難聴。認知度Ⅱb。
自宅内は固定型歩行器にて移動。FIMは90/126点（トイレ動作6点、排尿6点、排便3点）。徒手筋力検査にて

（L/R）体幹屈曲3、体幹回旋2/3、股関節屈曲3/4。排便時は怒責時に体幹伸展する。排便2回/週。便の硬さは
BristolStoolFormScale（以下BSFS）にて2、4。ConstipationScoringSystyem（以下CSS）12/30点。浣腸
は1回施行。【方法】家族に対して腹部マッサージの指導、排便時の姿勢指導、食事指導、補助食品である太陽
化学㈱サンファイバーにて1日8gの水溶性食物繊維の摂取を促した。【結果】介入5週後の排便回数は3回/週、
BSFSにて4。CSSにて8/30点と改善がみられた。浣腸は1回施行。【考察】排便姿勢時に体幹前傾位とすること
で肛門直腸角が鈍角となり排便が。食物繊維の摂取量向上により便の性質が軟化、腸内の蠕動運動が促進した
ため排便回数が増えた。
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2-8-5　摂食・嚥下リハ、排泄ケア・排泄リハ

下衣形態非改善要因についての検討 ～認知機能との関連について～

山口平成病院

○桑
くわはら

原　威
たけひこ

彦（作業療法士），今井　崇弘，梅田　浩之，藤原　由美子，立石　肇

［はじめに］
高齢者の排尿障害では、原因は疾病のみでなく認知機能の影響も多く、その結果失禁をきたしオムツ着用を余
儀なくされている例も多い。認知機能とADLの関連性についての報告は多いが、今回当院における下衣形態
非改善要因としての認知機能に視点をあて、下衣形態改善に対する今後の関わり方の一助とすることを目的に
調査した。

［方法］
2020年2月1日～2020年7月31日の期間で、入院時に終日オムツ対応となっていた64名のうち、退院時に下衣形
態が改善した35名（以下、改善群）と、下衣形態が改善しなかった29名（以下、非改善群）の2群に分類し、
それぞれ退院時における①機能的自立度評価法（以下、FIM）の認知項目それぞれの平均値（①理解②表出③
社会的交流④問題解決⑤記憶）、⑥転帰先、について、改善群と非改善群で比較した。

［結果］
FIM認知各項目では全ての項目で改善群の平均値が高いという結果になった。特に“社会的認知”項目である、
③社会的交流④問題解決⑤記憶の項目で点数の差が大きかった。また、転帰先について、改善群は自宅および
在宅系施設が約8割に対して、非改善群では約3割と在宅復帰率に大きな差が生じる結果となった。

［考察］
当院の現状においても、下衣形態非改善要因として認知機能が関与している可能性が高く、その結果として転
帰先にも大きく影響していることが問題として挙げられる。今後においても下衣形態改善を目的とした認知的
アプローチは積極的に行う意義があると考えられる。特にFIMの“社会的認知”を念頭に入れ、下衣形態を改
善するための具体的な運動指導や環境適応を検討する必要性があることを再認識した。また、対象者に関わる
周囲の方々の接し方や関係各所との連携の在り方にも改善が求められると感じた。
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2-9-1　摂食・嚥下リハ、排泄ケア・排泄リハ

当院における「お楽しみレベルの経口摂取」現状と課題

1総泉病院　リハビリテーション部，2誠馨会　総泉病院　診療部

○渡
わたなべ

邉　正
しょうた

太（言語聴覚士）1，鎌田　祐子1，田中　瞳1，竹田　成美1，山﨑　敦1，根本　有子2，内田　潤2，
島倉　和郎2，新谷　晴之2，内野　福生2

１．はじめに
少子高齢化の現代,慢性期医療には「人に寄り添う」役割が求められる.中でも「口から食べる」事は患者家族
の喜び,希望であるが,反面,医療的な誤嚥予防の視点からは判断に苦慮することも多い.今回,当院の嚥下障害
者の経口摂取状況を調査し,現状と課題を検討した.
２．対象
2018年4～10月に当院入院中で,STに嚥下評価･訓練依頼があり,「楽しみレベルの摂取」以上が可能と判断し
た50例（男性：女性＝20：30,平均80.8〔40～104〕歳）.
３．調査方法
診療録から、下記項目を後方視的に調査した.

（1）介入時の栄養状態（①BMI,②Alb値）,（2）ST評価後の摂取内容,（3）補助栄養を含む投与栄養量と必
要栄養量,（4）介入前･後の ｢摂食状況のレベル（FILS）｣ ,（5）2018年10月の摂食状況,（6）2021年6月に確
認しえた予後.
４．結果
（1）①平均17.2（±11.3）②平均3.1（±2.2）.（2）果汁スプレー、棒付き飴、氷片、ゼリー、水分、ペースト少量.（3）
投与量の平均893.1kcal,必要量の平均1216.5kcal.（4）介入前はレベル1～4,介入後はレベル1～7.（5）経口継続31例,
経口中止3例,退院4例,原疾患による死亡12例.（6）死亡32例（誤嚥性肺炎2例）.経口終了時から死亡迄は平均6ヶ
月（2日～26ヶ月）.
５．考察
当院の「楽しみのレベルの摂取」の目的は, ｢経口摂取への移行｣ , ｢補助栄養と併用｣ ,「生きる楽しみ」であっ
た.医学的事実（嚥下障害）と人間的価値観（口から食べる）は必ずしも両立せず,倫理的ジレンマに陥ること
も言われている.当院では,STによる臨床的評価,客観的評価（VF・VE）を実施し,更に適宜,多職種とより適
切な環境を検討し,患者・家族と共に方針決定している。今後も,経験を重ね,倫理的にも配慮した経口摂取へ
の支援を確立していきたい.
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2-9-2　摂食・嚥下リハ、排泄ケア・排泄リハ

機能性尿失禁患者の失禁改善に向けた介入

緑成会病院　看護科

○鈴
すずき

木　優
ゆうこ

子（看護師），白石　雄馬，柏原　千奈美，カシラオ　マーク　アンドリュー

Ⅰ.はじめに回復期リハビリテーション病棟では、排尿ケアの占める割合は大きく、排泄行為に何らかの介助
を必要とするものが多く存在する。尿失禁は患者の自尊心の低下やQOLを阻害する為、可能な限り自立に向
けた援助が重要である。患者は当院入院当初、尿意が曖昧でありオムツ内への失禁が見られていた。また、片
麻痺にて自身での動作は不十分であり、2人以上での介助を要していた。失禁の不快感、自身の動作が伴わな
い事により悲観的な言動が頻回に認められていた。施設への入所も視野に入れての入院ではあったが、患者本
人の意欲もあり排尿パターンを把握したトイレ誘導を行う事で、失禁を減少して排泄動作を改善させたいと思
いこの研究に取り組んだ。Ⅱ症例紹介アテローム血栓性脳梗塞にて入院中の、尿失禁のある80歳代女性Ⅲ結果．
入院後の排泄はオムツ失禁、入院4日目からリハビリ介入時メインでトイレ誘導実施。4/21転倒を期に終日オ
ムツ対応へ変更。トイレ誘導再開に向け5/1評価施行。5/17～日中の昼食時間を除いた2時間おきのトイレ誘導
を開始した。今までトイレ時のナースコールは少なく失禁も多かったが開始後より日中・夜間問わずナースコー
ル回数の増加がみられ、失禁回数も減少みられた。現在尿意あり、ナースコール対応にて排尿可能となった。
Ⅳ．結論尿失禁のある患者に対して排尿誘導を繰り返し行う事で排尿パターンを取得し排尿管理自立する事が
できるようになった。40歳よりうつ症状の診断、現在アルツハイマー型認知症の診断あり。入院当初失禁して
しまう事やオムツ装着する事での自尊心の低下から精神状態不安定な状態が続いていた。向精神病薬・抗認知
症薬の投与と併用し、排尿コントロールを行う事で本人の自尊心が満たされ、悲観的な発言も減少傾向にある。
またトイレ時間誘導を積極的に行う事で日常生活動作がリハビリに繋がりADLが向上した。
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2-9-3　摂食・嚥下リハ、排泄ケア・排泄リハ

パーキンソン病患者に対する下剤に頼らない自然排便を促す試み 
～腹部温罨法、腹部マッサージを取り入れて～

水前寺とうや病院　看護部

○佐
さとう

藤　優
ゆ か り

花里（看護師），西　真由，稲葉　眞理，馬場　幸子

【はじめに】
パーキンソン病の便秘症状に長年悩んでおり、入院中に2回S状結腸を繰り返していたH氏。排便が3日以上見
られない場合が多く緩下剤の内服に加え坐剤や浣腸を使用し排便を促していた。「薬に頼らない生活をしてい
きたい」と発言が聞かれ、排便コントロール不良から身体的、精神的苦痛に繋がっており、出来るだけ下剤に
頼らない排便を促進したいと考えた。

【目的】
本研究の目的は排便日誌を用いて温罨法、腹部マッサージケアの有効性及び、グアーガム酵素分解物による排
便コントロールへの効果を検証することである。

【方法】
研究期間は2020年６～１０月。①８～１０月にプログラムに沿った腹部温罨法、腹部マッサージを実施。②排便日
誌を使用しブリストル・スケールを用いて便性状、排便量、緩下剤内服の変化、便処置回数の評価。③グアー
ガム酵素分解物の使用状況と排便状況の評価。

【結果】
便性状はブリストル・スケールにて5～6となり中等量～多量の排便量に変化した。
便処置は温罨法、腹部マッサージを開始後も自然排便は認めず摘便を毎日行っていたが、1か月後には自然排
便が3日に1回見られた。また、坐剤や浣腸の使用は月に1回に減少した。緩下剤内服は通常の投与量を継続し
観察していたが、2か月後に中止した。滴下型緩下剤の使用を2日に1回5滴服用していたが1か月後には週2回に
減量した。

【考察】
腹部マッサージは、歩行などの全身運動と同様の効果があるといわれている。同時に温罨法を施行することで
血管や筋、神経系に作用させ、血液やリンパ液の促進をしたり老廃物の排出を促したり、筋肉の緊張や疼痛を
緩和する目的がある。組み合わせてケアを行うことで、腸蠕動運動促進に繋がったと考える。グアーガム酵素
分解物は様々な腸内環境改善作用が報告されている。本症例では食物繊維を食事摂取基準に近づけることで正
常便となり排便コントロールに有効であったと考える。



第29回日本慢性期医療学会

2-9-4　摂食・嚥下リハ、排泄ケア・排泄リハ

当院における膀胱留置カテーテル抜去後の再留置を減らすための要因の検討

1大誠会　内田病院　看護部，2大誠会　内田病院　リハビリテーション部，3東京都立大学大学院　人間健康科学研究科　理
学療法科学域，4（株）H&Mサービス，5大誠会グループ　理事長

○武
たけい

井　美
みゆき

幸（看護師）1，中島　百合子1，篠崎　有陛2，浅川　康吉3，井上　宏貴4，田中　志子5

【目的】
当院では排泄自立や介助量軽減を目的とした活動の中で、膀胱留置カテーテル（以下カテーテル）抜去につい
ても検討され、多職種連携の排尿ケアチームContinenceSupportTeam（以下CST）を2018年に立ち上げた。
カテーテル抜去の対象者を増やす活動を行う一方で、カテーテル再留置となる患者もおり、再留置の患者を減
らすことが課題となっている。今回、カテーテル抜去後に再留置せずに退院した患者と再留置した患者の違い
を明らかにした。なお、本研究は大誠会グループ倫理委員会の承認を得ており、開示すべきCOIはない。

【方法】
令和2年4月1日から令和3年3月31日までの当院退院患者のうち、カテーテル抜去のまま退院した患者を抜去群、
再留置した患者を再留置群とした。2群について、年齢・性別・対象疾患・FIM・退院先・認知症の診断・入
院中の転倒・肺炎・尿路感染症発症の有無を比較した。統計解析はχ2検定、Fisherの正確確率検定、Mann-
Whitney（U）検定を適宜実施し、有意水準は5%とした。

【結果】
抜去群は26名、再留置群は11名であった。年齢・性別・対象疾患・尿路感染症発症の割合に有意差はみられな
かった。FIM利得は抜去群32.8点、再留置群0.3点と抜去群が有意に高かった。認知症の診断ありの割合は抜去
群65.4%、再留置群18.2%と抜去群が有意に高かった。転倒者の割合は抜去群42.3%、再留置群81.8%と抜去群
が有意に低かった。肺炎発症の割合は抜去群19.2%、再留置群63.6%と抜去群が有意に低かった。

【結語】
再留置群はADLが低下し、転倒しやすく、肺炎を発症しやすいことが示唆され、再留置を減らすためには、
肺炎予防や転倒予防に取り組み、ADL改善を図ることが必要であると考えられる。また、認知症を有する患
者はカテーテル抜去されたことでケアやリハビリが実施しやすくなり、ADL改善などが図れていたと考えられ、
認知症を有する患者はより積極的にカテーテル抜去に取り組むべきと考えられる。
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3-1-1　維持期・生活期リハ

通所介護事業所Let’sリハ！の自立支援の取り組み
～自宅への入浴移行を目指して～

1Let’ｓリハ！熊本北店，2桜十字病院

○清
きよはら

原　将
しょうへい

平（作業療法士）1，坂本　篤志2，田中　光宏2，大村　悠祐2，武藤　絵里1

【はじめに】
2021年度介護報酬改定で入浴介助加算の見直しが図られ，介護保険下における自立支援の働きがより加速した．
通所介護事業所Let’sリハ！熊本北店では，要介護の利用者だけでなく要支援の利用者に対しても入浴支援を
行っている．2021年1月より要支援の利用者に対して，入浴介助の必要性の精査と自立支援を目的に，自宅へ
の入浴移行を進めてきた．取り組み結果と，今後の要介護の利用者に対する入浴自立支援に向けての課題を踏
まえて以下に報告する．

【倫理的配慮】
ヘルシンキ宣言に則り，個人情報やプライバシーの保護，対象者やその家族に不利益がないよう配慮した．

【方法】
対象者：介護度が要支援1～2の利用者39名中，当施設で入浴を行っている利用者18名
期間：2021年1月～2021年4月
①評価用紙を作成し自宅での入浴動作評価，看護師及び介護福祉士から情報収集
②問題点抽出及び改善策の検討
③利用者と家族への説明及び支援
適宜，担当ケアマネージャーと情報共有を図り実施．

【結果】
対象者の18名中，11名を自宅での入浴へ移行することができた．主な問題点として，入浴動作はできるが「何
かあった時が不安」という心理的要因が目立った．

【考察と今後の課題】
今回の対象者はADLがほぼ自立し，認知機能が保たれていることで独居のケースも多く，心理的要因が目立っ
たと考えられる．また，利用者やその家族が介護保険法における「自立支援」の認識が薄いことも課題の一つ
と考えられる．
要介護の利用者の入浴では介助を要す動作も増えてくる．当施設の特色である科学的評価を基に身体機能の向
上や個別訓練を実施すること，事業所で使用可能な福祉用具の充実化と多職種連携で，自宅への入浴移行でき
るよう支援を進めたい．通所介護事業はレスパイト目的もある為，動作を自立に導くだけではなく，家族を含
めた納得のいく生活の支援を行っていきたい．



第29回日本慢性期医療学会

3-1-2　維持期・生活期リハ

ボツリヌス治療とリハビリテーションにより疼痛や動作改善に繋がった症例

1藤民病院　リハビリテーション科，2藤民病院　内科

○夏
なつめ

目　有
ゆうき

貴（理学療法士）1，向井　裕貴1，向井　龍一郎2

【はじめに】
ボツリヌス治療（BTX）はリハビリテーションの併用で有効性は高まり,痙縮の軽減や関節可動域拡大および
ADL改善に繋がると報告されている.
今回,痙縮により手指の疼痛,内反尖足を生じている症例を担当した.治療方針はADLを考慮しリハビリテーショ
ン医と療法士が相談し決定した.痙縮の程度やBTX,手洗いと手指拘縮予防クッション装着動作の獲得を含めて
報告する.

【症例】
1996年右脳出血,2008年右脳梗塞による左片麻痺の60歳代女性.関節可動域（左）は母指MP関節伸展-40°/IP
関節伸展0°,示指MP関節伸展-65°/PIP関節伸展-90°/DIP関節伸展30°,中指MP関節伸展-80°/PIP関節伸展
-60°/DIP関節伸展20°,環指MP関節伸展-70°/PIP関節伸展-90°/DIP関節伸展30°,小指MP関節伸展-60°/PIP
関節伸展-80°/DIP関節伸展85°,足関節背屈0°/内反30°/外反0°.MASは左肘関節伸展3,左手関節背屈3,左手指
伸展3,足関節背屈2.SHB使用で杖歩行自立.FIM119点.

【結果】
BTXは疼痛軽減と手指衛生を目的に上腕二頭筋,浅指屈筋,腕橈骨筋,長母指屈筋,橈側手根屈筋,合計400U施
注.リハビリテーションは関節可動域訓練,筋力増強訓練,有酸素運動,ADL訓練を実施.2ヶ月後,関節可動域（左）
は母指MP関節伸展-30°/IP関節伸展0°,示指MP関節伸展-50°/PIP関節伸展-80°/DIP関節伸展30°,中指MP
関節伸展-60°/PIP関節伸展-50°/DIP関節伸展20°,環指MP関節伸展-60°/PIP関節伸展-70°/DIP関節伸展30°,
小指MP関節伸展-40°/PIP関節伸展-70°/DIP関節伸展70°.MASは左肘関節伸展2,左手関節背屈2,左手指伸展
2.手洗いや手指拘縮予防クッション装着動作を獲得した.

【考察】
動作レベルや生活背景を考慮し,治療目的を明確にすることで動作獲得に至った.上肢へ優先的にBTXをした
結果,手指の疼痛軽減や清潔保持,褥瘡予防に繋がった.今後は,下肢へのBTXも検討している.

【倫理的配慮,説明と同意】
学会報告,個人情報について公表しない事を説明し文書で同意を得た.
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3-1-3　維持期・生活期リハ

手浴と関節可動域訓練の併用が手指関節拘縮に与える効果

友愛記念病院　リハビリテーション科

○宍
ししど

戸　悠
ゆうた

太（作業療法士），三﨑　貴子，遠藤　景子，山上　未有

【はじめに】
　手指拘縮を有する高齢者を対象に、手浴と関節可動域訓練（以下ROMex）を施行し、関節可動範囲を測定
した。手浴を施行せずROMexのみを施行した場合と比較した結果をここに報告する。

【対象】
　疾患に関わらず関節拘縮を有する高齢者18名（男性7名、女性11名、年齢83±7.6歳）の拘縮手指（22手）か
らⅠ～Ⅴ指のMP関節、IP（PIP）関節の屈曲・伸展運動を対象とした。本研究での拘縮は正常可動範囲の2/3
以下と定義し、2/3以上は対象から除外した。

【方法】
　対象者を手浴群、非手浴群それぞれ11手に分けた。手浴群は15分間の手浴後にROMexを行った。手浴には
ビニール袋を使用し、38～40℃の湯に対象手を手関節まで入れる方法で統一した。非手浴群は手指のROMex
のみ行った。期間は連日5日とし、初日と最終日の介入前後に関節可動域を測定した。

【分析方法】
　各々の関節の可動範囲を「初日と最終日の各群の介入前後の差」「初日と最終日の2群間における介入前後の
差」「2群間における初日の介入前と最終日の介入前の差」で比較した。統計処理にはパラメトリック検定、ノ
ンパラメトリック検定を用い、危険率5％未満を有意とした。

【結果】
　測定から対象の関節数は203となった。
　介入前後の比較では、手浴群は初日・最終日の全関節で、非手浴群は初日6関節、最終日3関節で可動範囲の
改善が有意に認められた。2群間の介入前後では初日4関節、最終日3関節で手浴群に可動範囲の改善が有意に
認められた。初日と最終日の介入前は1関節で手浴群に可動範囲の改善が有意に認められた。

【考察】
　手浴とROMexを併用することで即時的な効果は認められたが、持続的な効果はほとんど認められなかった。
持続的な効果の有無を明確にするために手浴期間の延長など検討が必要である。
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3-1-4　維持期・生活期リハ

嚥下障害を来した通所リハビリテーション利用者に関する口腔関連QOLや食欲，栄養状態に関
する調査

平成病院　リハビリテーション科

○秋
あきた

田　透
とおる

（理学療法士），山岡　麻衣，大谷　篤史，西村　史哉

【はじめに】
　近年，医療・介護政策上の観点からも誤嚥性肺炎予防や低栄養対策は大変注目されており，口腔機能向上や
栄養改善に関連した取り組みが期待されている．しかし，嚥下障害を来した要支援・要介護高齢者に関する口
腔関連QOLや食欲，栄養状態に関する調査・報告は少ない．

【目的】
　在宅療養高齢者の重症化予防の観点で通所リハビリテーション利用者に焦点をあて,嚥下機能低下が要支援・
要介護高齢者の口腔関連QOLや食欲，栄養状態にどのような影響があるのかを明らかにする.

【方法】
　2021年2月に当通所リハビリテーションを利用されている70名のうち，認知機能の低下等により質問紙に
よる評価に支障を来す者を除外し，61名（男性20名，女性41名，年齢82.4±10.7歳）を対象とした．聖隷式
嚥下質問票により，嚥下機能低下群と健常群に分けた．調査内容はGeneralOralHealthAssessmentIndex

（GOHAI），日本語版SimplifiedNutritionalAppetiteQuestionnaire（SNAQ），MiniNutritionalAssessment-
ShortForm（MNA-SF），BodyMassIndex（BMI），四肢骨格筋指数（SMI）を用いた．質問紙による面談
は当事業所の言語聴覚士が行った．検定はMann-WhitneyU検定を用いた．統計解析はEZRを使用した．

【結果】
　61名中，嚥下機能低下群21名（34.4%），健常群40名（65.6%）の2群間において，GOHAI及びSNAQに関し
て有意差を認めた（P<0.05）

【考察】
　要支援・要介護者に対する重症化予防の観点において，自覚的な嚥下機能低下に対して摂食・嚥下訓練や口
腔機能向上等の取り組みを積極的に行う事により，QOLや食欲の向上に寄与できる可能性がある．
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3-1-5　維持期・生活期リハ

医療療養病棟の活動機会向上に向けた立位・歩行可能な患者に対する取り組み

永生病院　リハビリテーション部

○黒
くろぬし

主　遥
ようた

太（理学療法士），谷口　拓也，野口　僚子，八木　朋代

【はじめに】
全国の医療療養病棟の１週間当たりの平均リハビリテーション（以下リハ）提供回数は2～4回が40%、4～6回
が37%で約8割を占めており当院は平均4回程度である。また、入院している患者の中には立位・歩行が可能で
あっても、離床に対する意欲が低い傾向にある患者が一定数いる。今回の取り組みは、当院医療療養病棟に入
院中の立位・歩行が可能な患者に対して、介入方法を変えることによって患者の意欲に変化をもたらすのか否
かを明らかにすることを目的とした。

【方法】
対象は当院医療療養病棟に入棟している患者のうちPT介入時に立位・歩行練習が可能な6名とした。実施期
間は、2021年3月1日から5月1日までの2ヶ月間とし、取り組みの内容は、①PTの個別リハは、短く多く介入
するようにし、週1～2回の頻度から必ず週3回介入にした。②体操教室を導入し、週1回40分、頸部屈伸運動、
股関節屈伸運動のような頸部・四肢を中心とした運動を行った。実施前後で離床回数と意欲の評価法である
Vitalityindex（以下VI）を評価した。なお対象者には十分に説明を行ったうえで同意を得た。

【結果】
①②の取り組み内容とも脱落者はいなかった。VIの全体の平均は7点であった。取り組み前後で2名のみVIの
リハビリ・活動の項目が1点から2点に変化を認めた。

【考察】
今回の取り組みでは少ないながら2名でVIの向上が認められた。VIが向上した理由としては、介入時間が短
くても頻度が増えたことや体操教室を行ったことで患者と直接関わる機会が増えたことによるものと考える。
今回の取り組みの限界として、実施期間が短いこと、現行運営上で可能な範囲での取り組み内容であったこと
が挙げられる。今後は、身体機能が低い患者を対象に活動機会の提供を行い、医療療養病棟の入院患者全体の
離床頻度向上に繋げていくことが課題である。
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3-2-1　維持期・生活期リハ

透析患者における透析前後及び非透析日の膝関節伸展筋力の変動について

堺平成病院　リハビリテーション部

○白
しらい

井　健
けんた

太（理学療法士），大森　裕樹，奥垣　凌太

【目的】
血液透析患者は、週3回、4～5時間の治療安静時間と透析後の疲労感により活動量が少なくなる。藤川智弘ら
は透析後に下肢筋力が低下すると述べているが、時間経過によってどのように変動するのかという報告はない。
今回の研究を行うことで、透析後の膝関節伸展筋力の回復過程を知ることが出来、透析日の生活指導の一助と
なると考える。

【方法】
対象は、2021年1月4日から同月13日に当院障害者病棟に在院している血液透析患者のうち、膝関節伸展筋力が
計測可能な患者20名（男性6名、女性14名、75.4±22歳）とした。膝関節伸展筋力は筋力計（アニマ株式会社製・
ミュータスF-1A）を使用し、計測のタイミングは透析前、透析終了時、透析終了時から1時間・2時間後、非
透析日の9時・14時・16時に計7回計測した。計測は各時間で2回ずつ行い、数値が高いものを記録した。対象
者の時間別の膝関節伸展筋力の比較には対応のあるt検定を用いた。尚、本研究は当院倫理委員会の承認を経
て実施し、対象者には口頭にて本研究の目的と測定内容に関する説明を行い、同意を得て実施した。

【結果】
膝関節伸展筋力の平均値は透析前9.4kgf、透析終了時8.8kgf、透析終了時から1時間後8.9kgf、2時間後9.6kgf、
非透析日の9時10.5kgf、14時10.2kgf、16時10.2kgfであった。透析前と透析終了時の比較ではp=0.04であり、
透析前と非透析日9時の比較ではp=0.03と有意差を認めた。

【考察】
透析日と非透析日に膝関節伸展筋力を計測した結果、先行研究と同様に透析終了時に膝関節伸展筋力が低下し
ていた。また、膝関節伸展筋力の低下は透析終了時から1時間後も持続し有意差は無かったが、透析終了時か
ら2時間後には透析前と同水準に改善した。このことから透析後少なくとも1時間は膝関節伸展筋力が低下する
ことを前提に生活指導を行なう必要がある。非透析日の筋力が高かった結果に関しては、運動学習の影響が除
外できず今後の課題となった。
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3-2-2　維持期・生活期リハ

ST科における病棟機能別の評価・訓練について

定山渓病院　リハビリテーション部　言語療法科

○池
いけだ

田　佳
か な

奈（言語聴覚士），谷　領，佐藤　美歩，木村　綾香，佐賀　友美

【はじめに】
当院は地域包括ケアと慢性期を担う病院である。各病棟における言語療法（以下、ST）の関わりを明らかにし、
今後の展望について考察を加え報告する。

【対象・方法】
対象はR2年4月～R3年3月に当院ST処方患者とした。ST処方の年間件数および各病棟配置スタッフ（以下、
ST）は、特殊疾患病棟（以下、特疾）136件でST1名、医療療養病棟（以下、療養）188件でST4名、障害者病棟（以
下、障害）102件でST5名、地域包括病ケア病棟（以下、地ケア）246件で2名である。
調査項目は①基本情報（a.疾患割合、b.医療区分、c.ADL区分、d.在院日数）、②ST評価件数（a.食事評価、b.VF、
c.VE、d.失語検査）、③ST訓練内訳【a.コミュニケーション訓練（以下、コミュ）、b.コミュ＋嚥下訓練（そ
のうちc.間接的嚥下訓練、d.直接的嚥下訓練）】の病棟機能別調査とした。

【結果】
特疾：重症度が高く、在院日数が最も長い。コミュ訓練の割合が高い
療養：重症度が高く、在院日数が長い。直接的嚥下訓練の割合が高い
障害：神経難病患者の割合が最も高く、VF・VE件数が地ケアの次に多い
地ケア：在院日数が最も短い。食事評価・VF・VE件数が最も多い

【考察】
特疾や療養では、医療度が高く長期療養の患者や失語症を呈した患者、お楽しみレベルの経口摂取実施患者等
が多いため、残存機能を活かす慢性期リハが必要であると考えた。
障害では、神経難病患者が多く、病態変動に伴い食形態や食事環境の変更・調整、残存機能に適した訓練の見
直し等を行う必要があるため、嚥下機能評価・訓練が必要だと考えた。地ケアでは、退院支援の一つとして病
態に関する情報提供や早期転帰先の決定、食事環境の調整等が必要であるため、客観的嚥下評価が必要だと考
えた。調査結果より病棟によるSTの関わりの視点が異なるため、経験の共有を図り質の向上に努めたい。
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3-2-3　維持期・生活期リハ

COPD患者への運動療法と呼吸リハを併用した効果

嵯峨野病院　診療部　リハビリテーション

○竹
たけうち

内　優
ゆうすけ

亮（理学療法士）

【はじめに】
本症例は“歩きたい”と強く希望を持っている。しかし、歩行時に呼吸困難感・息切れ・不整脈増加が出現し、
安全に歩行練習を行うことが困難になった。そのため、歩行距離延長を目標に運動療法と呼吸リハを併用し、
介入した一例を報告する。

【症例】
80代男性。既往歴：脳梗塞、右片麻痺、COPD、DM、HT、BPH、MCI。現病歴：平成30年8月両側性延髄梗
塞発症、急性期・回復期リハビリテーションを経て、平成31年2月当院へ転院。

【方法】
期間：令和3年3月6日～令和3年4月3日　方法：①運動療法に加え、呼吸介助法によるリラクセーションと肋間
筋ストレッチによる胸郭可動域運動を行う。②呼吸数、不整脈、胸郭拡張差、修正Borgスケール、歩行距離
を測定し評価する。

【経過及び結果】
令和2年6月頃から歩行練習後に軽度の呼吸苦の訴えが出現。呼吸苦に対し1日1回スピリーバの吸入が始まり、
運動量を調節し歩行練習を継続。令和2年12月頃から労作後の呼吸困難感・息切れ・不整脈増加が頻繁に出現
し、運動を一時中止、回復を待つ必要が増えた。そのため、運動療法に加え、リラクセーションと胸郭可動域
運動を開始。その結果、労作後の呼吸数減少・SpO₂上昇はみられたが、胸郭拡張差、修正Borgスケール、歩
行距離に変化はみられなかった。

【考察】
胸郭の柔軟性・可動性が改善し、呼吸運動に伴う呼吸仕事量が減少したため、労作後に呼吸数減少・SpO₂上
昇したと考えられる。しかし、胸郭拡張差に変化はみられなかったことから、呼吸筋力低下による換気量減少
が示唆された。そのため呼吸筋トレーニングも併用して実施することで、労作後の呼吸困難感減少・歩行距離
増大が図れると考える。
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3-2-4　維持期・生活期リハ

デイサービス利用者における最大一歩の見積もり誤差と転倒の関連性

多摩川病院　リハビリテーション科

○大
おおみや

宮　隼
じゅんいち

一（理学療法士），岩本　妃代里

【はじめに】
当デイサービスでは毎月10人程度利用者が日常生活で転倒をしている。バランス検査のカットオフ値を上回っ
ている利用者が転倒する事がある。デイケアでは最大一歩の見積もり誤差と転倒について関連性や、高齢者の
最大一歩幅と転倒は関連性があると報告されている。今回はデイサービス利用者では最大一歩の見積もり誤差
と最大一歩幅の転倒の関係性を調査した。

【期間・対象者】
2019年12月16から20日の期間にデイサービスを1年以上利用しており57人（男性32人、女性25人）、年齢は80.1
±9.3歳とした。転倒の有無は同期間にアンケートを行い、その結果を参考に転倒群23人と非転倒群34に分類
をした。立位保持や研究や測定方法に対して理解が困難な利用者は除外した。

【方法】
最大一歩幅の予測値の測定はメジャーを付けた板を地面に置き、板の端に両足を揃えて立ち、メジャーを確認
した上で最大努力によって踏み出した際に、越えられると思う距離を予測してもらった。最大一歩幅の実測値
の測定は視線を正面に向け両足先を板の端に揃えた状態から最も任意の足を立脚側の足部先端から、遊脚測の
踵までの距離を測定した。得られた予測値と実測値の差を最大一歩幅の見積もり誤差とした。最大一歩幅の見
積もり誤差、最大一歩幅は共にU検定を行った。有意水準はp=0.05とし、統計解析にはR2-8-1を使用した。

【結果】
最大一歩の見積もり誤差は転倒群と非転倒群で有意差がなかった（p=0.071）。
最大一歩幅の平均は転倒群と非転倒群で有意差があった（p=0.036）。

【考察】
最大一歩の見積もり誤差に有意差はなかったが、転倒群の方が予測より最大一歩が小さくなる傾向であった。
最大一歩幅は転倒群では歩幅が平均5.6cm小さかった。歩幅の減少が転倒に繋がっている可能性が示唆された。
最大一歩幅の減少と転倒は関連が示唆された事から今後は最大一歩幅の評価を行っていきたい。
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3-2-5　維持期・生活期リハ

疾患別にみた気温と転倒の関係性について

医療法人社団和風会　橋本病院

○木
き た

田　亮
りょうすけ

輔（理学療法士），福田　真也，中島　由美

【はじめに，目的】
高齢者における転倒発生の原因に関しては、身体機能を含めた内的要因と住環境等の外的要因に大別され、外
的要因に関しては気温や気候などの気象条件も考慮する必要がある。しかしながら、これらは高齢者全般を対
象としているものが多く、疾患別にみた場合、気象条件が転倒発生に関連するかは明らかとなっていない。本
研究では気象条件が転倒に及ぼす影響を疾患別に調査することを目的とした。

【方法】
令和2年1月～同年12月における当院通所リハビリテーションの利用者を対象とした。取り込み基準としては1
月から12月まで通年利用があり、脳血管疾患、運動器疾患、脊髄疾患のいずれかを有することとし、病名によ
り脳血管疾患群、運動器疾患群、脊髄疾患群に分類した。1年間の気温に関する情報収集は、気象庁による財
田気象台データをもとに毎月の平均気温を収集した。月別における気温と転倒回数に対してSpearmanの順位
相関係数を使用した。統計解析ソフトはR.4.0.2を用いて実施し、統計学的有意水準は5%とした。

【結果】
取り込み基準を満たした者は85名で、男性38名女性47名で、平均年齢81.7±10.4歳であった。対象内訳は脳血
管疾患群37名、運動器疾患群34名、脊髄疾患群14名であった。月別における気温と転倒回数に関して、脊髄疾
患群ではr＝0.67、p＝0.02であり、その他は有意な差が見られなかった。

【考察】
寒冷化では、異常感覚や神経障害性疼痛が増悪すると報告されており、特に脊髄損傷後では顕著であるとされ
ている。また、身体活動量は冬季に減少する傾向にあり、さらに脊髄疾患を有するものは動作能力の低下を引
き起こすため、活動量が顕著に減少し、転倒への影響が少なくなると考えられる。
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3-3-1　維持期・生活期リハ

療養病棟患者の入院時Body Mass Indexと自宅退院との関連性

豊中平成病院　リハビリテーション課

○山
やまなか

中　敏
としゆき

行（理学療法士），上野　真隆，田村　梨佳，吉田　雄，金　彩香，小北　里佐，新井　秀宜

【目的】
療養病棟患者の入院時のBodymassindex（以下、BMI）と自宅退院との関連性を調査する。

【方法】
2019年4月1日から2020年3月31日までに当院療養病棟に入院した患者を低体重群（BMI18.5kg/m2未満）と標
準体重群（BMI18.5kg/m2以上）の2群に分け、転院、死亡退院した患者を除外した。この2郡の自宅退院率
を比較した。自宅退院に関連する因子をロジステック回帰モデルで分析した。リハビリテーション（以下、
リハ）処方のある患者にリハを行った。リハは1単位20分の個別リハを1日6単位まで、算定日数内で行った。
算定日数を超えた患者の場合、1単位20分の個別リハを月に13単位以内で行った。日常生活動作をfunctional
independentmeasure（以下、FIM）で評価した。

【結果】
対象患者は74人で、平均年齢83歳、男23人（31%）であった。低体重群は38人（55%）であった。低体重群の入
院時FIMと退院時FIMの中央値（四分位範囲）はそれぞれ27（18–33）、27（19–44）（P=0.8）であった。標準
体重群の入院時FIMと退院時FIMの中央値（四分位範囲）はそれぞれ19（18–33）、19（18–33）（P=0.4）であっ
た。2群間の、入院時FIMと退院時FIMの差の検定ではP=0.6であった。リハの1日の単位数の中央値（四分
位範囲）は、低体重群2（1–3）単位、標準体重群2（1–2）単位（P=0.04）であった。自宅退院率は、低体重群
38%、標準体重群36%（P=0.8）であった。自宅退院に関するBMI、年齢、同居人あり、入院時FIM、リハの
1日の単位数のそれぞれの調整ありのオッズ比（95%信頼区間）は、0.6（0.1–2.6;P=0.4）、0.9（0.9–1.0;P=0.07）、
2.2（0.5–95;P=0.3）、1.06（1.02–1.1;P=0.002）、1.3（0.6–3.0;P=0.5）であった。

【結論】
入院時BMIは自宅退院と関連がなかったが、入院時FIMは自宅退院と関連があった。今回の研究により、療
養病棟患者の自宅退院と関連する因子が示された。
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3-3-2　維持期・生活期リハ

当院地域包括ケア病棟におけるメンテナンス・リハビリについて

1志田病院　リハビリ部，2志田病院

○中
なかむら

村　真
ま ゆ み

由美（理学療法士）1，大塚　弘隆1，野口　さゆり1，井上　慎一1，武富　仁志1，大川内　由美1，
大石　浩隆2，志田　知之2

【はじめに】
　当院地域包括ケア病棟（以下ケア病棟）は48床を有し、2019年4月からメンテナンス・リハビリを提供している。
また多職種によるリハ栄養も積極的に実践している。今回、メンテナンス・リハビリを開始して1年が経過し、
その効果と今後の課題について報告する。

【方法】
　2019年4月から2020年5月の間に、在宅生活を送る中でADLが低下した患者に対し、基礎疾患にかかわらず
リハビリ目的でケア病棟に入院（メンテナンス・リハビリ入院）した患者7名（男性6名；72.2±0.4歳、女性1名；
75歳）を対象とした。メンテナンス・リハビリとして、1日最大9単位のリハビリを提供し、昼と夕方の1日2回、
集団起立訓練を行った。メンテナンス・リハビリの効果評価項目として、入院時及び退院時に骨格筋指数（skeltal
muscleindex；SMI）、BMI、位相角（以上3項目は生体インピーダンス法にて測定）、5m歩行テスト、TUG、
FRT、FIMを測定した。

【結果】
　平均在院日数は50.6日で、平均リハビリ提供単位数は4.0単位であった。SMIは入院時［男性:6.2±1.4、女性:4.9］
から、退院時［男性:6.4±1.2、女性:5.3］と増加が見られた。BMIは23.9から23.7に低下し、位相角は3.8から3.9
へと改善した。5ｍ歩行テストは11.8秒から10.3秒、TUGは26.6秒から25.3秒、FRTは17.9cmから21.7cm、FIM
は96.7点から104点へといずれも改善していた。

【考察】
　今回の結果より、メンテナンス・リハビリの提供は、ADL能力の改善やフレイル、サルコペニアの悪化が
防止可能であり、「ときどき入院、ほぼ在宅」の実現を期待できる。しかし、メンテナンス・リハビリ目的の
入院患者数は少なく、統計学的には十分な調査と言い難いため、今後は地域行政や地域コミュニティとの連携
強化、連携医療機関やケアマネジャー等への宣伝活動が必要となってくる。また、リハ栄養の提供における多
職種連携を更に強化し、メンテナンス・リハビリの質向上を行っていきたい。
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3-3-3　維持期・生活期リハ

自由診療訪問リハビリテーションによるADL全般に介助が必要な患者に対するADL維持回復と
外出支援の試み

1千里リハビリテーションクリニック東京，2千里リハビリテーション病院

○大
おおつき

槻　昌
まさひろ

広（作業療法士）1，長原　亜希1，名古　将太郎2，吉尾　雅春2，橋本　康子1

【はじめに】
回復期リハビリテーション病院（以下回リハ）退院後のADL低下の報告があり,訪問リハビリテーション（以
下訪問リハ）において退院後の心身機能やADLの維持回復は課題の1つである.
更に外出支援も一定のニーズがあり,これら多岐に渡るプログラムの実施には時間的制約が生じることも少な
くない.
今回,自由診療での集中的な訪問リハにより回リハ退院時のADLを維持しつつ外出機会の増加が図られた症例
について経過を報告する.

【症例紹介】
70歳代男性.地域の趣味活動に参加しながら独居生活を営んでいた.
右視床出血による開頭血腫除去術後,回リハを経て359病日目に介護付有料老人ホームへ入居.翌日より当院の
訪問リハを開始した.
回リハ退院時,重度左片麻痺（Brs上肢Ⅱ手指Ⅱ下肢Ⅱ）,姿勢定位障害,注意障害,左半側空間無視等を認めた.課
題への注意や意欲が持続せず,全身持久力も低い状態であった.
FIM53点（運動項目34点,認知項目19点）,要介護4,ADL全てに介助を要し歩行は困難.
入院中は院外へ出た事がなくLSA（Life-spaceassessment）は6点であった.

【介入方法】
医師の指示のもと,週5日,1日2時間,PT・OT・STが介入.
今後次男家族と同居予定であり,家族介助での自宅退院と趣味活動参加を目標とした.
基本動作およびADL練習,作業活動（囲碁,デッサン）,外出等のプログラムを実施.
回リハに近い環境設定や介助方法,家族や施設との連携,課題負荷の調整や好ましい運動学習等に留意し介入し
た.

【結果】
介入1ヶ月時点でFIM53点,ADLは維持され,座位や立位の姿勢と耐久性が改善した.
LSAは全て車いすの外出で22点へ向上.短時間の散歩から開始し,4週目には車で家族と一緒に孫のランドセル
を買いに行く事ができた.

【考察】
自由診療で時間等の制約を受けずに集中的な介入を行えた事は今回の結果に繋がった要因と考えられる.加えて,
医師の指示のもとに方針を共有し多職種が介入している事,家族や施設の理解と協力が得られた事も重要な点
であった.
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3-3-4　維持期・生活期リハ

地域包括ケア病棟でのリハビリテーションにおける多職種連携の在り方

1京都南西病院　診療部　リハビリテーション，2京都南西病院　診療部　医局

○赤
あかお

尾　綾
あやか

華（作業療法士）1，山内　悠太郎1，井上　陽介1，清水　亨2

【はじめに】
当院では令和元年5月に回復期リハビリテーション病棟（以下、回リハ病棟）全38床を地域包括ケア病棟（以下、
地ケア病棟）に転換したが、ほぼ全患者に対し10名の療法士が積極的にリハビリを実施する体制を継続してい
る。回リハ病棟と比較し短期間・短時間の介入にも関わらず、同様の疾患に対するリハビリを多く経験してい
る。大腿骨頸部骨折の症例を一例に、地ケア病棟で在宅復帰を目指す上での、効果的・効率的なリハビリと多
職種連携の在り方を考察した。

【症例紹介】
69歳、女性。自転車を跨ぐ際に転倒し受傷した左大腿骨頸部骨折に対し、人工骨頭置換術施行。術後リハビリ
のため当院地ケア病棟へ転院。左下肢の可動域制限と筋力低下を認め、移動はT字杖歩行、階段は両手すりを
使用、左靴下を履く際に介助を要した。

【経過】
58日間の入院で独歩での屋外歩行や段差昇降が可能となり、靴下は自助具を使用し動作自立となった。一方で、
希望する自転車自走は困難と見込まれたため、入院早期から当院訪問リハビリ担当者と連携し、リハビリ内容
や自宅内環境を検討した。同時に、地域連携室とケアマネジャー、福祉用具業者等と相談を開始し、福祉用具
の選定及び住宅改修を実施した。退院直後から訪問リハビリを3ヶ月間実施することで自宅内外でのADL改善
に至り、当院からのフォローは終了となった。

【考察】
本症例では、地ケア病棟での積極的なリハビリに加え、入院早期から在宅介護サービスの調整を多種職と共同
し進めたことで、在宅復帰を可能にした。当病棟におけるリハビリは1日平均3単位弱だが、在宅復帰を目指す
患者には5単位以上を実施する等、これまで回リハ病棟で培ったリハビリ体制に加え、患者ごとに工夫した様々
な運用も進めている。地ケア病棟における入院患者の疾患は多様であることから、それぞれに合わせた効果的・
効率的なリハビリと早期からの多種職連携が求められている。
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3-3-5　維持期・生活期リハ

当院医療療養病棟での福祉用具導入によるリハビリ介入時の離床率変化

島の病院おおたに　リハビリテーション部

○江
えぐち

口　健
けんじ

次（作業療法士），光井　俊貴，島　貴洋，山口　里奈，西田　歩可，福元　千扇

【はじめに】
近年,身体･精神機能維持のための離床効果が注目され,本邦でも離床活動が国内全体に推奨されている.しかし
寝たきり患者を離床する際,2人介助で抱き抱えたりタオルごと持ち上げたりする移乗方法が行われることも多
い.それは時に患者にとって恐怖心や苦痛を伴い,スタッフの身体的負担も大きく,離床の阻害因子となってい
る.そこで当院で離床のための福祉用具を導入したところ,リハビリ介入時における離床機会増加に寄与したと
思われる結果が出たのでここに報告する.

【方法】
当院医療療養病棟に入院しているFIM移乗項目（ベッド･椅子･車椅子）4点以下の患者を対象に「福祉用具
導入前（以下1期）:2018年3月～8月」,「移動式リフト導入後（以下2期）:2018年12月～2019年5月」,「フレッ
クスボード導入後（以下3期）:2019年10月～2020年3月」の3期で集計をおこなった.1期:68名（年齢82.4±9.3歳,
男26名･女42名）,2期:51名（年齢79.7±11.8歳 ,男23名･女28名）,3期:55名（年齢81.2±9.1歳 ,男27名･女28名）
が対象となった.そして「寝たきり患者」を「1週間以上リハビリ介入時に離床できていない患者」と定義し,
各期における「寝たきり患者」の割合を算出した.合わせて,各期で患者ごとのFIMも集計を行った.

【結果】
「寝たきり患者」の割合は,１期:52.9％,２期:33.4％,３期:21.9％となった.各時期の対象患者のFIM平均値は移乗
項目（ベッド･椅子･車椅子）が１期（2点）,2期（2.1点）,3期（1.9点）.運動項目が1期（24.6点）,2期（23.8点）,3
期（22.7点）だった.

【考察】
各期のFIM移乗項目（ベッド･椅子･車椅子）と運動項目の平均値が大きく変わらない中で「寝たきり患者」
が減少したのは,福祉用具導入の要因が大きいと考えられる.しかし,福祉用具の機能面が離床介助量を軽減し
たのか,福祉用具を導入したことが職員の離床意欲に影響したのかまでは不明である.福祉用具の何が「寝たき
り患者」の減少に繋がったのかは,今後の更なる検証が必要である.
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3-4-1　維持期・生活期リハ

多系統萎縮症患者のQOL 維持を見据えて意思伝達機器の導入を検討した1症例

平成扇病院　リハビリテーション科

○鈴
すずき

木　啓
けいすけ

介（理学療法士），高木　洋平

キーワード：多系統萎縮症意思伝達機器主観的QOL
【背景】多系統萎縮症（以下MSA）は進行性の疾患であり、長期的に日常生活動作の低下をきたす。また、重
度の構音障害を呈するとともに、四肢も運動機能障害をきたすため、意思伝達が困難となり、代償手段が必要
となることが多い。今回、生活の質（以下QOL）の評価を行い、MSA患者に対し意思伝達機器の導入を検討
したので報告する。

【症例】症例は50歳代男性である。X年にMSAを発症、X+11年に誤嚥性肺炎を契機とし、寝たきりとなり
療養病棟へ転院となる。入院時は重度の構音障害を呈し、言語での意思疎通が困難であり、顕著に苛立ちがみ
られた。上肢の動作時振戦があり、書字による意思疎通も困難であった。主観的QOL評価は38/54点と低値で
あった。

【介入】意思疎通手段として意思伝達機器の導入を検討するため、上肢の可動域、適切なタイミングでの動作
等を評価した。左上肢での到達及びポインティング運動は良好であった。また手指のピンチ動作は振戦により
困難であったが、把握動作は適切なタイミングで可能であった。これにより、まずは一般的なタブレット機器
で操作練習をした。その後、文字盤・携帯用会話補助装置（ぺチャラ）を使用し、病棟スタッフや家族と意思
疎通を図った。

【結果】意思疎通が可能となり、本人から病棟スタッフ・家族へ意思を伝えやすくなり、ストレスが減ったと
の内省があった。また、退院時の主観的QOLは34/54点と軽度低下したが、下位項目の感情変化においての
み改善を示した。

【考察】意思疎通は改善したが、主観的QOLは低下した。低下した項目は、自身の存在価値・生活の姿勢であ
り、今後は精神面にも対応が必要であると考えられる。一方、感情変化の項目は改善がみられた。これは、意
思疎通機器により自ら意思決定ができ、また他者との交流が可能となった効果であると示唆される。
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3-4-2　維持期・生活期リハ

慢性期において多職種連携により中心静脈栄養から経口摂取に移行できた症例

1みなみ野病院　リハビリテーション科，2みなみ野病院　診療部

○増
ますい

井　仁
ひとみ

美（言語聴覚士）1，高畑　朱理1，早坂　千晴1，立田　秀明2，鬼塚　俊郎2

【目的】
　当院医療療養病棟では，多職種連携のもと，在宅復帰率の向上や慢性期リハの質の向上に取り組んでいる．
今回，当院入院中に中心静脈栄養（以下TPN）から経口摂取へと改善がみられた症例を担当したため報告する．

【症例紹介】
　症例は80歳台男性で，X年11月に急性心筋梗塞発症し，自宅療養中だったが，嚥下機能低下によりX+1年10
月に他院入院．誤嚥性肺炎の診断で入院中にTPNとなった．自宅退院困難のためX+2年2月に当院医療療養病
棟に転院．非経口摂取期間は4カ月間で，本人からは「自宅に戻りたい」「口から食べたい」と要望があった．

【説明と同意】
　当院倫理委員会の承認を得て，本人・家族に説明を行い同意を得た．

【経過】
　入院時，体重:52.4㎏，ＢＭＩ:18.79，下肢筋力:MMT2，FIM:43/128点，FBS:37/56点，RSST:2回，MWST:４．
TPN管理で移動は車椅子移動全介助．嚥下造影検査の結果，嚥下反射の遅延と咽頭残留あり．入院時に立案
した目標は経口摂取自立、移動介助量軽減とし，PTは筋力増強訓練，歩行訓練，自主トレ指導，STは嚥下訓練，
看護師や介護士は，離床や自主トレの促しを実施した．また，患者の状態や実施状況は2週間に1度のカンファ
レンスで共有した．入院から15日後，看護師見守りで全粥食の経口摂取開始し，22日後にTPN終了．48日後は，
体重:51.8㎏，ＢＭＩ:18.57，下肢筋力:MMT４，FIM:92/128点，FBS:52/56点，RSST:5回，MWST:5．食事は軟
飯軟菜一口大で自立，移動は病棟内歩行自立となった．

【考察】
　療養病棟においても早期より多職種で嚥下機能および身体機能の改善に取り組み，定期的に情報共有に努め
た．結果，嚥下機能と移動能力，ADL能力が改善した．今後，情報共有においてどのような要素が重要なの
か調査を行っていきたい．
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3-4-3　維持期・生活期リハ

当院通所リハビリテーションにおける高齢者の買い物と遂行要因
～Timed up＆go testと性格特性との関連性～

石巻健育会病院

○佐
さとう

藤　華
か ほ

穂（作業療法士），大内　啓史，佐藤　沙織，小関　雄太，宮城　峻介，阿部　みすず，
髙橋　聡美

【目的】当院通所リハビリテーション（以下リハ）利用者を対象に買い物とTimedup＆gotest（以下TUG）,
性格特性との関連性を調査.【方法】令和2年1月時点で当院通所リハを利用し,改訂版長谷川式簡易知能評価
スケールがカットオフ以上で,本研究に同意を得られた65歳以上の男女105名（男性39名,女性66名）平均年齢
79.4歳±7.2を対象とし,買い物についての必要性,遂行の有無（買い物に行っていない場合はその理由）,買い物
に行く手段について質問紙法,ビッグファイブの性格特性について日本語版TenItemPerseonalityInventory

（TIPI-J）を使用し調査.TUGを測定.①対象者の中から自力で買い物に行っている群（以下A群）（n=22）と
買い物に行く必要があるが行っていない群（以下B群）（n=16）の2群とTUGの数値をWelchのt検定を用い
て検証.②買い物に行く必要があり,かつTUG20秒以下で買い物に行っている群（以下C群）（n=48）と行って
いない群（以下D群）（n=10）の2群を性格特性の5項目各々とMann-WhitneyのU検定を用いて検証.【結果】
①Welchのt検定を用いて,A群（平均11.4±3.1）とB群（平均18±6.6）の2群とTUGを分析した結果,有意な
差が認められた.（p<0.01）②Mann-WhitneyのU検定を用いて,C群とD群の2群を性格特性の5項目各々と分
析した結果,有意な差は認められなかった.③D群では質問紙の自由記述にて買い物に行っていない理由として
不安感等が挙げられた.【考察】A群とB群の2群とTUGでは有意な差が認められ,当院通所リハ利用者の買い
物とTUGにおいても先行研究でのTUGと外出と同様の傾向が示された.C群とD群の2群と性格特性では有意
な差は認められなかったが質問紙の自由記述によると,不安感等から買い物に行く事ができていない方もいた.以
上から性格や気持ちに合わせて関わり方や介入内容を検討する事や身体機能･活動･参加面へのバランスの良
い介入,積極的な院外訓練等の具体的な介入を行っていく事が重要であると考える．
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3-4-4　維持期・生活期リハ

外来リハビリテーション従業員の能力向上を目指して
－意欲向上に繋がる評価ツールの検討－

1小林記念病院　外来診療部　外来リハビリ係，2小林記念病院　外来診療部

○久
く ぼ

保　和
かずき

紀（理学療法士）1，中島　康平1，岡　裕光1，小田　高司2

【背景】リハビリテーション（以下、リハ）への需要が、量よりも質を重視する時代へと変化している。回復
期リハでは2016年に「リハビリテーション実績指導指数」を導入し、リハの質を図るアウトカムとした。しか
し、外来維持期リハの質を図るアウトカムは導入されていない。外来維持期リハの質に関するアウトカム評価、
外来理学療法士、作業療法士（以下、外来リハ従業員）の従業員満足度に関しての報告は少ない。

【目的】1.SF－8HealthSurvey日本語版（以下、SF-8）の外来維持期リハにおける患者qualityoflife（以下、
QOL）の指標としての有用性を検討する。2.患者QOLと外来リハ従業員の従業員満足度との関連性を明らか
にする。

【対象・方法】対象は令和3年6月～8月の間に、外来維持期リハを行った患者から、無作為抽出で31名（男：女　
5：26）を選出した。平均年齢は72歳（48-90歳）。患者のQOL評価はSF-8を使用し、1ヶ月毎に計3回行った。
外来リハ従業員8名（男：女　5：3、各自概ね5名の患者を担当）の従業員満足度を従業員満足度調査（Employee
Satisfaction、ES）改変版（以下、改変版ES調査）を使用し、研究開始時と研究終了時にSF-8の結果を開示し
た後に評価した。

【結果】SF-8による患者QOLは、17名で向上・維持されたが、14名で低下した。改変版ES調査による従業員
満足度は、外来リハ従業員5名で維持・向上し、3名で低下した。満足度の低下した従業員の受け持ち患者には、
有意にQOL低下患者が多かった（カイ2乗検定　p<0.05）。

【考察・結語】SF-8は、外来維持期リハ患者のアウトカム評価指標として有用と考えられた。本研究結果から、
患者のQOL変化が外来リハ従業員の従業員満足度と関連することが示唆された。担当患者のQOLモニタリン
グが、外来リハ従業員の能力向上に関連し、外来維持期リハの質を向上させる一助となる可能性がある。
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3-5-1　摂食・嚥下リハ、排泄ケア・排泄リハ

富家病院における摂食嚥下リハビリテーションの進化と課題

富家病院　医局

○金
かなざわ

沢　英
ひであき

哲（医師），富家　隆樹

当院は261床（病棟：回復期29床，地域包括30床，医療療養113床，特殊疾患29床，障害者60床．医療区分2・3
割合：98.6%）を有し，気切：約120名，胃瘻：約130名，人工呼吸器：約50名，透析：約150名在院，摂食嚥下
障害患者は高率である．
回復期・地域包括では入院当日～数日以内にVE/VF等嚥下機能評価し，積極的な早期経口摂取に努める．慢
性期患者は遷延性意識障害や全身状態不安定な患者が多いが，少しでも改善・小康状態となれば随時嚥下機能
再評価を行い，食のADL/QOL改善を目指す．
慢性期摂食嚥下障害は，機能障害そのものは改善しにくく「キュアcureよりケアcare」の需要が高いとされる．

「キュア」とは医学的治療や，負荷をかけた機能訓練が想起されるが，「明確で明るい目標」が提示されない限
り患者には耐え難く，「負荷・侵襲・リスク」の見通しが不明確であれば，患者・家族は希望しないだろう．
演者らは「キュア」と「ケア」を大別せず，慢性期摂食嚥下障害患者「ケア」のため「キュア：機能訓練（負
荷），手術（侵襲）」要素も柔軟に採り入れ，実践している．
演者（耳鼻咽喉科専門医）は４年前から当院非常勤，本年より常勤従事し，重度持続的な誤嚥，反復性誤嚥性
肺炎患者には「局所麻酔下誤嚥防止手術（声門閉鎖術）」を行い，誤嚥防止（キュア）に終始せず，術後経口
摂取支援（ケア）を積極的に推進している．これに併行して「患者の人生観，食への想い（患者の真意）」と

「医療介護者からみたキュア・ケアの視点（医学的事項）」間に内在する多様性（臨床倫理的ジレンマ）を，重
ねて話し合うことが不可欠である．
慢性期摂食嚥下障害に対して「キュア」要素が加味されると，「ケア」の価値と需要は更に高まる．今後の課題は，
①全職員が食支援（ケア）について高水準のスキルを修得し，一層手厚い実践ができること，②いつでも多角
的に話し合える臨床倫理コンサルティングチームを醸成すること，である．
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3-5-2　摂食・嚥下リハ、排泄ケア・排泄リハ

～食べて笑顔を取り戻す～摂食嚥下チームでの取り組み

宇都宮病院　看護部

○米
よねだ

田　幸
さちこ

子（歯科衛生士）

（はじめに）
当院では食欲不振、脱水等の理由で入院に至る患者が入院患者の8.9%を占める。

（Ｒ2.1月～Ｒ3.3平均）そこでQOLの改善、可能な限り早期の退院に結び付けるため摂食嚥下チームで多方面か
らアプローチしている。今回は、食べない・飲み込めないという理由で点滴、経鼻、経管栄養となるが、家族
の最期まで口から食べてもらいたいという強い願いで転院を繰り返した方に「口から食べるバランスチャート」1）

（以下KTBC）を参考に多職種で関わる事で食べることと笑顔を取り戻した事例について報告する。

（入院までの経過）
A氏８９歳女性。下痢、食欲低下にてR医療センターへ入院。正常圧水頭症と診断されるが手術適応外と診断
された。経管栄養及びゼリー食となり、３か所の病院を転々として嚥下訓練を行うが、食事量は１～２割程度と
増えなかった。食べることを諦めきれないご家族の希望にて当院に転院。

（関わり）
当院入院後、すぐに家族の希望により経管栄養を抜去し、点滴とゼリー食となる。耳鼻科医による嚥下内視鏡
検査所見で咽頭期には問題なしとの診断だったが食欲は戻らなかった為、KTBCで述べられている歯ごたえが
あり咀嚼時に唾液と混ざる事で食塊形成がしやすいかっぱえびせん2）を活用し「かむ」「飲み込む」事を思い
出してもらった。
このことがきっかけとなり徐々に食欲が戻り、おにぎりや軟菜食を自分で食べられるようになり発語や笑顔も
増え、家族が待つ自宅への退院となった。

（まとめ）
食べない、飲めない、介助に時間がかかるという理由で漠然とゼリーやペースト食に変えるのではなく、食べ
たいと思える環境作りが重要である。今回は昔からなじみの深いお菓子を用いることにより五感が刺激できた
と考える。また家族と密に情報交換を行うことにより信頼関係を築き家族の希望に添い大変感謝される結果と
なった。



第29回日本慢性期医療学会

3-5-3　摂食・嚥下リハ、排泄ケア・排泄リハ

排泄のQOL向上に向けて～排泄チームの関りから～

医療法人常磐会　いわき湯本病院　看護部

○松
まつもと

本　ヒ
ひ さ こ

サ子（看護師），鈴木　智美，武田　裕吾

【はじめに】
平成28年度の診療報酬改定で「排尿自立指導料」が新設され、Ａ病院においても排泄のQOL向上を目的に活
動している委員会を中心に、排泄ケアチームとして病棟看護師と「包括的な排尿ケア」を行っている。排泄チー
ムを中心に病棟看護師との連携で、排尿自立に向け退院に至った経緯を委員会活動と共に事例を報告する

【患者紹介】
Ｓ氏　70歳　男性　独居　病名：偶発性低体温症の治療後　ADL：ほぼ全介助
【排尿チーム構成】
医師：1名　看護師：2名　理学療法士：1名

【排尿チームの役割】
毎月１回の委員会において事例の報告とケアの検討を行いラウンドする。各病棟の排泄委員は排尿チームの指
導を個別の看護計画に立案、または追加し看護過程の展開をする

【経過】
急性期病院に救急搬送時から膀胱留置カテーテル挿入困難で膀胱瘻増設となった。リハビリ目的にてＡ病院へ
転院し入院2日目に膀胱瘻カテーテルを抜去し膀胱留置カテーテル挿入した。排尿チーム・病棟看護師のカンファ
レンスで、3日後、膀胱留置カテーテル抜去後の尿意や排尿状況を排尿日誌に記録した。自排尿はあるが失禁
が多くみられた為、排尿パターンから３時間毎にトイレ誘導を行い自尿の促しを行った。その後、尿意がみら
れ失禁もなくなり自排尿の確立ができた為、自宅退院となった

【考察】
退院支援は、患者や家族の思い・願いを叶えるため統一した目標に向かい積極的アプローチすることが大切で
ある。様々な支援の中でも、特に、独居生活の中での排泄の自立はQOLの維持と向上にとっても果たせた役
割は大きいと考える。排尿チームの専門性と常に患者に向き合っている病棟の担当看護師の協働は、今後も継
続して行い、患者のニーズに沿えるよう役割を発揮することが大切であると考える
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3-5-4　摂食・嚥下リハ、排泄ケア・排泄リハ

長期臥床患者に合わせた排泄ケアの試み～排便日誌を用いて～

1定山渓病院　看護部　3階B病棟，2定山渓病院　看護部　看護管理室

○杉
すぎやま

山　優
ゆ か

佳（准看護師）1，髙橋　彩子1，小川　衣江1，湯澤　寿美代1，大高　麻紀子2，板東　利枝2

Ⅰ．はじめに
療養型病床などで療養する長期臥床患者の多くが抱える問題に、慢性的な便秘の排便コントロールがある。当
病棟でも排泄ケアは下剤や浣腸、摘便など画一的なケアが患者一律に行われることが多く、患者の個別的な排
泄状態に合わせた対応がとられていないのが実情である。今回、長期療養中の臥床患者に排便日誌を用いて、
個別的な排便パターンを把握し、排泄ケアを行った成果と今後の課題を明らかにする。

Ⅱ．研究方法
1．研究期間
2019年8月～2021年4月21日

2．調査期間
2019年8月～2020年3月

3．対象者
脳疾患や神経疾患で3年以上臥床生活を送り、経管栄養を使用し、自然排便がなく3日ごとに浣腸を実施してい
る患者4名（以下、患者A～D）

4．方法
観察期間を2019年8月～2020年1月として、その後排便ケアの変更を行い、2020年2月～3月を評価期間として排
便状況の評価を行った。

Ⅲ．倫理的配慮
本研究は、所属する病院の倫理委員会の承認を得て実施した。

Ⅳ．結果
患者Aは浣腸をすると多量のスケール3～4の排便があった。4日排便のない時に浣腸することに変更したが自然
排便はなく、浣腸を行うことに変化はなかった。患者Bは排便スケール5～6の軟便であったが、下剤を減量す
るとスケール4～5へと改善した。患者Cはスケール2の硬便であったが、水分摂取量を増やし下剤を開始すると、
スケール4の普通便になった。患者Dは発熱をきっかけに硬便へと変化したため浣腸の間隔を2日に変更した。

Ⅴ．考察
排便日誌を導入後、浣腸する頻度の減少や便の性状に変化が見られた。画一的な排泄ケアではなく、個々の排
便パターンをアセスメントしたうえで、その人に合った調整を実施するといった看護師の意識の変化につながっ
たと考える。今後は、排便日誌の使用を継続し、定期的なカンファレンスや研修会を実施し、看護師の排便ケ
アの知識やアセスメント能力を高める必要がある。
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3-5-5　摂食・嚥下リハ、排泄ケア・排泄リハ

回復期リハビリテーション病棟における膀胱留置カテーテル抜去の効果

1大誠会　内田病院　看護部，2大誠会　内田病院　リハビリテーション部，3東京都立大学大学院　人間健康科学研究科　理
学療法科学域，4（株）H＆Mサービス，5大誠会グループ　理事長

○後
ごとう

藤　五
さ と み

十美（看護師）1，中島　百合子1，篠﨑　有陛2，浅川　康吉3，井上　宏貴4，田中　志子5

【目的】
当院では排泄自立や介助量軽減を目的とした活動の中で、膀胱留置カテーテル（以下カテーテル）抜去につい
ても検討され、多職種連携の排尿ケアチームContinenceSupportTeam（以下CST）を2018年に立ち上げた。
カテーテルが留置されている全患者を対象としCSTを中心に自然排尿に向けた取り組みを行っており、当院
の先行研究では、カテーテル抜去による年間コストの削減が実証された。今回、回復期リハビリ病棟でのカテー
テル抜去による効果について検討した。なお、本研究は大誠会グループ倫理委員会の承認を得ており、開示す
べきCOIはない。

【方法】
令和2年4月1日から令和3年3月31日までに回復期リハビリ病棟を退院した患者227名を対象とした。カテーテル
抜去群19名・抜去不可群23名（再留置3名含む）・留置なし群185名の3群に分類し、年齢・性別・対象疾患・
FIM・退院先を比較した。統計解析として割合はχ2検定、数値はKruskal-Wallis検定を実施し、有意水準は5％
とした。有意差がある項目の2群間比較はMann-Whitney（U）検定を実施し、有意水準はBonferroni補正を行っ
た。

【結果】
年齢・性別・対象疾患に有意差はみられなかった。FIM運動項目利得は抜去群35.2点、抜去不可群8.1点、留置
なし群26.1点であり、抜去群と抜去不可群の間に有意差がみられた。また、自宅や在宅系施設に退院した割合
である在宅復帰率は、抜去群78.9%、抜去不可群21.7%、留置なし群62.7%であり、抜去群が有意に高かった。

【結語】
回復期リハビリ病棟でのカテーテルを抜去した患者は、排泄関連ADLの改善だけではなく、病棟内ADL全般
の改善が図れていることが示唆された。そして、ADLの改善により回復期リハビリ病棟の目標である在宅復
帰につながることも示唆された。これらの効果が確認され、今後さらにカテーテル抜去の対象者を増やすため
に、入院当初より抜去を見据えた介入を計画的に進め、ADLの拡大を図っていくことが必要と考えられる。



第29回日本慢性期医療学会

3-6-1　リハ全般

歪んだ身体イメージがADLとともに改善した重症うつ病の1症例

1大内病院　リハビリテーション部，2昭和大学保健医療学部

○川
かわの

野　裕
ゆうすけ

亮（理学療法士）1，大塚　裕之2

【はじめに】
身体イメージは動作やスキルの向上に重要な役割を果たすと考えられ、その障害により動作や日常生活活動に
問題が生じると考えられている。今回、身体イメージの変容があるうつ病患者のリハビリテーションを経験し
たため報告する。

【症例】
症例は60歳代の男性である。X－２年頃より職場内での対人トラブルが多くなる。X年に自宅で倒れていると
ころを発見され、救急搬送後に重度うつ病と診断される。その後X+64日に廃用症候群で当院へリハビリテーショ
ン目的で入院される。
入院初期、表在感覚や深部感覚に麻痺は認めないが、母指探し試験は陽性であった。自画像を自由記載させる（自
画像描画法）と上肢が３本描かれ、手指や下肢は描かれず、四肢・体幹の配置が歪んでいた。病棟生活において、
箸や櫛など道具を使用した食事ができず全般的に介助を有しておりFIMの運動項目は19点であった。
以上の所見から、複合感覚の障害に伴う身体イメージが障害されていると考え、基本動作やADL動作練習に
おいて、四肢の位置を指示、誘導し視覚で認知させながら介入した。

【結果】
X＋134日の神経学的所見では、母指探し試験は陰性であった。また、自画像描画法では入院時認めた余剰な
上肢は描かれず、手指や下肢が描かれ、四肢・体幹が適切に配置されていた。FIMの運動項目は43点に改善
された。

【考察】
リハビリテーションの経過に伴い、自画像描画法で不足に描かれた四肢がみられなくなった。このことは、リ
ハビリテーションの過程で自己の身体イメージが最適化したと考えられた。

【説明と同意】
説明と同意に対し、本人に書面にて同意を得た。
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3-6-2　リハ全般

コロナ禍における当院外来リハビリテーション満足度調査
–患者満足度向上に向けて–

1京都南西病院　診療部　リハビリテーション，2京都南西病院　診療部　医局

○大
おおえ

江　逸
はやと

人（理学療法士）1，山内　悠太郎1，清水　亨2

【目的】
当院外来リハビリテーション（以下、外来リハ）では、新型コロナウイルス感染症による緊急事態宣言の発出
や外出自粛から、来院を控える患者が増加した。外来リハは患者の主体的な参加が不可欠であり、患者満足度
を把握することは良質な医療を提供するために重要である。そこで今回、当院外来リハにおける患者満足度調
査を実施し、その向上に向けた課題を明らかにすることが出来たので報告する。

【方法】
当院外来リハを1ヵ月以上継続して利用している患者のうち、令和３年2月から3月にかけて患者満足度調査に
協力が得られた14名（男性6名、女性8名、平均年齢69.2歳）を対象とした。調査項目10項目、評価判定5段階
で構成された当院独自に作成したアンケートを配布し、無記名での回答とした。

【結果】
施設・環境面における当院全般の感染対策に対して、やや満足・満足と回答した割合は85.7％と高く、担当療
法士の治療・介入に対しては100％と非常に高い満足度が得られた。しかしながら、病院への通院に不安・抵
抗があると回答した割合は50％と低い結果となった。自由回答欄において、通院に抵抗はあるものの、能力低
下を懸念し、外来リハを継続している患者が一定数存在していることが明らかになった。

【考察】
当院外来リハに対するアンケート調査を実施し、コロナ禍でも一定の患者満足度が得られていることを確認し
た。一方で、患者の半数は不安・抵抗を感じていることから、一回の介入時間延長による来院回数の減少や時
間帯での人数制限、自主トレーニング指導強化、及び院内感染対策の強化等を進める必要がある。また、限ら
れた時間の中で良質な医療を提供すべく、療法士個人の治療技術の向上に加えて、職員の更なる意識向上を病
院全体で継続して取り組んで行くことも重要である。満足度調査を再度実施し、その改善結果を報告すること
を予定している。
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3-6-3　リハ全般

作業を通して希望を見出した終末期がんの事例

博愛記念病院

○瀬
せがわ

河　亮
りょうすけ

介（作業療法士），高田　幸治

【はじめに】
喉頭がんによる喉頭全摘出術を行い,発声困難となり対人交流への不安から引きこもり傾向となった事例を担
当した.大切にしていた作業の実践を経て,楽しみや希望を見出した事例を以下に報告する.

【事例提示】
70歳代男性.喉頭がん術後,転移性肺がん.平成X年頃より喉頭がんを認め喉頭全摘出術施行.両肺に転移を認め
緩和ケア目的にて当院へ入院した.主訴:息子に迷惑かけずに死にたい.Needs:人と話してみたい.がん告知済み.
KarnofskyPerformanceStatus:80%.FIM:98→102点.MMSE:30/30点

【作業療法評価】
生活史:元写真屋を経営しており,日常の風景や人生の大切な場面を記録してお客様の笑顔をみることが,仕事
のやりがいだった.妻が介護を必要な状態となり夫として最後まで傍に寄り添い見送った.ADOC:園芸（重要度
3/5,満足度1/5,実行度1/5）,俳句（3/5,4/5,3→4/5）,写真（2→4/5,1→5/5,1→4/5）.OSA-2:発声困難により自分
を表現できない,日課や役割がないと作業有能性の低下を認める.

【経過】
介入期間8週間書字のコミュニケーションに拒否があり.表情変化は乏しく自室内のみで過ごしていたが,作業
療法として「写真」と「俳句」を提示した結果,被写体を探す目的で自室外へ行動を広げた.その後,病棟を散
歩する姿や,集団リハビリに参加する様子が観察され,表情には笑顔が多く見られた.退院時に「また写真を撮
りに来ます.渾身の一句を読みますね.」と前向きな発言があり,退院後に屋外で写真を撮る姿を見かけたが,病
状の悪化もありX+7年にその生涯を終えた.

【考察】
Davisは「人の希望の本質はそれまでに何を大切に生きてきたかによって意味や重要性も異なる.」と述べ,仕
事の生きがいや家族の一員としての役割を知ることが,希望となる大切な作業へ従事する機会となり自己肯定
感の向上に繋がった.また希望を抱き続ける為に,作業の継続による成功体験の積み重ねは有効であると考える.
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3-6-4　リハ全般

非代償性肝硬変に対し肝不全症状に合わせた理学療法介入が奏功した症例

1医療法人社団永生会　南多摩病院　リハビリテーション科，2医療法人社団永生会　南多摩病院　診療部

○大
おおしま

嶋　悠
ゆうた

太（理学療法士）1，原　大志1，倉田　考徳1，金久　恵理子2

【はじめに】
近年，肝硬変への運動療法の効果に関する報告は散見されるが，非代償性肝硬変に対する理学療法の報告は少
ない．今回，肝硬変増悪により日常生活動作（以下ADL）が低下し自宅退院困難となった患者に対し，肝不
全症状に合わせた理学療法介入を行い，自宅退院に至った症例を経験したため以下に報告する．

【症例】
独居でADL自立していた57歳男性．肝硬変の急性増悪で入院となり第2病日に理学療法開始．介入時はChild-
Pugh分類GradeC，肝不全症状と意識レベル低下を認めADL全般に介助を要した。BodyMassIndex（以下
BMI）23，握力8.8kgf，FIM運動項目16点，コンディショニング・ティルトリクライニング型車椅子での離床
訓練を実施した．意識レベル改善に伴い普通型車椅子への移乗練習・トイレ動作練習を開始した．第29病日よ
り腹水，浮腫，倦怠感の改善を認め，Child-Pugh分類GradeB，BMI19.6，食事は全量摂取可能な状況であった．
握力14.9kgf，膝伸展筋力体重比22.2%，歩行器歩行で最大5m程度，FIM運動項目45点であり，低負荷レジス
タンストレーニング・歩行練習・バランス訓練を開始した．運動強度は低強度のBorgScale11から開始し，肝
不全症状の悪化がない事を確認しながらBorgScale13まで漸増した．また他覚的指標としてKarvonen法を用
いて目標心拍数を60%以下に設定した．第64病日に周辺ADL自立，独歩で棟内自立となり自宅退院となった．

【結果】
最終評価はBMI19.4，握力24.2kgf，膝伸展筋力体重比42%，6分間歩行370m，FIM運動項目89点で身体機能と
ADL能力の改善を認めた.

【考察】
代償性肝硬変患者を対象とした先行研究では，栄養療法と並行してBorgScale中強度に当たる運動療法により
肝予備能の低下なく身体機能の改善を認めたとされている．非代償性肝硬変患者であっても，肝不全症状に配
慮し病期に応じた運動負荷の設定を行うことで，症状の再燃を認めず身体機能改善，ADL改善に繋がること
が示唆された．
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3-6-5　リハ全般

医療療養病棟の入院患者における肺炎発症に関連する要因の検討

鶴巻温泉病院　リハビリテーション部

○山
やまぐち

口　拓
たくや

也（作業療法士），添田　遼

【目的】医療療養病棟の入院患者の肺炎発症に関連する要因を明らかにすること．
【方法】研究デザインは後方視的観察研究．対象は2020年4月1日から同年6月31日までの当院医療療養病棟の入
院患者．調査項目は性別，年齢，入院期間，診断名，血清アルブミン（Alb），ボディマス指数（BMI），機能
的自立度評価法（FIM），Japancomascale（JCS），摂食状況レベル（FILS），呼吸器関連補助（気管切開チュー
ブ・気管切開チューブからの持続的吸引・酸素投与・人工呼吸器）の有無とした．診療録から肺炎の診断の有
無を確認した．統計学的解析は肺炎群と非肺炎群で2群間を比較し，肺炎発症の有無を従属変数に，各調査項
目を独立変数に多重ロジスティック回帰分析を実施した．有意水準は５％とした．

【結果】対象は107名（男性47名），年齢（中央値）79歳，入院期間（中央値）698日，診断名は中枢神経疾患57名，
呼吸器疾患10名，中枢神経及び呼吸器疾患36名，その他4名であった．その他の属性はFIM（中央値）27.5点，
JCS：清明13名，Ⅰ桁33名，Ⅱ桁55名，Ⅲ桁6名，FILS：1 ‐ 3（経口摂食なし）82名，4 ‐ 6（経口摂取と代
替栄養）8名，7 ‐ 9（経口摂取のみ）14名，10（正常）3名であった．気管切開チューブ使用は55名，気管切
開チューブからの持続的吸引は33名，酸素投与は20名，人工呼吸器は4名がそれぞれ使用していた．2群間比
較では酸素投与有り（肺炎群9名，非肺炎群11名，p=0.03），Alb（肺炎群：中央値2.6，非肺炎群：中央値3.3，
p<0.001），BMI（肺炎群：中央値16.4，非肺炎群：中央値19.1，p=0.002）の調査項目に有意差を認めた．多重
ロジスティック回帰分析では，気管切開チューブ有り（OddsRatio（OR）=0.22，95%ConfidenceInterval（CI）：
0.08 ‐ 0.61，p=0.005）とFILS（OR=0.58，95%CI：0.40 ‐ 0.85,p=0.005）が抽出された．

【考察】医療療養病棟に入院患者は摂食状況や気管切開チューブの使用の有無によって，肺炎発症の可能性を
考慮する必要があると考える.
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3-7-1　リハ全般

リハビリ職と看護職及び介護職の継続的なリハビリ看護に向けた取り組み 
―情報共有シートを活用して―

鬼石病院一般病棟

○柴
しばざき

崎　佳
よしふみ

史（看護師），臼田　直人

［目的］A病院のリハビリ職と看護職及び介護職のリハビリを継続するために、情報共有シートが有効に活用
できたのかを明らかにし、継続的なリハビリ看護に向けた取り組みについて示唆を得る。［方法］A病院及び
介護老人保健施設に勤務するリハビリ職、看護職、介護職にＡ病院が作成した情報共有シートを配布し、活用
するための説明会を実施した。その後、研究者が作成した自己式アンケート調査を実施した。［結果］情報共
有シートの活用によりリハビリ職・看護職・介護職で夫々が行っているリハビリが把握できた。と思う、やや
思うと回答したものは一般病棟18名（81.5%）療養病棟10名（71.3%）老リハ1名（50%）老健施設6名（50%）
リハビリ科4名（100%）であった。やや思わない、思わないは一般病棟4名（18.1％）療養病棟4名（28.5％）
老健施設3名（25％）老リハ1名（50％）老健施設3名（25％）であった。リハビリ情報共有シートは今後も必
要である。と思う、やや思うは一般病棟15名（68.1％）療養病棟5名（35.6％）老健施設3名（25％）リハビリ
科4名（100％）老リハ1名（50％）。やや思わない、思わないは一般病棟7名（31.7％）療養病棟9名（64.2％）
老健施設9名（74.9％）老リハ1名（50％）であった。

［考察］老健施設ではパソコンで記録が管理されており紙媒体であるシートの作業の負担も考えられ、有効に
活用できていないことが認識できた。一般病棟では、リハビリに関心が持てた、患者のADLの拡大に繋がった、
リハビリ職との会話が増えた等の意見があり6割の看護職がシートの必要性を感じることができた。部署によ
りシート有効の活用に違いはあったが、シートに関する継続的なリハビリ看護の意識付けは行えた。［まとめ］
一般病棟・リハビリ科では退院に向けリハビリ目的で入院している患者が多く、ADL拡大の視点から患者層
の違いもあり、シートは有効であった。しかし各部署によりシートの有効性に違いがあった。
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3-7-2　リハ全般

回復期病棟退院後の在宅高齢者における退院直後と退院2ヶ月後の日常生活活動及び満足度の変
化と特徴

豊中平成病院　リハビリテーション課

○武
たけひさ

久　涼
りょうや

弥（理学療法士），谷口　祐樹，金　俊祐，甲村　勇希，井田　晋一，長友　広一，中西　順哉

【はじめに】
訪問リハビリテーション（以下、訪問リハ）を開始する利用者は、入院歴がある方が多い。また、退院直後か
ら生活範囲は拡大し、地域生活での営みを徐々に獲得していく印象である。そこで新規訪問リハ利用者を対象
に、変化した要因は何かを検討した。

【方法】
対象者は、回復期リハ病棟を退院し、2020年4月から6月までの新規訪問リハ利用者で、長谷川式簡易知能評価
スケール（以下、HDS-R）が21点以上かつ調査の協力に同意を得た7人とした。本研究では評価指標として、
E-SAS、カナダ作業遂行測定（以下、COPM）を使用した。退院直後と退院から2ヶ月経過した段階で評価を実
施した。2つの評価指標の結果をウィルコクソンの符号順位検定で統計処理した変化を考察した。

【結果】
E-SASの項目は生活の広がり（p=0.015）、転ばない自信（p=0.031）となり退院直後と比較して退院後2ヶ
月では有意に向上した。一方、自宅での入浴動作（p=0.06）、休まず歩ける距離（p=0.25）、人との繋がり（p
=0.38）となり有意差がなかった。COPMの項目は遂行度（p=0.22）、満足度（p=0.47）共に有意差はなかった。

【考察】
結果の背景として退院直後から退院2ヶ月後の期間において自宅内の動作は自力で遂行する必要がある為、自
宅で動作を遂行する事に関連した生活の広がりと転ばない自信が向上した可能性がある。一方、入浴動作はサー
ビスを利用する方が多く、屋外歩行の機会も少ない事から休まず歩ける距離及び人との繋がりに有意差はなかっ
た可能性がある。
なお対象者の期待は野外活動や余暇活動などより高度な内容である傾向があり、これらの項目が達成出来てい
ない為、COPMの遂行度、満足度共に有意差がなかった可能性がある。
以上の事から対象者の評価やリハ目標を設定する上で一般的に理学療法士協会が推奨しているE-SASに加え
てCOPMも評価すべきである。
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3-7-3　リハ全般

入院患者における主体的目標と主観的ＱＯＬの関係

いわき湯本病院　リハビリテーション部

○稲
いなだ

田　芽
め い

依（作業療法士），渡邊　菜月，丹野　美沙，武田　裕吾，荻津　明

【研究背景】
当院では患者の主体的目標を重視している。その中、運動機能に関らず主体的目標としてIADL・参加を挙げ
る患者は主観的QOLが高い印象を感じていた。

【研究目的】
前回当院で確認したVASを用いた主観的QOLの評価を用いて、主体的目標としてIADL・参加レベルを目標
とする患者とADLレベルを目標とする患者の関係を明らかにする。

【研究方法】
当院入院中の患者の内同意が得られFIM認知項目20点以上の患者27名（男性10名、女性17名、平均79.3±12.9歳）
を対象とした。主観的QOLは「現在の満足度」を、20㎝のVASを用い評価した。患者の主体的目標として「達
成したい事」を3つまで選択してもらい3つの中で1つでもIADLに関することを選択した群をIADLレベルとし、
その他をADLレベルとし2群間の主観的QOLをT検定により比較した。また、運動機能と主観的QOLの関係
を明らかにする為に、それぞれの群において主観的QOLとFIMの関係性をスピアマンの積率順位間係数を用
いて求めた。統計学的解析は有意水準を5％としソフトはR-2.8.1を用いた。倫理的配慮として、ヘルシンキ宣
言に基づき対象者に同意を得た。

【結果】
主観的QOLのVASは平均11.2±4.7cmであった。主体的目標はIADLレベル70.4％、ADLレベル29.6％であり、
IADLレベルはADLレベルに比べ主観的QOLが有意に高かった。また、主観的QOLとFIMの関係は両群伴
に相関は見られなかった。

【考察】
IADL・参加レベルの目標は自らの役割の目標であり、運動機能に関らず自らの役割を意識する事で主観的
QOLが高かったのではないかと考えられる。今後は継続的評価によりQOLの変化をとらえ、QOLの変化に影
響を与える因子を明確にしていきたいと考える。

【結論】
主体的目標に自らの役割を意識できるように介入することがQOLの向上に有効な可能性がみられる。
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3-7-4　リハ全般

生活歴に着目した作業療法により自己肯定感が得られた終末期の事例
～社会参加としての編み物～

永生病院　リハビリテーション部

○川
かわばた

端　真
ま い

維（作業療法士），上野　繕広，清水　竜太，岩谷　清一

【はじめに】今回、終末期の事例に対して、生活歴から編み物を取り入れOTを行った。この結果、編み物を
通して他者から称賛を受けたことで、自己肯定感を得られ、院内における社会参加にも繋げることができたた
め報告する。尚、発表にあたり同意を得ている。

【事例紹介】70歳代の女性。膵癌後廃用症候群で余命は数か月と診断、親族の希望にて未告知。洋裁学校卒業後、
洋裁の仕事に生涯就き、退職後も自宅で洋裁教室を開いていた。洋裁教室では他者から依頼のあった作品を教
えたり、作っていた。

【作業療法評価】全身黄疸著明、身体的な疼痛なし。座位は3時間以上可能で休息の管理可能。FIMは81/126
点で見守りレベル。日中はベッド上で円編みのコースターを作成しており、「ボケないためにやっている」と
発言があった。ただ、「もう細かな物は難しい」と編み物でも他の作品作りには消極的であった。

【介入・結果】OTとして、円編みのコースターで花の作成を仕事になるよう依頼した。事例は丸い花弁の色
使いや大きさを工夫しながら作成し、OTと完成させた。さらに完成した作品を病棟ロビーに展示する場を設
けた。事例は、展示された作品を見た他者から称賛を受け、「またこの花を作ってみたい。」と前向きな発言が
あった。その後、ロビーでも編み物をするようになり、興味を持って話しかけてきた他者には教えながら編み
物をする場面も見られた。また、食事での離床や自発的な集団活動への参加もみられた。

【考察】本事例にとって、編み物は仕事であり、社会との繋がりのある作業活動であった。しかし、心身機能
の低下から入院、終末期を迎え、編み物は認知機能を維持するためと目的が変化し、社会との繋がりも途絶え
ていた。そのため、OTでは編み物の目的に着目して介入したことで、他者からの称賛を受け自己肯定感が得
られたと考える。さらに、自己肯定感を得たことで病棟内における社会参加の機会にも繋がったと考えた。
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3-8-1　リハ全般

Nordic Walkerを使用した運動療法の提供とPOCリハの活用にて効率よくADLの改善を認めた
圧迫骨折事例

1医療法人社団和楽仁　芳珠記念病院　リハビリテーション室，2医療法人社団和楽仁　芳珠記念病院　診療局

○村
むらた

田　拓
たくや

哉（理学療法士）1，合歓垣　洸一1，西田　好克1，上田　佳史2，仲井　培雄2

【はじめに】
今回、内部障害を併発した圧迫骨折事例を担当した。多視点のリスク管理とNordicWalker（以下、NW）を
使用した運動療法の提供で安全に易疲労性の改善を図った。また、当院で取り組むPointofCareリハビリテー
ション（以下、POCリハ）を活用し、効率的なADL改善を試みた。

【事例紹介】
事例は、90歳代の男性、自宅での転倒にて受傷。当院へ搬送中、熱発・呼吸苦の訴えが出現し、第1腰椎圧迫
骨折・急性肺炎・慢性心不全増悪と診断された。入院前は、自宅にてADL自立しており、妻と散歩に行くこ
とを日課にしていた。

【経過】
介入当初、コルセット完成までのベッド上安静に加え、感染対策のための個室隔離期間もあり、病前と比べ身
体機能が低下していた。腰部疼痛による離床機会の減少や内部障害の影響もあり動作内での易疲労性を認めた
ため、血液データや身体所見でのリスク管理の下、低強度から運動療法を開始した。また今回は、持久力改善
を目的にNWを治療に取り入れた。ADLでは、疾患別リハで向上した身体機能を最大限活かすためにPOCリ
ハでの直接介入を実施した。結果、地域包括ケア病棟期限内で自宅退院に至った。

【考察】
上肢を加えた全身持久力運動は、ADLでの呼吸困難感の軽減や低活動の心肺疾患患者への持久力改善に有効
であると述べられている。NWの使用は、上下肢運動を促進させ、さらにインターバル形式で歩行訓練を実施
したことで、より易疲労性改善の効果が得られたと考える。また、NWは体幹筋の賦活にも作用し、腰椎領域
の脊柱起立筋群の過剰収縮を緩め、疼痛軽減にも働いたと考える。ADLの介入においては、認知機能の低下
や恐怖感が障害となっていたが、POCリハで生活動作を促進でき、効率的な改善に至ったと考える。本事例は、
内部障害を併発しており、在院期間の延長が予測されたが、疾患別リハの介入に加え、POCリハでのADLの
介入にて効率的な退院支援にも繋がったと考える。
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3-8-2　リハ全般

歩行動作自立を目指した左上腕骨近位端骨折患者の理学療法 
－自宅退院に向けた地域包括ケア病棟での関わり－

堺平成病院　リハビリテーション部

○ 刀
かたなざか

坂 　太
ふとし

（理学療法士），平井　剛史

【目的】
　左上腕骨近位端骨折の保存期間中、廃用性に歩行能力が低下した患者に対し、病棟多職種と連携した機能訓
練が日常生活動作に及ぼす影響について検討することを目的とした。

【対象】
　長男宅に訪問中、転倒受傷された90歳代女性であり、骨折部はテゾー固定による保存的加療となった。入院
前は独居であり自宅退院に向けて歩行動作の自立を目標とした。病棟内の杖歩行やトイレ動作における下衣操
作時など、左下肢支持となる場面において骨盤の左後退により左後方への転倒リスクが生じるため介助を要し
ていた。左股関節伸展及び外転の徒手筋力検査はともに段階2であったことから、主たる問題点に大殿筋と中
殿筋の筋力低下を挙げた。

【方法】
　理学療法では左大殿筋、中殿筋の筋力強化練習に加え、主治医に安静度を確認しながら左肩関節の機能改善
を図り、それ以外の時間は左大殿筋、中殿筋の筋力向上を目的とした課題を患者に提供し、受け持ち看護師見
守りのもと自主訓練を実施した。また、多職種で後方への転倒を防止する介助方法や杖歩行及びトイレ動作の
介助量、左上肢の安静度について情報を共有し、段階的に日常生活動作の向上を図り、理学療法にて得られた
効果が病棟内生活につながるよう連携した。

【結果】
　左股関節伸展、外転の徒手筋力検査はともに段階3となり左股関節屈曲内転による骨盤の左後退に伴う転倒
リスクが軽減し、杖歩行とトイレ動作が自立となった。加えて左上肢機能の向上により、身辺動作の実用性が
向上し自宅退院に至った。

【考察】
　今回、左股関節周囲筋の筋力低下に起因した後方への転倒リスクに対する課題指向型の理学療法に加え、看
護師による自主訓練サポートや多職種での情報共有を実施したことにより、訓練場面以外でも問題点について
アプローチすることができた。これらが相互作用したことで円滑な退院支援に至ったと考える。
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3-8-3　リハ全般

ホームワークのフローチャート作成におけるFunctional Independence Measureとの関連性

徳島平成病院　リハビリテーション科

○三
み き

木　啓
けいすけ

輔（作業療法士），亀井　啓吾，井若　誠

Ⅰ.背景
地域包括ケア病棟での入院期間は限られており,ホームワーク（以下,HW）を提供し活動量を増やすことが重
要である.当院ではHW提供判断の一助としてフローチャートを作成しているが,提供基準が主観的であり数値
化された評価での判断は用いられていない.そこで,HW対象者の各月の実施率に影響を与えているFunctional
IndependenceMeasure（以下,FIM）の小項目や,基準値を明らかにした.
Ⅱ.対象と方法
対象は,入院患者のうち,2019年6月からの1年間の間に入院した失語症・高次脳機能障害の既往が無い,HW対象
者144名（平均79.5±11.9歳,男性45名,女性99名）.平均在院日数は53.8±33.7日,FIM入院時平均91.1点（運動項
目60.5点,認知項目30.6点）であった.HW対象者における入院時FIM小項目点数と個人の各月実施率の傾向を
調査し,FIM小項目のカットオフ値を算出する.統計学的評価には重回帰分析を用い,5%未満を有意水準とした.
Ⅲ.結果
HWの実施率をFIM運動項目と認知項目で比較し、認知項目の影響が強いことが明らかとなった.また,認知項
目の中でも問題解決に有意差を認めた（P<0.001）.ROC曲線を用いて問題解決の基準値を算出し,問題解決のカッ
トオフ値は3点となった.
Ⅳ.考察
今回の調査より,認知項目の問題解決がHWの実施率に最も影響を及ぼしている.これは,問題解決能力が高い
ほど人生満足感と自尊心が高く,心配,不安,抑うつの程度は低い傾向を示すと報告されており,目標動作に対
する意欲と関与することが考えられる.また,本研究ではカットオフ値である問題解決3点以上の患者に対して
HWを提供することで,高い実施率が得られると考える.また,2点以下の場合はHW内容や提供方法の工夫を再
考する必要があると考えられる.
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3-8-4　リハ全般

大動脈弁置換術術後回復期に心臓リハビリテーションが難渋した高齢サルコペニアの一例

1社会医療法人原土井病院　リハビリテーション部，2九州大学医学部第一内科血液・腫瘍・心血管内科，3社会医療法人原土
井病院内科

○樋
ひぐち

口　卓
たくしげ

篤（理学療法士）1，稗田　道成2，西門　美樹1，松本　恵幸1，池江　真弥1，二見　崇太郎2，
井澤　秀紀1，宮本　秀和1，野村　秀幸3

【症例】重症大動脈弁狭窄症、高血圧、左傍矢状洞髄膜腫術後の既往歴のある70歳代女性。重症大動脈弁狭窄
症に対するTAVI術中、ワイヤーによる左室穿孔のため血性心嚢液貯留を来したため、緊急穿孔部修復術及び
大動脈弁置換術を施行。術後7病日、心タンポナーデとなり再開胸止血術が行われ、集学的全身管理となった。
術後回復し、術後27病日に心臓リハビリテーション目的に当院転院となった。

【経過】初期評価時、身長144㎝、体重42㎏、大腿四頭筋伸展筋力は5.2/4.4kgfであり、歩行速度0.45m/秒、6
分間歩行距離70m（歩行器使用）、筋肉量4.3㎏/㎡とサルコペニアであった。要介護4状態であり、MMSE26点、
FIMスコア60点であった。心機能としては、左室駆出率52.9%、左室拡張能E/e’18であり、BNP493.92pg/mL
と周術期心負荷が残存していた。また、デコンディショニングおよび胸骨正中切開部の術後疼痛のため、心臓
リハビリテーション実施困難であった。運動処方強度は20Wで目標心拍数は83拍/分とし、有酸素運動（スラ
イディングボード・自転車エルゴメーター）・レジスタンス運動（セラバンド運動・自重によるカーフレイズ・ハー
フスクワット・階段昇降）を1日60分週6日実施した。術後47病日、歩行器を離脱、術後52病日には自転車エル
ゴメーターが実施可能になった。術後62病日エルゴメーターでの負荷試験実施し、術後90病日上肢レジスタン
ス運動開始出来た。その後、歩行速度は1.04m/秒まで改善し、6分間歩行距離は275mと延長した。術後103病
日、胸部術後疼痛に伴い参加拒否となった。運動療法を再開することなく、食事指導継続し、術後119病日に
退院。退院後も入院中の運動メニューを継続することを指導した。術後352病日、当院外来受診時歩行速度は
0.90m/秒、6分間歩行距離は295mであった。

【結語】大動脈弁置換術術後回復期に心臓リハビリテーションが難渋した高齢サルコペニアの一例を経験した。
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3-9-1　診療報酬・介護報酬、他

在宅復帰機能強化加算の影響について

1吉田病院　栄養課，2内科，3地域医療相談室

○齋
さいとう

藤　新
あらき

貴（管理栄養士）1，吉田　英毅2，吉田　比美子2，内山　宏章3，小沼　真理1

【目的】医療療養病棟では、長期的な医療を提供することに加え、在宅復帰への取り組みも必要とされている。
当院では、H31.3より在宅復帰機能強化加算の算定を開始した。今回、在宅復帰への取り組みを強化した上で、
在宅復帰できた患者特徴と算定開始後の病院への影響を確認する為、調査を行った。

【方法】患者特徴に関する対象は、H31.3からR2.2の間に退院した84名とした。調査内容は、在宅復帰、その他
退院、死亡退院の三群（以下在宅群、他退院群、死亡群）に分け、退院時の医療面（医療区分、在院日数）、
栄養面（BMI、体重変動率、退院時体重あたりの提供kcal/P、経口移行率、経口摂取維持率）、ADL面（Barthel
Index（以下BI））の比較を行った。また、加算算定による病院への影響に関しては、加算算定前後1年間の在
院日数、月平均入退棟患者数、稼働率、入院料単価（点）、在院復帰率の比較を行った。

【結果】特徴に関する三群（在宅群/他退院群/死亡群）の比較では体重変動率（2.83±9.6/2.23±6.6/-2.88±
9.2）、退院時kcal/BW（31.1（27.9-38.5）/25.4（20.6-28.6）/0（0-24.0））、経口移行率（41.7/0/0）、経口維持
率（100/100/0）、平均医療区分（2.0（1.9-2.8）/2.1（2.0-2.7）/3.0（2.5-3.0））、BI（5.0（0.0-6.3）/0/0）で有
意な差を認められた。影響に関する二群の比較（算定/前期間）では、在院日数（59（20-223）/127（40-363））、
月平均入退棟患者数（19.2±4.3/12.3±4.9）、入院料単価は前期間に対し129%であり、有意な差が認められた。

【考察】在宅復帰できる患者は体重あたりの栄養摂取量が高く、栄養状態が改善傾向の患者が多い事が考えら
れた。また、そのような栄養状態が経口移行・維持に繋がっている事が示唆された。加算算定により在宅へ繋
がる取り組みは、患者・家族の自宅へ戻る要望に応え、また病院への収支面での影響も及ぼしており、在宅
復帰は医療療養病棟のひとつの形として取り組みを続けていく必要があると思われた。
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3-9-2　診療報酬・介護報酬、他

LIFE導入・提出までの取り組み

1城東病院　療養支援部，2城東病院

○赤
あかひら

平　みゆき（作業療法士）1，佐藤　仁美2

　当介護医療院はH30年12月に開所。医療療養、介護療養病棟から介護医療院へ転換し、医療的処置中心の生
活から、「人生最期の時までその人らしく生きることができるよう支援する」事を目標に、生活支援に取り組
んできた。そして令和3年度の介護報酬改定では、介護サービスの質の評価と科学的介護の取り組みを推進し、
介護サービスの質の向上を図るためLIFEが導入された。当院でも、これまで以上に自立支援・重度化防止に
向けた取り組みを推進していけるチャンスであると捉え、5月からLIFEをスタートさせた。LIFE導入から提
出までの取り組みや結果、課題について報告する。

【導入から提出までの流れ】
　3月LIFE導入決定。4月LIFEチームを発足、勉強会実施、マニュアル作成。5月電カル業者と提出に向けた
シミュレーション実施。結果、5月10日にLIFE提出完了となる。
　今回のLIFE導入にあたって、一番懸念されたのは業務量の増加による現場の混乱であった。その為、まず
はマニュアル作成やルール作りを行い、日々のカンファレンスで役職者が何度も説明を行った。LIFEチーム
においては、メンバーをあえて少人数とし、提出までの進捗状況の確認や問題点を素早く対処できる体制を作
り管理を行った。結果、期限内の提出が可能となったと考える。今後の課題としては、現状チームの管理体制
が充実していることで提出できているが、実際はチームの負担も大きい。マニュアルやルールをさらに細かく
作成し、浸透することでチームの負担も軽減できるのではないかと考える。また、本来の目的である介護サー
ビスの質の向上に向けて、PDCAサイクルをどのように回していくか各職種の業務体制や教育にも力を入れて
いく必要があると考える。
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3-9-3　診療報酬・介護報酬、他

外来・入院料の点数アップを目指して～特定疾患療養管理料及び入院料加算の見直し～

湯田内科病院　医事課

○松
まつすえ

末　真
まりん

琳（事務職）

【はじめに】
2007年「指導料算定の徹底」を目標に、外来診療の向上と増収に取り組んだ。
しかし、一部指導がなされなかったり、算定要件が不充分で算定しないことが判明。12年経過した現在、特定
疾患療養管理料算定の追跡調査及び算定漏れ対策を実施。入院料についても超重症者・準超重症者入院診療加
算の算定強化を行いその効果が確認されたのでここに報告する。

【課題の明確化】
特定疾患療養管理料について課題を検証し、算定漏れ防止等についての新たな対策を検討。診療から算定まで
の流れを見直した。また、超重症者・準超重症者入院診療加算についてはこれまでも算定は行っていたが、他
院から転院してきた患者様を含め6ヶ月間状態を追って管理する必要があることなどから調査が困難であり、
算定件数が減少している現状があった。そこで対象患者の見直しを再度重点的に行った。

【結果】
特定疾患療養管理料については、2008年と2020年の4月から10月を比較対象期間とした。新型コロナウイルス
による受診控えにより患者数が減少しているのに対して、算定件数は1,756件増加。約20％の算定率アップと
なり効果が確認された。また、入院の超重症者・準超重症者入院診療加算についても大きな点数アップにつな
がった。

【歯止め】
管理料については、外来クラークは医事課担当へカルテを流す際、管理料が入力されているか引き続き確認を
行う。医事課入力担当者は、オーダー取り込み時に算定漏れがないか最終チェックの徹底を行うこととした。
入院診療加算については、ほとんど医事課主任がメインの業務になっているため、スタッフ全員で関われるよ
うに業務を見直すこととした。

【考察】
今回の活動で、外来医師・看護師）と医事課の連携と協力が必要不可欠であることがわかった。今後も引き続
き連携を強化し、管理料の算定対象者に指導管理が行われる体制を取り、算定漏れ防止及び医学管理の向上に
つなげていきたい。
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3-9-4　診療報酬・介護報酬、他

当法人の安全運転への取り組み ～通信型ドライブレコーダーを導入して～

1志田病院　介護保険部，2志田病院

○江
えがしら

頭　沙
さ ち

知（看護師）1，上田　優子1，鶴　由香1，木原　真一1，大石　浩隆2，志田　知之2

【はじめに】
　当法人では、通所系介護サービスを複数運営しているほか、外来患者の送迎サービスも行っている為、20台
以上の車両を保有している。そこで送迎時の安全運転を確保するために2015年8月より通信型ドライブレコーダー

（以下「DR」と表記）を全車両に導入した。導入から5年が経過し、導入前後における送迎に関するヒヤリハッ
トおよび、職員の意識変化について調査・分析したので報告する。

【方法】
　DR導入前後5年間について以下の分析を行う。
1）ヒヤリハットの件数・内容
2）運転に関する職員の意識変化についてのアンケート

【結果】
1）ヒヤリハット件数（内、運転に関わる事）導入前716件（79件）導入後653件（214件）
2）対象者数67人（回答者数54人80.6%）
　法人車両を運転することに不安を感じることがあるか
　・自身の運転に関する不安24%
　・相手の運転に関する不安33%
　・同乗者に関する不安42%
　DRを導入して良かったと思うか思う98.2%思わない（運転していない）1.2%
　DR導入後に公私ともに自身の運転に変化があったか
　・速度制限に注意して走るようになった・一時停止をきちんと意識するようになった

【考察・まとめ】
　DR導入前後でヒヤリハットの件数自体は減少していたが、運転に係わる内容が約3倍増となっていることや、
職員アンケートの回答から運転に対する意識は高まったと考えられる。また、運転に関する不安の内容はDR
の機能を活用することで軽減できることが主であったため、勉強会等で対応方法の周知をしていく必要がある。
　当法人のDRは通信型で即時に危険運転が通知・記録され、容易に画像・動画も確認できる。また、日常で
発生した危険運転を職員間で共有・分析することにも活用でき、職員の安全運転意識向上に繋がっている。今
後も引き続き安全運転に関する意識を高めるために有効活用し、安全安心な運転業務を行っていく。



第29回日本慢性期医療学会

4-1-1　慢性期医療・治療

慢性期医療における血液透析

東名裾野病院

○菅
すがわら

原　大
だいすけ

輔（臨床工学技士），西村　卓也，古川　絵里，雨谷　理沙，植松　学，内木場　拓史

【目的】
当院（医療療養病床142床）は10床の透析ベッドを有し、常時20-25名の維持透析を行なっている。入院透析は
透析クリニックからの入院と急性期病院からの転院に分けられ、心血管イベントなどの合併症、独居の継続困
難、家族が面倒をみられず、クリニックの送迎不可など様々な医学的、社会的理由による。このように自立性
を失った患者が多い中で入院以外の選択をはかれたケースも存在する。高齢化に伴い今後いっそう増加が予想
される入院透析患者のQOLをいかに向上できるか検討したい。

【対象と方法】
2018年4月から2021年3月まで入院透析を行った70（男性37、女性33）人（平均78.0歳）について、入院した理
由と入院後の経過をまとめ、入院から外来に転帰できた要因を分析した。

【結果】
入院の理由は女性の59%が脳卒中、心疾患などの医学的理由で、男性の78%が社会的理由であった。全70人の
うち12（男性4、女性8）人が外来維持透析に転帰できた（老人保険施設10人、介護医療院2人）。また9人が
転院したほか、残る49人は入院のままであった（死亡退院39人）。

【考察】
慢性期医療における透析患者は病期の末期が多く、その56％は入院のまま生命予後も不良である。しかしなが
ら30%は退院（外来維持透析への転帰）が可能で、その要因として①身体症状の改善②家族の協力③介護保険
の活用と介護施設の理解、これら３つの要因が必須であった。そのために、医療やリハビリのみならず、患者
家族と福祉との窓口になる相談員が果たす役割は大きく、透析患者の退院に向けて院内全職種の連携が重要だ
と考えた。
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4-1-2　慢性期医療・治療

病院救急車の運用を開始してみえてきたこと

国分中央病院　看護科

○河
かわもと

本　智
ともみ

美（看護師）

背景
わが国では令和元年中の救急車による全国の救急出動件数は、663万9,767件となっており、一貫して増加傾
向が続いている。この出動件数のうち9.3％は転院搬送である。当院がある霧島市においては転院搬送が16％
を占めており、またその転院搬送の65％が65歳以上の高齢者となっている。この中には公的救急車を使わなく
とも搬送できる症例も少なくない。

はじめに
肺炎や脱水、慢性心不全や慢性呼吸不全の急性増悪、食欲低下による衰弱など慢性期病院でも対応が可能な症
例が急性期病院へ搬送されてしまうことで、救命等の為に急性期病院への搬送を必要とする方の搬送が遅れる
という実情がある。当院では、このような実情に疑問をもち、病院救急車を運用することで地域の高齢者の方
の病状悪化へ早期に介入したいという思いや、地域の救急車の適正使用に貢献したいという思いから慢性期病
院としての特色を活かしつつ、昨年８月より病院救急車の運用を開始した。

運用前活動の内容
パンフレットなどを用い開放型登録医院への広報活動開始。
開放型登録医院のもつ施設への広報活動開始。

運用状況について
運用開始：令和２年８月17日～令和３年５月末平日９時から17時
件数：26件出動（内、25件入院）
関連施設があるクリニック医師からの依頼が多い

運用を通しての感触
・クリニックからの転院の場合、紹介と同時に出動でき入院までの流れが公的救急車と比べ圧倒的に早くスムー
ズである。
・施設や自宅からの場合も、ダイレクトに情報を病院スタッフに伝えられ病院搬送後の検査・処置等の準備が
整えられる。また必要時は現場で治療が開始できる。

今後の課題
地域のクリニックや施設との連携を図るだけでなく、急性期病院、慢性期病院がそれぞれの役割をしっかり果
たせるよう連携し、霧島市内での公的救急車の適正利用の推進を図りたいと考える。
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4-1-3　慢性期医療・治療

A病院において求められる外来看護支援について
―A病院の外来患者のインタビュー調査を通して－

鶴巻温泉病院　看護部

○大
おおかわ

川　も
も も こ

も子（看護師）

【目的】
　Ａ病院は、地域で生活する患者の診察や緊急入院の受け入れなどを行っている。急性期病院における外来の
実態調査は行われているが、慢性期病院における外来の実態調査は行われていなかった。そこで、慢性期病院
であるＡ病院の外来における患者のニーズを把握し、必要な支援を明らかにしていく。

【方法】
1.対象Ａ病院の外来に1年以上定期的に通院している患者。発熱、当日予約は除外した。
2.期間2020年11月30日（月）から2020年12月21日（月）まで
3.研究方法意思疎通や意思表が可能であり、研究内容を説明し同意の得られた患者11名にA病院の患者満足
度調査を元にインタビューガイドを作成し、半構造化インタビューを行った。

【倫理的配慮】
　A病院の臨床研究倫理審査小委員会の承認を得て実施した。対象者には本研究の目的、方法を口頭と紙面で
説明し、インタビューを行う際はプライバシーに配慮した。

【結果】
　男性6名、女性5名に半構造化インタビューを行った。平均年齢は75.4歳、B市内から通っている患者が82％
であった。生活での困りごとについて【体調の変化に対しての不安】【同居家族の体調に対しての不安】【内服
薬のコントロール】の3つのカテゴリーが抽出された。また、外来看護支援について【患者が話や悩みを相談
しやすい環境づくり】【他部署・他病院との連携】【医師・スタッフの異動がある場合の対応】の3つのカテゴリー
が抽出された。

【結論】
　Ａ病院は通院歴が長い患者が多く、治療の経過や患者の生活状況などを継続的に観察できることが強みであ
ることが明らかとなった。外来患者の支援について明らかとなったが全数調査ではないため、外来通院患者の
全てのニーズは把握できなかった。引き続き調査を行っていく。A病院は地域の中核病院であり、A病院での
治療や対応が困難な場合は急性期病院に繋げるなどの連携が課題である。
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4-1-4　慢性期医療・治療

健康アプリを使用した睡眠評価の有効性について

泉佐野優人会病院

○上
うえむら

村　悦
えつこ

子（看護師），今坂　紀美，加藤　寛

はじめに
当病棟では全体の19％の患者様が眠剤を服用しており、生活習慣病の治療薬だけでなく、不眠による眠剤、疼
痛による鎮痛剤等で多剤服用している現状がある。患者の眠剤の服用を最小限にするためには観察と本人の訴
えが重要である。今回、市販のスマートウォッチ（ウエアラブル端末）による健康アプリが病棟内で活用でき
ればより詳しい睡眠状態の観察に繋がると考え実際の観察との一致率を調べてみることにした。

目的
・スマートウォッチと実際の睡眠状態の観察との一致率を調べる。
・動ける人と動けない人との一致率を寝たきり度別に比較する。

方法
・寝たきり度別（A・B・C）に患者を選出し、基礎データを入力後、スマートウォッチを装着する。
・職員は夜間観察し、睡眠状態観察表に記録する。
・翌朝、対象者に面接にて睡眠評価を実施する。

結果・考察
今回、睡眠評価における観察とスマートウォッチの一致率は60%という結果となった。これはスマートウォッ
チの精度が50%というものとほぼ合致した。しかし、内容では明らかな間違いがいくつもあった。また、寝た
きり度別の一致率はAランクが約58%、Bランクが約81%、Cランクが38%となった。このことからスマートウォッ
チが人の動きや心拍数等によるアルゴリズムで睡眠状態を判断しているため、健常者より動きの少ない寝たき
り度Cランクの一致率が一番低いというのは予想通りだった。面接による評価は認知度によっては実際と違う
発言が見られたため、参考程度となった。自分で使用していた時よりも一致率が低い印象があったが病棟内で
患者に使用し、その有効性について検証できたことは意義があったと思う。
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4-1-5　慢性期医療・治療

薬剤性徐脈に陥った特発性拡張型心筋症に伴う高齢慢性心不全の一例

1原土井病院　内科，2九州大学病院　血液・腫瘍・心血管内科，3原土井病院　検査科，4原土井病院　放射線科

○稗
ひえだ

田　道
みちなり

成（医師）1,2，髙瀨　慶一郎1，二見　崇太郎1,2，山本　裕子3，力丸　佳代3，日熊　由加利3，
村上　純滋4，野村　秀幸1

【症例】特発性拡張型心筋症（AHA/ACC分類stageC、NYHA3度）、心房粗細動、前立腺肥大症、腰痛症の既
往がある80歳代男性。軽度認知症はあるものの、ADLは自立していた。心エコー上、左室拡張/収縮末期径
52/37mmと心拡大を認め、左室駆出率37%とびまん性に左室壁運動は低下していた。僧帽弁流入速波形では、
拘束型拡張障害パターンであり、E/e’11.0、DcT136msecであった。急性･慢性心不全診療ガイドラインに準
拠し、経時的に薬剤耐容能を見ながら至適薬物療法としてカルベジロール20mg、サクビトリルバルサルタン
150mg、エプレレノン50mgを導入し、適時利尿薬を調整することで慢性心不全の管理をしていた。定期外来
受診時、特に誘引なく尿量低下、低血圧（90-100mmHg）を認めた。全身倦怠感を呈し、NT-proBNP1690pg/
mLと異常高値を認めたため、慢性心不全の急性増悪と判断し、心不全加療目的で入院とした。口腔内乾燥
およびBUN/Cr：19.1/1.01→28.5/1.26mg/mLを認め、脱水状態にあることが考えられたため、フロセミド
40→30mg/日へ減量した。また、経過中、脈拍35-40bpm前後の徐脈となり、全身倦怠感が強く出現するよう
になったため、カルベジロール20→10mg/日へ減量した。減量後、2日後には脈拍50-65bpmを維持できるよう
になった。病歴および入院後経過から、脱水と薬剤性徐脈により慢性心不全の急性増悪を招いた可能性が考え
られた。薬剤調整後、心不全症状は改善し、腎機能増悪なく経過できたため、軽快退院となった。

【結語】薬剤性徐脈に陥った特発性拡張型心筋症に伴う高齢心不全の一例を経験した。高齢心不全治療におい
て治療ガイドラインに準拠した標準治療量であっても、高度脱水や薬剤の副作用として徐脈を招いてしまうケー
スがある。生命予後改善を目指したEBMに配慮しながら、高齢者心不全患者の身体特性に見合った治療が肝
要である。
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4-2-1　慢性期医療・治療、他

VAC療法の効果

神戸平成病院

○黒
くろだ

田　孝
たかひろ

広（看護師），川口　英里，桐石　和香

目的と背景：入院中に持ち込みの褥瘡にポケットが発生し悪化を認めた。治療方法を検討していく中でVAC
療法が適していると判断し、実施したことで褥瘡の改善が認められた。VAC療法は当院初めての試みであり、
治療の効果と看護の実際を報告したいと考えた。
方法：治療経過を振り返り、実際の創部の変化から治療の効果と影響を検討する。
実際：VAC療法期間2019.8/2～9/2入院期間2019.6/28～10/3
患者情報＝S・H当時79歳（2019年）PEG造設目的にて入院。
入院時仙骨部にD3レベルの持ち込み褥瘡あり。ADL全介助自己体動困難ＥＤチューブ留置中。
入院後1か月で褥瘡悪化しD4レベルポケット形成認める。
入院時採血総蛋白6.7ｇ/ｄｌアルブミン3.3ｇ/ｄｌ
褥瘡悪化以降洗浄とネグミンシュガーシュガー塗布しガーゼ保護にて経過見るも改善なし。陰圧閉鎖療法の適
応検討し、対応可能との判断から2019年8/2よりVAC療法開始となる。
VAC療法開始後、出血は認めるも治療に影響ない範囲であり治療開始後1週間程度で創面の一部に良性の肉芽
形成あり。1か月間継続し褥瘡部とポケットには劇的なサイズ縮小は認めないが良性肉芽の形成が促進できた。
VAC療法終了後、治療前の処置に戻し9/13よりアクトシン軟膏へ処置変更。
病状改善し褥瘡残したまま施設へ退院となり施設へ処置の継続を申し送った。
半年後の再入院時はほとんど褥瘡は治癒しており創部の閉鎖を認めた。
結果：VAC療法で良質肉芽の増加を認めた。薬剤調整行い処置方法を退院先施設と共有することで褥瘡改善
に繋がった。
結論：VAC療法を行ったことで褥瘡の改善に繋がり、治療方法の幅を広げることができた。
退院先でも継続可能な処置を行うことで、創部の改善を促進できた。
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4-2-2　慢性期医療・治療、他

高齢者施設入居者への新型コロナウイルスワクチン接種の安全性と有効性について

筑紫南ヶ丘病院

○嘉
よしかわ

川　裕
ひろやす

康（医師），前田　俊輔，伊達　豊，野中　賢吏，藤岡　史子，仁保　宏郎

寝たきりで重度の認知症等の高齢者は、新型コロナウイルスワクチン接種後、接種部位の疼痛や倦怠感、頭痛
等の症状を訴えることが難しく、副反応を把握するのは困難である。そこで、バイタルを測定することでワク
チン接種の安全性を検討した。また、接種前後に抗体検査を実施することでワクチンの有効性を調べた。

対象：当院併設の介護付き有料老人ホーム入居者の家族に対し事前説明会を実施し、同意を得た32名（平均年
齢88歳、男性5名、女性27名、平均介護度3.6）を登録した。倫理上の観点からプラセボ群は設定しなかった。

方法：バイタル測定（体温、収縮期血圧、拡張期血圧、脈拍、呼吸数、酸素飽和度）は、当法人の開発した安
診ネットを活用し、各個人の基準域を設定したうえで、平均値+2SD以上は異常値とし、各項目2SD以上は1点、
3SD以上は2点とした。各個人の基準域は、1回目接種前の2週間のバイタル測定より設定した。接種日はアナフィ
ラキシーショックの可能性があるため、接種後1時間（計10回）バイタル測定した。接種後は1日1回以上バイ
タル測定した。

結果：アナフィラキシー症状は全員認めなかった。また、バイタルスコアは、1回目と2回目とも平均値に違い
はなかったが、個人間で変動が大きかった。接種部位の疼痛を確認できたのは、1回目13名、2回目7名で、数
日で軽快した。接種部位の発赤、腫脹は全員認めなかった。接種後7日間の発熱（37.5度以上）は、１回目で5
名、2回目は2名、接種による食思低下や倦怠感等の全身反応は、ほとんど認めなかった。バイタルスコアは、
1回目、2回目とも接種後1週間程度は軽度上昇を認めた。有効性については、接種1週間前に全員抗体検査で陰
性を確認しており、2回目接種の1か月後に抗体検査を予定している。

結語：寝たきりで重度の認知症等に対して、新型コロナワクチンは比較的安全に接種できると思われる。
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4-2-3　慢性期医療・治療、他

高齢者夜間頻尿の治療における下垂体ホルモン製剤「ミニリンメルト」によるブレークスルー

堺平成病院　泌尿器科

○秋
あきやま

山　隆
たかひろ

弘（医師），清水　保臣

背景・目的：慢性期医療において排尿管理は大きなウエイトを占め、中でも夜間頻尿は高頻度で、患者・医療
者共に悩みの種である。高齢者夜間頻尿の原因は、加齢に伴う過活動膀胱や神経因性膀胱、男性では前立腺肥
大症の合併等とされるが、その治療で治癒しない症例が多く、その原因として夜間尿量が昼間同様に多い事に
私達は気付いた。これら患者では下垂体ホルモンの日内変動の消失という原因を想定し、集合管での水再吸収
上昇による服用後数時間限定の尿産生著減という機序の下垂体性尿崩症薬デスモプレシン（ミニリンメルト60
㎍,120㎍錠）による保険診療の制約下での治療をしていた。最近、ミニリンメルト25㎍,50㎍錠の「男性の夜
間多尿を伴う夜間頻尿」への適用拡大を機に、該当病態患者に正規病名で保険診療を開始し、臨床成績を検討
した。

対象・方法：2019.5.~2020.12.の間の本剤治療87例中、’20.10.~12.に「夜間多尿」病名で投与開始した男性30例（平
均79.4歳）を対象とし、心腎機能低下症例は除外した。夜間頻尿の回数は2回～1時間毎まで多彩で、夜間多尿
の評価は排尿日誌and/or問診で行った。初回投与量は25㎍21名,50㎍9名で、臨床効果と副作用チェックの為
初回投与日数を2週間とした。

結果：投与30名中23名で効果判定でき、有効19名（内著効17名）・無効4名（有効率82.6%）、6か月以上継続服
用中は16名であった。副作用は下痢・頭痛・嘔気各1名、本剤のNa排泄機序に由来する低Na血症（無症状）
が4名20％で見られ、休薬或いは隔日投与で対処した。

考察・結論：夜間頻尿患者の大多数が夜間多尿を伴うとされ、本剤の有効率の高さは本病態の潜在を裏付ける。
女性と夜間多飲の習慣を捨て切れない高齢者には処方禁忌であるが、夜間頻尿が高齢者の生存率に大きく関与
する事から本剤は夜間頻尿患者の福音となる。
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4-2-4　慢性期医療・治療、他

障害受容に向けてのアプローチ
～食思改善対応から見えた変化～

豊中平成病院　看護部

○大
おおにし

西　純
じゅんこ

子（看護師），塚崎　慎太郎，森田　恵理子，窪谷　美由紀

【はじめに】
脳梗塞後、障害受容ができず食思低下、リハビリ拒否、筋力・ADL低下を来たした患者に対し、他職種と連
携し本人の意向に寄り添った援助を行なった。その結果、食思改善から筋力回復,障害受容にも変化をもたら
したので、ここに報告する。

【患者紹介】
A氏80歳代男性
病名：アテローム血栓性脳梗塞
2017年、左片麻痺出現し救急搬送され脳梗塞と診断。注意障害や記銘力の低下あり。嚥下機能障害なし。入院
段階のFIM63点。

【方法】
現実を受け入れられず食欲、意欲が低下しリハビリをしなくなった対象に対し、嗜好調査を実施した。本人
の希望に沿い補食を追加。ラーメンを食べたいとの希望に対し、リハビリをかねた食思改善計画を実践した。
コーンの障害受容に基づき、その過程について考察した。

【結果】
自分の嗜好を組んだ補食提供は、食思回復に役立った。屋外訓練で作業療法士と外出し、対象の好きなラー
メンを自分で買い摂取した結果、食思の向上とリハビリに対する意欲を取り戻す事ができた。食思が進んで
活動量も増えて、FIM63点から80点に向上し、施設に転所した。

【考察】
今まで何も不自由無く行えていた日常生活が、突然出来なくなったという衝撃（コーン1段階）に加え、回復
するという期待（コーン2段階）までもが、自分の描いた状況と解離していた事が現実の絶望となり、食思低下、
意欲低下を呈してリハビリ拒否に繋がったと考えられた（コーン3段階）。この段階を防衛（コーン4段階）、
適応（コーン5段階）の段階に変化をさせたのは、患者自身の意欲である。そしてこの意欲をもたらせたのは、
患者の意志を尊重した食思改善計画であり、ラーメンを買いに行き、自分で選んだ物を食べるという行動プ
ロセスが本人の精神刺激に影響したと考えられる。
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4-2-5　慢性期医療・治療、他

離島在住、超高齢の連合弁膜症心不全に対し第3次医療機関との連携を行うことで適切な治療介
入を得た1例

1原土井病院　内科，2九州大学病院　血液・腫瘍・心血管内科，3九州大学病院　心臓血管外科

○二
ふたみ

見　崇
しゅうたろう

太郎（医師）1,2，酒井　健司1，稗田　道成1,2，横山　拓2，園田　拓道3，塩瀬　明3，野村　秀幸1

【症例】離島で独居の91歳女性。1992年、他院で洞不全症候群に対し恒久的ペースメーカーを留置。2011年か
ら持続性心房細動を発症してから両側下腿浮腫を認め始めた。2018年、心不全増悪のため近医へ入院加療した
が、下腿浮腫は増悪傾向にあった。2020年1月から歩行時息切れが出現し、2月に離島の診療所を受診、心不全
増悪の診断で連携病院である当院に入院した。来院時、経胸壁心エコー図検査で重症大動脈弁狭窄症（AS）、
重症僧帽弁閉鎖不全症（MR）、重症三尖弁閉鎖不全症（TR）、二次性肺高血圧症を認め、三尖弁はペースメーカー
リードの尖葉圧排により離解し、著明な右心系拡大を来していた。入院後、フロセミド点滴による除水を開始
し、来院時66kgであった体重は61kgまで軽減した。これに伴いMRは中等度まで軽減したが、TRの重症度は
変わらず、両側下肢の圧痕性浮腫も強く残存した。本人は出来れば離島での生活を希望され、家族も治療可能
な手段があれば行いたいとの意向であったため、第3次医療機関A病院へ転院とした。精査の結果、根治術は
開胸2弁置換手術であったが周術期高リスクであり、心不全の病状と踏まえ4月にASに対して経カテーテル的
大動脈弁留置術（TAVI）を施行した。その後、同院で薬物治療継続を行った上、5月12日に当院へ転院した。
転院時下腿浮腫は残存していたがTAVI施行前より明らかに軽減し、体重も54.0kgまで減少した。当院転院後、
心臓リハビリテーションを継続、在宅環境調整を行った上、5月26日に自宅退院とした。退院後は診療所と6カ
月毎のA病院外来との連携を行い、心不全再入院なく離島での生活を継続できている。

【結語】慢性心不全に対して全ての原疾患に対する根治的治療は困難であったが、本人の希望・治療方針を最
大限に尊重しながら、第3次医療機関病院との連携を行うことで先端医療を含めた介入可能な治療を検討・選
択し、結果的に本人のADLを保った生活を維持し得た症例を経験した。
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4-2-6　慢性期医療・治療、他

私たちの援助を変えれば患者は変わる
～筋緊張が高い患者に現れた変化へのプロセス～

北摂中央病院　看護部

○福
ふくもと

本　佳
かおり

織（看護師），浅川　康太郎

Ⅰ．はじめに
　当病棟では、長期臥床者が多く、拘縮や筋緊張の高い患者の割合が増加している。日本ノーリフト協会代表
理事保田淳子氏は「抱える介護やポジショニング、スタッフの関わり方が筋緊張を亢進させる」と話されてい
た。当病棟の患者の中で、筋緊張が高く咬創や褥瘡などを起こし、早急に予防を必要とする患者がいた。その
ため、これまでの援助方法を見直し、実践したことで様々な変化が現れたため、ここに報告をする。
Ⅱ．研究目的
・患者への関わり方を見直し、統一した看護・介護ができる。
・体交枕を選別し、正しい使い方をする事で筋緊張の緩和ができる。
・リフトを使用することで筋緊張を緩和し、外傷や褥瘡を予防できる。
Ⅲ．研究方法
・ポジショニング・リフトについてのアンケート実施
・関節可動域（ROM）開始・終了時
・チェックリストの作成と情報収集・データー集計
・スタッフへのインタビュー
・リフトの導入に際しノーリフト協会保田代表理事から指導・助言を受ける
Ⅳ．結果・考察
　筋緊張とは姿勢の維持や活動するために必要なもので、全ての人が持っている。筋緊張が亢進すると筋肉が
縮み身体が硬くなりこわばりの状態となる。ポジショニングやスタッフの関わり方により、筋緊張の亢進や不
快感の増大を引き起こし、Ａ氏の筋緊張を亢進させたと考えた。そのため、関わり方や看護・介護の統一を図
ることで筋緊張の緩和を図れると考え見直しを行った。10か月経過すると、食事介助・病衣の着脱・口腔ケア
が容易になった。表情変化も見られた。私達の関わり方や統一した看護・介護を行うことが筋緊張の緩和へ繋
がった。また、Ａ氏とスタッフの関わる時間が増えたことも要因の一つと考えられた。
Ⅴ．おわりに
　今回、筋緊張を緩和させることを目的として研究を行ったが、思った以上の変化も見ることができた。
　ポジショニングやリフトの効果も考えられるが、看護・介護の力も影響していると考えられた。
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4-3-1　医療安全・事故対策、他

回復期リハビリテーション病棟における転倒転落の要因
～長谷川式認知症スケールとの関連性について～

堺平成病院　看護部

○坊
ぼう

　直
なおや

哉（看護師），山脇　典子

【はじめに】
回復期リハビリテーション病棟（以下回リハ）ではADL向上過程で様々な要因で転倒・転落の危険性が高ま
り当病棟でも転倒患者が多くなっている。その要因として認知機能の低下との関連について長谷川式認知症ス
ケール（以下HDS-R）を用いて評価し、対象者に対し転倒防止策を実施し効果があったか検証した。

【研究内容】
期間：2020年1月1日～2020年10月15日
対象者：HDS-R対象者で転倒インシデントレポートを基に転倒防止策を行ったが再度転倒した患者3名。
方法：2020年1月から2020年8月で転倒した患者の転倒発生件数を集計する。その中でHDS-R対象者で、入院
時転倒防止策を行ったが再び転倒した患者3名に対し、転倒カンファレンスを行い、更なる転倒防止策を実施
し2020年8月から2ヶ月間効果を確認した。

【倫理的配慮】
個人情報を保護するために患者データから氏名などの個人情報を削除し匿名化する。

【結果】
転倒カンファレンスによる転倒防止策を実施したが3名中3名共に再度転倒した。1名に至っては、あらゆる転
倒防止策を実施したが5回転倒している。残り2名も転倒2回あり。また転倒に至らなくても単独行動など危険
行為あり、その都度予防策の変更を行った。対象者はいずれもHDS-R0～5点以下の患者であった。

【考察】
転倒を起こした患者3名はHDS-Rで0～5点であり認知機能低下により指導を行っても単独行動が多く、短期記
憶や判断力の低下に関連していると考える。また、認知機能低下による脳神経障害の影響による歩行能力の低
下によって転倒しやすい状況にある。さらに、高齢者の特徴として老人性歩行と軽度の前屈曲姿勢、歩行時の
下肢挙上の低下も転倒要因であった。

【結論】
認知機能低下に伴い転倒リスクが高くなる。そのため患者の活動範囲、ADLを把握し患者の動きに適した転
倒防止策が必要である。また、転倒を繰り返さない為にも定期的なカンファレンスを行い事前に転倒予防する
必要がある。
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4-3-2　医療安全・事故対策、他

慢性期病院としての医療機器管理

国分中央病院　透析

○ 芥
あくたがわ

川 　渉
わたる

（臨床工学技士）

【目的】
　今日の医療現場では、多種多様の高度医療機器が取り扱われており、操作及び管理に対して、業務量も増え
煩雑化を招いている。当院では、医療機器安全管理責任者を任命し、各部門の看護師、放射線技師、臨床検査
技師、臨床工学技士を中心に執り行っている。2017年7月から、医療機器安全管理の再構築及び取り組みの結
果として、今後の方向性が見えてきたので報告する。

【方法】
　適正な医療機器使用状況の確認の為に、医療機器修理伝票の導入、臨床工学技士による院内ラウンド及び医
療機器安全研修会の実施。医療機器安全管理の取り組み状況を把握する為、関係部署にアンケートの実施。

【結果】
　医療機器修理伝票導入により、口頭依頼での担当者不明事例及び不具合内容不明等がなくなり、責任の所在
が明らかとなった。院内ラウンドでは、臨床工学技士により各科機器使用状況の確認。また、不備があればそ
の場で指摘し、改善に繋がった。医療機器安全研修会では、全体で行っていたものを各部門での実施とし、出
席率が向上した。アンケート結果は、医療機器安全管理の認知度が全体的に低かった。しかし、再度アンケー
トを実施した事により、周知確認はできた。

【考察】
　医療機器修理伝票、院内ラウンド等の導入により、以前より医療機器の安全使用と管理ができるようになっ
たと考える。医療機器安全管理の取り組みが、各部門の橋渡し的な存在となり、医療機器への意識が高まり、
活かす事ができたと考える。

【結論】
　医療機器安全管理体制の構築により、医療機器使用に関する問題点がクローズアップされ、検討していく事
により少しずつ改善されてきた。問題点としては、各病棟での医療機器不具合発生時、臨床工学技士不在によ
り、対応が遅れる事があった。その対策としてリンクナースの育成が課題として挙げられる。
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4-3-3　医療安全・事故対策、他

患者さん・職員にとって使いやすく、訓練が行いやすいリハ訓練室を目指して
～５S活動による効果～

定山渓病院　リハビリテーション部　作業療法科

○三
さえぐさ

枝　浩
ひろき

貴（作業療法士），相澤　恵，阿部　卓弥，竹中　麻衣

【はじめに】
当院作業療法（以下OT）室では、物品を探すのに時間を要す、患者の動線確保が不十分など環境面の改善要
望が聞かれていた。そこで5Sワーキングチーム（以下5SWT）を発足し、5S活動を実施したので報告する。

【対象･方法】
OT科職員21名にアンケートを実施。内容は、①物品の所在や取り出しやすさ、②OT室内の整理整頓、③現
在の環境下における制限、④自由記載。5Ｓ活動をすすめるにあたり、調査結果を踏まえた問題点・改善点を考
慮し、3か月後に再度アンケートを実施。また過去3年分のインシデント・アクシデント（以下IA）から、OT
室の環境面が影響したものを振り返った。

【結果】
一度目のアンケート結果より、OT室の不必要な物品、物品の定位置、器具の配置の問題点が挙げられた。そ
のため、物品の処分を5SWTが実施。OT室全体を整理整頓し、活動スペースを確保し、訓練用途に応じたレ
イアウトを実施した。2回目のアンケート結果より、①物品が取り出しやすいと感じた職員が60％→94％に増加、
②整理整頓がされてない31％→4.7％に減少、③スペースが制限されていると感じた職員が33％→22％に減少
④5S活動への肯定的な意見の他に、掲示物に関する、新たな課題も聞かれた。3年間のIAとしては物品の配
置や導線の不十分さが原因となるものがあったが、5S活動後、環境面によるIA報告は0件。

【考察】
アンケート結果より、5S活動後は、活動実施前と比較し、物品の取り出しやすさ、スペースの制限に関する
職員意識に改善が見られた。その結果から、実際の業務効率も図られたと考えられる。また、5S活動に対す
る肯定的な意見が寄せられたことは、整理整頓に関する職員意識の向上に繋がったと考える。過去3年間、環
境面が影響していたIAは3件あったが、活動実施後は発生していない。活動の結果、リスク回避が実現された
ためと考える。今後も、各個人が自分事として5S活動に主体的に携われる組織を目指したい。
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4-3-4　医療安全・事故対策、他

内服管理に関するインシデント発生の分析と対策

北九州若杉病院

○米
よねやま

山　由
ゆ か り

香里（看護師），髙橋　美穂子，武藤　裕子，平島　加奈子

【はじめに】
当病棟では、内服管理に関するインシデントが最も多い。今回インシデントの要因を分析し、安全な与薬が行
えるよう内服管理の見直しと対策を行った為、ここに報告する。

【方法】
研究期間は3か月とし、過去5年間の内服管理インシデントの件数、及び原因を調査、分析し、対策を検討した。
また、研究前後のアンケート調査、現場の危険への感受性と危険を予測する力を知るため、危険予知トレーニ
ングを実施した。

【結果】
過去5年間の調査で、投薬忘れや時間間違い、同姓患者への誤薬などのインシデントがあり、また、経験年数
のあるスタッフのインシデントが多いことが分かった。要因として、多忙による確認不足や、慣れによる注意
力低下が考えられた。改善策として、内服出しに集中する環境設定、ダブルチェック方法の見直し、同姓患者
を区別する方法などの対策を実施した。ダブルチェックに関しては、院内マニュアルを遵守しつつ、内服出し
を行ったスタッフの処方箋を別のスタッフが読み上げ、それを出したスタッフが内服薬と照らし合わせ、再度
確認するというダブルチェック法を行った。また、危険予知トレーニングでは満点は一人もいなかったことで、
自分は出来ていると思っても正確でないことが立証された。これらの取り組みの結果、インシデント数の減少
には通ながらなかったが、研究後のアンケートで、時間にゆとりを持ち集中する、コミュニケーションの重要
性と協力、誤薬の危険性を再認識する、6Rを意識する等の項目にてスタッフの意識向上が見られた。

【考察】
今後の課題として、看護師だけではなく、医師・薬剤師を含めたチームで、安全な医療提供サービスが行える
ような体制づくりが必要であり、その為にも個人の責任や一人ひとりの意識の向上といったマンパワーの強化
に努めていく必要があると考える。
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4-3-5　医療安全・事故対策、他

事故発生後に対するラウンド実施について

特別養護老人ホーム　大井苑　介護士

○荒
あらき

木　達
たつや

也（介護福祉士）

はじめに
　大井苑は、平成18年2月に開設され平成23年4月に増床、現在では10ユニット100床の特別養護老人ホームです。
透析患者様を積極的に受け入れており、現在77名の方が透析を受けられています。ご利用者の平均介護度は4.1
です。
　大井苑では事故防止委員会を中心にラウンド、事故報告書の確認、未対応の再発防止策の検討、防止策の継
続確認を週に1度行っています。しかし週に1度の確認の為、早急に防止策の検討が出来ていないのが現状です。
そこで今回は、新たに改善されたラウンドについてまとめましたのでご報告させて頂きます。
<流れ>
①事故報告書の確認（寮母長、副寮母長、統括、事故防止委員会）
②防止策の検討実施（ユニット職員）
③ユニットでの周知
<考察>
①早急な検討がもたらす効果
②備品管理場所の周知
③対策、実施、継続
<まとめ>
　事故発生後、いかに早く再発防止策を立て実施できるかが重要です。これまでは週に1度のラウンドの為、
未検討の防止策を検討するまで最低でも1週間はかかっていました。その間に同様の事故が発生してしまうケー
スもありました。今回のラウンド改善にあたり、これまで最低でも1週間かかっていたものが事故発生直後に
検討が行える為、未検討中での事故を防ぐことが出来ました。再発防止策の中には防止策は立てられているが、
使いたい物品は苑内にないと思い込み、すぐに実施が出来なかったというケースがありました。その後は備品
場所の周知を行い、再発防止策で物品を使用する際には以前よりスムーズに行えるようになりました。
　今回の改善されたラウンド実施を通し、再発防止策を立てた上での周知しきれていなかった点に気づくこと
が出来ました。今後も事故報告書に対しての早急な再発防止策実施を行い、新たな発見を通し事故防止に務め
ていきたいです。
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4-4-1　医療安全・事故対策

回復期リハビリテーション病棟入棟早期の患者転倒の特徴
～転倒予防のために地域連携室で何ができるか～

1医療法人社団和風会　千里リハビリテーション病院　地域連携室，2医療法人社団和風会　千里リハビリテーション病院

○吉
よしむら

村　直
なおや

也（理学療法士）1，吉尾　雅春2，杉谷　美絵2

【はじめに】回復期リハビリテーション病棟において転倒予防は重要な課題の一つである。そして、急性期病
院から回復期リハビリテーション病院の入院調節に携わっている地域連携室でも転倒予防を考えることが大切
と考える。そのため、今回は回復期リハビリテーション病棟入棟早期に転倒した患者の特徴を分析した。

【方法】2019年4月1日から2020年3月31日の2年間に当院で転倒した患者837名（男性447名、女性390名）の内、
入棟後10日以内に転倒した149名（男性72名、女性77名）を対象とした。
調査項目は疾患分類、転倒の時間帯、転倒場所、事故レベル、入院時FIM運動項目、FIM認知項目、入院時
転倒スコア、転倒時の動作、行動理由とした。

【結果】疾患区分は脳血管疾患94名（63.1%）、運動器37名（24.8%）、廃用症候群18名（12.1%）。
転倒の時間帯は日中60件（40％）、夜間39件（26%）。転倒場所は自室118件（79.2％）、廊下7件（4.7%）。
事故レベルはレベル１8件（19%）、レベル２95件（64％）、レベル3a11件（7％）。
入院時FIM運動項目合計は平均36.1±16.4点。入院時FIM認知項目合計は平均19.3±8.0点。
入院時転倒スコアは平均21.1±6.5点。
転倒時の動作は座位中34件（22.8%）、歩行中33件（22.1%）、起立位中23件（15.4%）。
行動理由は排泄30件（20.1％）、移乗10件（6.7％）、リハビリ中（5.4%）、不明（35.6%）であった。

【考察】回復期病棟入棟早期に転倒した患者の特徴として、日中に自室にて排泄へ行こうとして転倒するケー
スが多くみられた。地域連携室として、入院調節時に排泄に行く際はスタッフコールを呼べているか？スタッ
フが到着するまで待てているか？センサー等の環境設定はどうしているのか？などを詳細に把握し、入院前に
病棟へ情報提供をする必要があると考える。

【結語】今回は回復期病棟入棟早期に転倒した患者の特徴を把握した。今後は地域連携室での転倒予防対策を
検討していく。
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4-4-2　医療安全・事故対策

転倒転落率低下への取り組み　～転倒予防チームの活動報告～

1城東病院　療養支援部，2城東院院　医局，3城東病院　薬剤課，4城東病院　管理栄養課

○長
おさだ

田　久
ひさえ

恵（看護師）1，村松　篤2，堀越　弘子1，大塚　茂貴3，和田　千夏4，荒木　亜樹1，岩淵　琴美1，
藤田　恵美1，福山　由美江1，坂東　真弓1

１．はじめに：転倒予防チーム（以下チーム）発足して３年目となり、2019年度の病院全体の転倒転落発生率
は2018年度に比べ2倍以上の2.38％であった。そこで、多職種によるアセスメント、予防対策の介入を適切に
行うことが必要と考え、今年度チームの目標として①入院時カンファレンス時、転倒リスクアセスメントを行
う②事象後のカンファレンスを1～2日で行う③転倒ラウンドをチームで行う事とした。
２．研究目的：チームの活動を周知し、全職員が理解し転倒予防ができる。
３．研究方法：チームの活動状況と2020年9月までの転倒率を前年度と比較した。さらに、看護師、理学療法士、
作業療法士、薬剤師、管理栄養士、介護士に対して2020年4月と9月の2回、転倒転落に関して無記名自記式で
調査を行い、単純集計した。
４．結果：①チーム活動報告　入院時より転倒転落についてアセスメントができ、事象後カンファレンスはほ
ぼ1～2日で出来ていた。転倒ラウンドでは多職種で意見交換ができ、予紡対策を適時修正することができた。
そして、9月までの転倒率は1.08％に減少した。②4月・9月の調査については、「入院時カンファレンスにおい
て転倒リスクを検討しているか」「事象後カンファレンスは1～2日で出来ているか」「カンファレンスの検討内
容が反映出来ているか」の全ての項目において4月より9月の方が8～29ポイント上がっていた。
５．考察：チームとして活動を強化することにより、予防を意識した対策につながり転倒率を減らすことがで
きた。ただし、6名の患者が期間中2～3回の転倒を繰り返しているため、対策の妥当性の検討が必要だと思わ
れた。調査結果においては4月より9月の方が転倒予防に対する意識が高まってきていると考える。
６．おわりに：チームの働きかけにより転倒率が減少した。また、調査からチームの活動が周知でき、転倒予
防に対する意識が高まった。
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4-4-3　医療安全・事故対策

当院の転倒予防対策と今後の展望

島の病院おおたに　リハビリテーション部

○中
なかの

野　慎
しんや

也（理学療法士），上田　悟子，増本　雅也，坂村　菜緒，今田　穂佳

【はじめに】
転倒者の再転倒率が、全国的にも高いことは周知のとおりである。当院においても昨年度1年間の転倒件数の内、
再転倒の件数は全体の約28％にもおよび、特に顕著となっている。
当院回復期リハビリテーション病棟（以下、回リハ病棟）では、今年度の転倒予防対策として、看護師、看護
補助者を含む転倒予防対策チームを結成し、再転倒を予防するために、現状の転倒後カンファレンスに加え、
環境設定シートの充実、転倒係でのミーティング回数の増加を試みた。その取り組みについて報告する。

【転倒予防対策】
当院回リハ病棟では転倒予防対策として主に2つの対策を行っている。入院時に転倒リスクについて担当者が
検討し、紙面でスタッフ全員へ周知している。また、病室にはベッド周囲の環境を図に示し、転倒リスクにつ
いて提示した環境設定シートを掲示している。環境設定シートをベッドサイドに掲示することで、スタッフが
訪室時に処置やリハを実施した後に、環境設定をスムーズに行うことができる。
また転倒係として、看護、リハでチームを組み、定期的なミーティングを実施。転倒が起きた際は、第1発見者、
リハ担当者、転倒係で集まり、転倒時の状況分析と5W1Hを用いた対策をたてる。そこで立てた対策を周知し、
1週間実施。1週間後に再度カンファレンスを行う。

【おわりに】
現状の取り組みに加えて、環境設定シートの充実、転倒係に看護・看護補助者が加わり、ミーティング回数の
増加を試みた。取り組みにより、転倒件数や人為的ミスが減ったかどうか、引き続きデータ集計、スタッフへ
のアンケート調査をおこなっていく。
また現在、当院回リハ病棟では、アセスメントツールとして転倒・転落危険度スコアを使用しているが、より
多職種で情報共有を行うことのできる当院独自の転倒アセスメントツールの作成を検討したい。
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4-4-4　医療安全・事故対策

特浴での入浴介助における業務改善
～表皮剥離アクシデントの減少をめざして～

江藤病院

○正
まさき

木　仁
にへい

平（介護福祉士），東根　裕太，仁木　雄一，脇岡　真司，富永　安栄，藤田　光子，大和　孝子，
由宇　教浩，武久　洋三

［はじめに］
当院の医療療養病棟では入浴介助時の移動用ストレッチャー上での表皮剥離のアクシデントが継続的に発生し
ていた。そこで、表皮剥離減少を目的に問題を抽出し、ハード面に着目し業務変更を行った。その結果、多方
面で有益な効果があったので報告する。

［方法］
①移動用ストレッチャーを使用せず、ベッドごと病室から浴室へ移動して待機や更衣もベッド上で実施。
②研究期間：2020/7/1～12/31
②変更前後の表皮剥離の発生件数の比較。
③変更後、職員への意見・感想を聴取。

［結果］
表皮剥離発生件数は変更前（7/1～9/15）7件、変更後（9/16～12/31）0件だった。意見・感想は、ベッドの方
が広い為更衣がしやすく、転落のリスクが減少した。待ち時間や背部の負担も減った。移動用ストレッチャー
の手動での高さ調整が不要になった。ベッドからストレッチャーへの移乗がなくなったので患者・職員ともに
身体的負担が減った。シーツ交換が同時にでき業務効率が良くなった。動線を変更したため男女の入れ替わり
もスムーズになった。広い浴室を有効活用し、ソーシャルディスタンスが取れている。などの肯定的な意見が
多かった。一方、否定的な意見として、入浴後シーツが濡れる。ベッド車輪の摩耗が心配。ベッドの移動は廊
下やエレベーター内で周囲に迷惑になっている可能性等があがった。

［考察］
今回、浴室の恵まれたハード面を有効活用して、入浴介助方法を変更したことで以下のように業務改善するこ
とができた。①ストレッチャー上でのケアを廃止し、ベッド上で行うことで表皮剥離がなくなった。②転落の
リスクや身体的負担が軽減し患者様にとって以前より安全で安楽となった。③業務効率が良くなり職員の負担
軽減になった。今後も定期的に業務の見直し、安全で安楽なより質の高いケアの提供に努めたい。
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4-4-5　医療安全・事故対策

当院におけるインシデント報告件数の増加に向けた取り組み

1東名裾野病院　薬剤科，2東名裾野病院　看護科，3東名裾野病院　リハビリテーション科，4東名裾野病院　臨床工学科，
5東名裾野病院　放射線科，6東名裾野病院　栄養科，7東名裾野病院　医師

○上
うえの

野　知
ち え こ

永子（薬剤師）1，渡辺　美穂2，高梨　千尋2，高田　洋美3，菅原　大輔4，渡邊　巧司5，
千綾　龍児6，木本　華織7

【はじめに】
　当院は2017年6月より電子システムのインシデントレポートの管理を開始したが、導入当初は報告件数が少
なく、システムを有効に活用することが出来なかった。
　職員への聞き取り調査を行った結果、インシデント報告に対する意識の低さや、職員の国際化による言語理
解の問題、入力時間の確保困難等が原因であると考え、医療安全委員会で様々な取り組みを行った結果を報告
する。

【取り組み】
　発生した事象と対応等の第一報の報告用紙を作成し、レポート入力のルールを統一、その流れをマニュアル
化した。
　また、院内のお知らせや回覧板を多様な言語で作成。そしてレポート入力時間の確保のため職員の勤務体制
の見直しを図り、最後に様々な対策の効果判定をするための職員対象のアンケートを実施した。

【考察・まとめ】
　上記取り組みにより、インシデント報告に対してどこに報告して、どこに何を書けば良いのか分らないといっ
た最初の段階での迷いが解消され、インシデントに対する認識の変化も生まれた。また多様な言語による回覧
板の作成にて日本語の理解が難しい職員にもインシデント報告業務への理解が得られ、勤務体系の見直しを図っ
た事でパソコン入力をする時間が確保できるようになった。
　インシデント報告は年間に病床の5倍の件数が望ましいとの報告もあるが、導入初年度は年間報告件数が64
件であったのに対し、2018年度104件、2019年度は124件、2020年度は180件と理想には達しないが年々報告件
数は増加している。

【結語】
　上記取り組みはインシデント報告増加に効果を示したが、報告件数としては現状でも足りない状態と言える。
今後も更なるインシデント管理システムの有効的な活用を思索し報告件数の増加に繋げて行きたい。
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4-5-1　医療の質・クオリティインディケーター、医療安全、事故対策、臨床倫理、予防医療、健診

Safety-Ⅱの推進への取り組み

1光市立光総合病院　リハビリテーション科，2光市立光総合病院　医療安全推進室

○細
ほその

野　健
けんた

太（理学療法士）1，山下　彩希里2

【目的】医療安全の概念は ｢失敗から学び失敗事例を減らす:Safety-Ⅰ｣ から ｢成功から学び成功事例を増やす:
Safety-Ⅱ｣ への転換期を迎えている。当院でもSafety-Ⅱの概念を基盤とするレジリエントヘルスケアを推進
しているが,未だ道半ばであり現場での十分な応用には至っていない。今後のSafety-Ⅱの推進への取り組みを
模索するため,全職員にアンケートを行なった。【方法】全職員に質問紙によるアンケートを行った。調査項目
は1.Safety-Ⅱと言う言葉を聞いたことがありますか?2.Safety-Ⅱの考え方を知っていますか?3.インシデント
事例について考える際に,Safety-Ⅱの視点で考えたことがありますか?4.Safety-Ⅱを知ってからインシデント
事例に対する気持ち,行動に変化がありましたか?とした。【結果】全職員324名に対し,264名より回答を得た

（80.9%）。1.Safety-Ⅱと言う言葉を聞いたことがありますか?ある:231名（87.5%）,ない:33名（12.5%）。2.Safety-
Ⅱの考え方を知っていますか?知っている:62名（23.7%）,どちらかといえば知っている:100名（38.2%）,どち
らともいえない:41名（15.6%）,どちらかといえば知らない:25名（9.5%）,知らない:34名（13.0%）。3.インシデ
ント事例について考える際に,Safety-Ⅱの視点で考えたことがありますか?自発的に考えた:44名（17.6%）,勧
められて考えた:131名（50.8%）,考えたことがない:83名（31.7%）。4.Safety-Ⅱを知ってからインシデント事例
に対する気持ち,行動に変化がありましたか?変化があった:118名（52.9%）,変化がなかった:105名（47.1%）。【考
察】Safety-Ⅱと言う言葉,概念は職員に認識されている一方,Safety-Ⅱを自発的に考えた人は17%と低く,考え
方は理解されているが,現場での応用が難しい状況が明らかになった。50%の職員に気持ち,行動の変化があり,
内容も好意的なものが多く,Safety-Ⅱを受け入れる準備はできていると思われる。今後は,現場で実施しやすい
ことを意識した啓発活動が必要である。
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4-5-2　医療の質・クオリティインディケーター、医療安全、事故対策、臨床倫理、予防医療、健診

当院における人工呼吸器の安全使用教育に関する取り組みと今後の課題

1第二積善病院　診療部　臨床工学室，2第二積善病院　看護部　リンクナース

○村
むらた

田　章
あきひろ

紘（臨床工学技士）1，橋本　怜奈2，伊藤　晴香2，高橋　渓2，堀井　ルミ子2，髙瀬　章乃2，
西田　有希子2

【はじめに】
　開院から5年が経過しケアミックス型の当院において、人工呼吸器の安全使用教育を継続的に行ってきたが、
当該教育を実施するまでのプロセスと取り組み内容について振り返り、現状と今後の展望について報告する。

【方法】
　開院2015.11～2020.11までに実施した研修会の内容、アンケート調査の実施、人工呼吸器の機種変更に伴う
医療安全の質向上周知と機器操作等の再教育に関する取り組み、医療機器に関するヒヤリハット事例など、過
去5年間の取り組みを振り返る。

【結果】
　開院当初、人工呼吸療法について年1回の研修会を実施してきたが医療機器安全管理員会において、医療機
器理解度に関するアンケートを看護師対象に行った結果、人工呼吸器に関する使用方法やトラブル対応につい
ての理解不足が全体の半数以上であった。
　開院2年後に人工呼吸器に関する運用統一、周辺機器の充実を図るため、人工呼吸器機種変更を行い、呼吸
回路の簡略化や統一、呼吸療法に関連した医療材料（気管切開カニューレ、各種酸素療法デバイス等）につい
ても研修会を実施した。
　院内医療安全報告書の中から医療機器に関するヒヤリハット事例を分析し、人工呼吸器分野に関する事例を
元に研修会内容を選定、実例に沿った振り返り研修を行った。

【考察】
　試行錯誤しながら研修内容は倦怠化せず実施を心掛けてきた。業務時間内に行う都合上100％の参加率が望
めず、研修回数を増やすなど対策は講じているものの50％程度の参加率である。
　また筆者である臨床工学技士（医療機器安全管理責任者）が主導で行ってきた各種研修会を昨年よりリンク
ナース主導による研修会実施へ改革し、研修会以外でも伝達できるよう、人工呼吸器及び周辺デバイスに関す
る不足や不安を限りなく少なるよう、さらなる取り組みの改革に努めていきたい。
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4-5-3　医療の質・クオリティインディケーター、医療安全、事故対策、臨床倫理、予防医療、健診

本病棟における与薬のインシデント・アクシデントの発生状況の実態

1定山渓病院　看護部　3階B病棟，2定山渓病院　看護部　看護管理室

○川
かわぶち

渕　一
いっせい

世（看護師）1，鈴木　志津恵1，瀬川　公美1，板東　利枝2

Ⅰ.はじめに
本病棟は医療療養病棟で医療処置を必要とされる患者が多く入院している。2019年4月～12月のインシデント・
アクシデント（以下IA）レポートを分析したところ、薬剤関連のIAが最も多く、約4割を占めていた。中で
も約8割が与薬に関するIAであることが分かった。そのため、安全な与薬を行うためには、IAの発生状況の
実態を明らかにする必要があると考えた。
Ⅱ.目的
本病棟のIAレポートをもとに与薬に関するIAの発生状況の実態を明らかにする。
Ⅲ.研究方法
1.研究期間
2020年4月から2021年3月
2.研究対象
2019年4月から12月に本病棟で発生した与薬に関するIAレポート
3.分析方法
IAレポートから、曜日、レベル別、病棟配属年数、IA内容、場所、経験年数、内服薬：貼用剤比、発見時間
などを抽出し、単純計算し、比較分析した。
4.倫理的配慮
当院の倫理審査委員会の承認を得て実施した。
Ⅳ.結果
1.本病棟の概要
病床数53床、看護体制20：1、平均看護師数16.1人、看護助手（以下、CW）10.2人である。看護師平均経験年
数17.8年、看護師の平均配属年数は1年未満が56.2％である。
2.IAレポート集計結果
IAレポート総数は84件、そのうち与薬に関するIAは24件であった。曜日は木曜日が5件（21.7％）で最も多かっ
た。レベルは1と2で21件（91.3％）だった。発見時間は日勤が12件（52.1％）であった。配属年数は0～3年が
19人（82.6％）。IA内容は未投薬が15件（65.2％）を占めていた。経験年数21～30年が10人（43.4％）。内服薬
と貼用剤は内服薬が20件（86.9％）であった。
Ⅴ.考察
IA発生が木曜日に多いのは、木曜日が定期薬セット日のため、発見されると考える。配属年数が4年以上でも
約2割の人に発生しており、業務に慣れていても一定数発生している現状が分かった。時間薬は投薬時にダブ
ルチェックの仕組みがなく、確認不足や準備段階の見落としが未投薬のIAに繋がっていた。今回の結果から、
新たな改善策の構築が必要だと考える。
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4-5-4　医療の質・クオリティインディケーター、医療安全、事故対策、臨床倫理、予防医療、健診

倫理事例研修の取り組みと今後の課題
～倫理研修を通してみえてきたもの～

南野病院　看護部

○井
いのうえ

上　二
じろう

郎（看護師）

Ⅰ.はじめに
医療従事者にとって倫理的視点を考えながら業務することは重要である。今回、倫理研修の一環として事例を
通し7項目に渡り倫理的視点で記載、職種別・指摘内容別に看護部教育委員が分析した結果、患者にとっての
最善を検討でき、今後の倫理教育方法についても示唆を得られたのでここに報告する。
Ⅱ.方法
1）対象：全職員
2）研修期間：2020年11月9日事例配布、2020年11月24日回収
3）評価方法：事例配布、回答はフリー記載。事例を①「愛称」②「ケアを押しつけ」③「能力を過小評価」④「人
として見ずモノとして扱っている」⑤「排泄」⑥「食事介助」⑦「情報提供（内服）」の7項目に渡り倫理的視
点を集計・分析。
Ⅲ.倫理的配慮
研究対象者の個人情報を保護、紙媒体のデータは破棄し情報流出防止に努めた。本研究は所属病院の倫理検討
委員会での承認を得て実施。
Ⅳ.結果
7項目について回答率は、①76.9％②69.8％③19.8％④33.9％⑤93.5％⑥83.9％⑦76.2％、回答数は、6～7個
25.7％、3～5個64.1％、1～2個10.2％であった。③④の場面での気付きが出来ている職員が少なかった。緩和ケ
ア病棟では、全体的に倫理的な気付きが多くみられる傾向にあった。
Ⅴ.考察
回答数が1～2個の職員は10.2％、入職後1～2年未満の職員が多く倫理についての認識・知識不足が考えられた。
①⑤の場面では、コメディカル・事務職員等も倫理的な気付きが多く、基本的な倫理的視点を持っていると伺
える。また、日々、倫理カンファレンスを実施している緩和ケア病棟は、全体的に倫理的な気付きが多く見ら
れ、倫理カンファレンスを開催することで倫理的視点を考えながら業務に取り組んでいると推測する。
Ⅵ.まとめ
1.入職後1～2年目職員は倫理的視点での気付きが少なく、今後も継続して倫理教育を行っていく必要がある。
2.倫理カンファレンスの開催は、倫理的視野を高め業務の中で倫理的視点を考えることに有効である。



第29回日本慢性期医療学会

4-5-5　医療の質・クオリティインディケーター、医療安全、事故対策、臨床倫理、予防医療、健診

頚部痛者に対する微細振動がVＤT作業時の頚部筋活動に与える影響
～振幅確率密度関数解析を用いて～

原病院　リハビリテーション部

○山
やまさき

﨑　博
ひろき

喜（理学療法士）

【はじめに、目的】
昨今、コンピュータを長時間使用するために，VＤT作業時の研究が多くなされている．これまで自身の研究
では，頚部痛者と健常者の両方に姿勢に対して口頭指示を与え，良座位姿勢時の頚部周囲の筋活動を計測した
結果，頚部痛者の僧帽筋の筋活動は健常者に比べ高値を示した．つまり，頚部痛者に対しては良肢位や環境設
定では限界があることを感じている．そこで古くから研究されている振動刺激を取り入れることで，筋活動を
減少させることができるかを予備的に実験した．

【方法】
振動刺激はオフィスチェアの座面下にマイクロモーター（シェルDC8V4200RPM，uxcell製）を2台挿入し，
背もたれ背側部にスイッチを取り付けた．振動は作業の阻害因子になることがあるため，微細振動とした．
被検者は頚部痛者2名男性（３７歳と４６歳）とした．過去1年間で頚部痛により病院を受診したもので，NDIは
10/50以上とした．30分間VDT作業を行い，最初の５分と１０分は振動刺激無，その後は５分ずつ振動刺激有無
を繰り返した．各５分のうちの1分間表面筋電図を用いて右僧帽筋上部の筋活動を計測した．APDF解析を行い，
作業時筋活動における許容値を求めた．

【結果】
疼痛者２名とも微細振動後に僧帽筋の筋活動が減少を示した．

【結論】
本研究から，微細振動刺激を与えることで僧帽筋の筋活動が減少することが示唆された．１名は振動刺激有時
に振動無時と比べ筋活動が減少した．もう1名は２回目の振動刺激有時に筋活動が減少した．これまで腰痛患
者に対する振動療法では，腰部の不快感や疼痛が減少した報告はみられるが，頚部の影響をみたものはない．
今回の事象は軽度な疼痛を抱えながら働く就労者においては，頚部負担軽減方法の一つとなりえる可能性があ
る．今後は，頭頚部と胸腰部の関係性を調査していきたい．
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4-6-1　感染症COVID-19、感染症

地域包括ケア病棟で受け入れたCOVID-19治療後患者の報告

原土井病院　リハビリテーション部

○ 下
しもはらい

拂 　綾
あやの

乃（理学療法士）

【はじめに】
　当院では2020年12月よりCOVID-19治療後の高齢患者を地域包括ケア病棟（以下、ケア病棟）で受け入れリ
ハビリを開始した。
　厚生労働省の定める退院・隔離解除基準を到達したがADL低下により生活の場に戻れない患者を当院及び
他の医療機関より積極的に受け入れている。
　当院でのCOVID-19感染対策や患者の特徴等を報告する。

【対象】
　2020年12月26日～2021年5月31日にケア病棟に入院した29名。

【感染対策】
　当院医局会・感染対策委員会承認の下、ケア病棟入棟1～7病日は自室内リハビリ（Thは標準予防策+フェ
イスシールド+手袋+エプロン装着）、入棟8～14病日は病棟内リハビリ（Thは標準予防策+フェイスシール
ド装着）、入棟15病日以降はリハビリ室実施可とした。

【結果】
　平均年齢85.9歳、性別：男性11名・女性18名、重症度：重症7名・中等症Ⅰ4名・中等症Ⅱ17名、重症1名、
平均在院日数28.3日、平均FIM利得5.7点。介護認定は要介護1：6名・要介護2：8名・要介護3：5名・要介護4：
3名・要介護5：3名・取得なし：4名。
　入院元は自宅14名、施設12名、院内感染3名。転出先は自宅9名、施設14名、一般病棟1名、療養病棟3名、転
院1名、死亡退院1名。自宅から入院した14名のうち4名はADL低下や介護者のCOVID-19罹患で介護困難とな
り施設入所となった。施設の受け入れ態勢が整うまでに時間を要することもあり、その4名の平均在院日数は
50.5日となった。
　起立性低血圧を生じた症例が3名おり、歩行やADL練習に難渋した。

【まとめ】
　当院規定の感染対策の下、生活の場への退院を目指しリハビリを行っている。
　ケア病棟にはCOVID-19治療後以外の患者もおり隔離解除基準を満たした患者とはいえ万全の対応をとった
が、6月からは感染症Dr.とも検討し対策の緩和も少しずつ実施している。
　今後は既往症やその他要因によって身体機能改善や退院先に影響があるのかといったことも精査し、リハビ
リ・退院支援に努めていく。
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4-6-2　感染症COVID-19、感染症

療養病棟入院患者および患者家族におけるCOVID-19の意識調査

1富家千葉病院　臨床心理室，2富家千葉病院　人工透析外科，3富家千葉病院　医局

○板
いたがき

垣　仁
ひとみ

美（臨床心理士）1，中埜　椋太1，影原　彰人2，小出　一樹3，須賀　晴彦3

問題と目的
　2020年からCOVID-19は日本全国で猛威を奮っており、感染状況も劇的な改善等がないままに1年以上が経
過した。当院においても2020年3月より院内感染対策はもちろんのこと、面会制限や外出制限、職員の定期的
な抗原検査・PCR検査などを実施している。長期入院を余儀なくされている療養病棟では、面会制限や外出
制限による患者・家族の精神的影響が大きいことが懸念されるも、感染対策を蔑ろにすることはできないこと
もあり、対応が難しい状況が続いている。そこで、本研究では入院生活に伴うCOVID-19についての意識調査
を行い患者・家族の認識を把握すること、そしてCOVID-19対策下での精神的影響を明らかにすることを目的
とした。
方法
患者・家族へのCOVID-19についての聞き取りおよびに家族へのアンケート送付による回答を募る。
期間：2021年1月～7月
対象者：療養病棟およびに障碍者病棟入院患者、患者家族
調査内容：
　口頭あるいは筆談等で回答可能な患者に対し、コロナウイルスに関わる入院の困りごとや不安について聞き
取りを行う。調査は2回（2021年1月、6月）実施する。
　患者家族へは患者とほぼ同様の項目についてアンケート送付を行い、返信用封筒にて返送、あるいは病院受
付にて回収を行う。家族へは病院の感染対策についてまとめた資料を同封した。
結果
　2021年1月の患者様の聞き取り項目では、115名中意思疎通が可能であった35名の回答について分析を行った。
コロナウイルスについては全員が『知っている』と回答。コロナ禍での困りごとは約4割の方が『ある』と回
答され、多くが面会制限について述べていた。約半数の方が自身の感染が不安であることがわかった。ご家族
様への調査およびに患者様への第2回の結果については現在調査中であり、当日報告したい。
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4-6-3　感染症COVID-19、感染症

慢性期透析病棟での新型コロナウイルス感染症クラスターの経験

静岡徳洲会病院

○山
やまのうえ

之上　弘
ひろき

樹（医師），石谷　智代，望月　美孝，奥村　仁志，杉山　慶太，金原　美怜，西山　友香，
遠藤　優太，西郷　美智子，志賀　正直

【はじめに】
当院は2020年12月から2021年1月にかけて慢性期透析病棟を含む新型コロナウイルス感染症のクラスターを経
験した。今回我々は慢性期透析病棟でのクラスターを中心に報告する。

【状況】
2020/12/8勤務中発熱した看護師が新型コロナウイルスPCR陽性であったことをきっかけに90名の患者が発生
するクラスターが発生した。当初は急性期病棟のクラスターであったが、2020/12/21に慢性期透析病棟の発熱
患者から新型コロナウイルスPCR陽性者が発見、翌日のスクリーニング調査で職員3名、患者5名が発見され、
クラスターが起こっていることが判明した。病棟の発端は患者であったが、一週間前より上気道炎症状を発症
している職員が判明し、職員経由での持ち込みが疑われた。当該病棟は40名の入院患者中39名が透析患者であ
り、その多くが介護を要する患者であった。

【対応】
病院内の新型コロナウイルス対応病棟は満床であり、県内の他病院も透析患者の新型コロナウイルス感染者は
受け入れ困難であったため、やむなく当該病棟のゾーニングを行った。職員の感染者は2チームに分けていた
担当患者の片方のみであったため、感染者のゾーン、感染した職員が担当したゾーン、感染した職員が担当し
たゾーンとゾーン分けを行った。また、他病棟から看護責任者を応援に出し管理業務の支援を行った。また、
透析は引き続き透析室で行ったが、外来患者の時間帯、当該病棟以外の入院患者の時間帯、当該病棟の時間帯
の3グループにわけ、患者の交差が起こらないようにした。当該病棟のクラスターは24日間で終息したが、職
員12名、患者26名が感染した。

【考察】
飛沫・接触感染で感染する新型コロナウイルスは、潜伏期間が14日間と言われ、日常の感染対策が不十分であ
ると、気がついたときにはすでに感染が拡大している可能性が高い。日常の感染対策を十分行うとともに職員
経由での感染の持ち込みを防ぐため、十分な職員教育が必要である。
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慢性期病院における新型コロナウィルス感染症の受け入れ病棟での３４例の経験

富家病院

○富
ふ け

家　隆
たかき

樹（医師），大谷　祐之，井上　恵美子，森下　哲夫

【はじめに】当院では、2020年10月１日より新型コロナウィルス感染症受け入れ病床として病院脇に隣接した
駐車場に５床の仮設病棟を設置した。受け入れ開始後より2021年1月31日までに経験した34例について検討し
たので報告する。

【対象】2020年10月1日より2021年1月31日までの４ヶ月間に当院のある埼玉県の新型コロナウィルス感染症患
者入院調整本部から、抗原検査もしくはPCR検査陽性が確認され入院受け入れとなった患者とした。患者の
身体機能や状態は、仮設病棟の設備面の問題から、日常生活動作自立・認知症状が高度でない軽症～中等症I
までとした。

【治療】入院後は、状態に応じた保存療法を開始した。動脈血酸素飽和度96％以下を酸素投与開始基準とし、
動脈血酸素飽和度96％以下を酸素投与適応とし、94％以下で、ファビピラビル投与の適応とした。D-ダイマー
高値もしくは、糖尿病・脂質異常症の併存やBMI25以上を抗凝固療法の適応とし抗凝固薬DOACの投与をお
こなった。また、画像上の肺炎像とCRPの高値で、抗菌薬併用とした。ファビピラビル開始後も持続する発
熱に対してはステロイド（デキサメタゾン経口）の投与の対象とした。

【考察】入院時の胸部CTで30例に肺炎像が認められ、その50％がファビピラビルの投与が必要となった。また、
Happyhypoxemiaも9例にみられた。新型コロナウィルス感染症の初期に無自覚症状・無症候であっても、そ
の後治療が必要となる症例は少なくなく、自宅待機中の急変や死亡例なども存在する。さらに無症候者が感染
拡大の一因とされている。これらを回避するためには感染が確認された時点で、無症候者でも血液検査や胸部
CTなどの諸検査を行い重症化予測の必要性があると考えられた。
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感染症対策に対する病棟スタッフの意識・手指衛生の統一に向けたアプローチ

吉田記念病院　看護部

○中
なかぞの

園　玲
れいら

羅（看護師），大田　侑

はじめに
　現在、当病棟では入院前からの保菌も含めESBL・MRSAの保菌者が入院している。コロナ禍で意識が高まり、
当病棟でも標準予防策の徹底やコホーティングを行うなど感染予防に努めている。しかし保菌者の同室者から
同様の菌が検出されることがあり、保菌者に対する感染予防ケアに個人差があるのではないかと考えた。そこ
でスタッフが、病棟患者が保菌している感染症の知識を深め、標準予防策を徹底することで感染予防が統一さ
れ、感染予防の取り組み方に変化が出るのではないかと考えた。

目的
　病棟スタッフの感染予防対策についての知識・意識の統一・標準予防策の統一

対象
　病棟スタッフ（看護師13名・看護補助者７名）

期間
　2021年3月～10月

研究方法
　病棟スタッフへアンケート調査・手指衛生実施・勉強会

経過
　はじめに、スタッフが使用している消毒液の使用量を調査した。結果、約600㎖の使用差があり、使用頻度
に違いがあることが分かった。また、ESBL・MRSA・手指衛生の理解度調査の為アンケートを行った結果、
2つの感染症の特徴や症状・感染経路を正確に説明できたスタッフは5％で、ESBL・MRSAの知識は足りないが、
一般的な感染症の知識はあると感じた回答は70％であった。看護補助者も含めた結果の為低い割合になったと
考える。そこで、ESBL・MRSAの勉強会を行った。手洗いの正しい方法は理解していても、手洗い時間の不
足が感じられたスタッフがいた為、手洗いを実施し、正しい手洗いが出来ているか確認を行う。

今後の課題
　スタッフの消毒液の使用方法を継続して調査し、再度アンケートを取り、感染症への理解度や感染予防に変
化があったか研究を続けていきたい。
また、スタッフ全員が病棟保菌者の具体的な内容を確認する為直接質問を行い意識づけることで、標準予防策
が徹底されるよう、今後の感染予防に繋げたい。
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高齢の新型コロナウイルス感染患者への対応

1原土井病院　内科，2九州大学病院　総合診療科

○三
みよし

好　かほり（医師）1，池崎　裕昭2，加勢田　富士子1，永樂　訓三1，野村　秀幸1，原　寛1

【はじめに】新型コロナウイルス感染症（Covid-19）は、高齢者が感染すると重症化しやすく、ADLの低下が
みられる。介護を必要とする患者が多く、感染指定病院や重点病院などの病床を逼迫させている。そこで、回
復期医療を主とする原土井病院では、介護を必要とする高齢のCovid-19患者や高齢のアフターコロナ患者を積
極的に引き受けてきたので、ここでその対応について報告する。【対象と方法】対象は、原土井病院に2020年8
月1日から2021年5月31日までにコロナ専用病棟に入院した、介護を必要とする高齢のCovid-19患者：70例とし
た。第2波：13例、第3波：41例、第4波：16例、男性：24例、女性：46例、年齢は63歳から100歳で、60歳代：2例、
70歳代：14例、80歳代：29例、90歳以上：25例、平均年齢：84.2歳で、平均在院日数は13.5日であった。また、
2021年1月1日から5月31日までに原土井病院に入院したアフターコロナ患者41例、男性：16例、女性：25例、
平均年齢：83.3歳、平均在院日数：25.3日であった。【結果】時期別（第2波,第3波,第4波）では、平均年齢（88.6,
85.0,84.6歳）、平均在院日数（12.7,13.3,14.9日）、死亡者（8%,10%,13%）、酸素投与者（54%,42%,94%）、ス
テロイド治療者（15%,39%,94%）、レムデシビル治療者（0%,0%,31%）、転棟（77%,20%,81%）、自宅（8%,
27%,0%）、施設（0%,32%,6%）であった。【結語】平均年齢は84.2歳で、約8割が80歳以上の高齢者であった。
第4波では患者の90%以上が中等症以上で、死亡者や酸素投与、ステロイド治療、抗ウイルス治療患者が多く、
アフターコロナ病棟へ転棟となった。アフターコロナ患者は、全員回復した。
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院内のコロナ感染ゼロの日の継続
～コロナ禍におけるマスク着用・手指衛生の徹底～

1大久野病院　介護医療院，2大久野病院　看護部，3大久野病院　医師

○橋
はしもと

本　明
あきこ

子（介護福祉士）1，荒井　潤子1，伊永　貴子1，蛯名　由美子1，岸下　結花2，森松　靜2，
進藤　晃3

【目的】
介護医療院に入所されている利用者は高齢かつ複数の基礎疾患を持っており、新型コロナウイルス感染症に罹
患した場合重症化しやすい。入所環境の整備や換気はもちろん、職員の正しいマスクの着用や手指衛生の徹底
は最も重要な感染対策である。しかし、繁忙な業務の中で職員一人ひとりが確実にその行為を励行することは
難しく、手洗いや手指衛生が端折って行われたりマスクが正しく着用されていないケースが散見された。そこ
で、当院ではそれらの感染予防対策の徹底を図るための取り組みを行ったので報告する。

【方法】
１．2020年9月より手洗い実施の監査・指導のため「手洗い班長」を、マスク装着の監視・指導のため「マスク班長」
を各1名ずつ配置
２．正しい手洗い励行のため手洗い場所に30秒タイマーオルゴールを設置
３．ご家族面会者にマスク着用・手指消毒の徹底と面会用アクリル板使用を依頼
４．退院後の病床消毒
【結果】
１．「手洗い班長」の1日の平均指導回数2020年9月：10回→2021年5月：0回
「マスク班長」の1日の平均指導回数2020年9月：5回→2021年5月：0回
２．ガイドラインに沿った手洗い時間の順守
４．職員の感染者ゼロ
５．2020年2月～2021年5月の面会者数3,149名、利用者及び家族の感染者ゼロ
【考察】
今回、「マスク班長」「手洗い班長」という役割をスタッフの中から配置したことにより、現場でその都度指導
していくことができた。指導した回数はその回数だけ、飛沫感染や接触感染を防止できたことになる。各班長
からの指導は設置当初から徐々に減少しており、今回の取り組みは職員の意識を向上させる効果もあったと考
える。また、タイマーオルゴールの使用は正しい時間での手洗いを順守することに効果的であった。このよう
に経路別感染予防策の隙をなくしたことが、当院に入院後陽性が判明した患者が院内にいた時もクラスターに
ならず、院内感染ゼロを継続することができているのだと考える。
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地域包括ケア病棟で受け入れを行った新型コロナウイルス感染症から回復した患者（3症例）

藍野病院　看護部

○岩
いわむら

村　俊
としひこ

彦（看護師）

«はじめに»
新型コロナウイルス感染症から回復した患者は、治療の継続やADL低下等により自宅退院が困難になること
があり、コロナ専門病棟の病床がひっ迫する原因の１つになるため、患者の転院支援が極めて重要である。
2021年2月に地域包括ケア病棟で新型コロナウイルス感染症から回復した3名の患者の受け入れを行った。今回、
どのような状態で地域包括ケア病棟に入院となっていたのかを明らかにすることで、今後の受け入れ体制の整
備や退院支援の一助にすることを目的に検討したことを報告する
«対象»
2021年2月コロナ専門病棟から地域包括ケア病棟で受け入れを行った3名の患者
«方法»
カルテより後方視的にまとめた
«結果»
症例１84歳男性、新型コロナウイルス感染症罹患時の重症度：重症、看護必要度A項目：2点、Barthel
Index：0点、LongCOVID：2症状
症例２84歳男性、新型コロナウイルス感染症罹患時の重症度：中等症Ⅱ、入院時の看護必要度A項目0点、
BarthelIndex：70点、LongCOVID：1症状
症例３90歳男性、新型コロナウイルス感染症罹患時の重症度：中等症Ⅱ、入院時の看護必要度A項目3点、
BarthelIndex：0点、LongCOVID：3症状
«考察»
コロナ専門病棟から地域包括ケア病棟で受け入れを行った患者は平均86歳と高齢で、3名のうち2名は看護必要
度A項目が2点以上で重症度が高い状態であった。円滑な後方支援を行うためにも、重症度の高い患者を受け
入れることができる病室の確保、モニターなどのハード面の整備、人材の配置が必要である。また、ADLの
低下も著しく、自宅退院することが困難な状態であった。早期からのリハビリテーションの介入が必要であり、
多職種が連携してコロナ専門病棟からの受け入れを行い、患者家族が望む療養先を目指すことができるように
退院支援していくことが重要だと考えられた。
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新型コロナウイルスに対する当院の検査体制

富家病院　検査科

○辻
つじ

　友
ゆ き

紀（臨床検査技師），大竹　京子，石丸　香，藤沢　あすか，齋藤　知美

【背景・目的】
新型コロナウイルス感染症（COVID-19）は、2020年1月に国内1例目が発生して以降、各地で感染が広がっている。
当院は慢性期病院であり重症者、高齢者、透析患者が多く入院している中でクラスター発生防止が必要不可欠
であり、水際対策としてPCR検査の導入、検査体制の構築が必要となった。今回、COVID-19における検査体
制の構築について報告する。

【活動内容】
当院では2020年5月より新規入院患者全員に対し外部委託のPCR検査を開始した。翌日結果がでるまでは個室
で隔離対応をし、特定のスタッフ以外は関わらないようにした。結果がでるまでに時間を要することから、院
内でのPCR検査機器の導入を検討。2020年8月より、FilmArray（BIOMERIEUX）を導入し、45分で検査結
果を報告できるようになった。その後15分で結果がでるIDNOW（Abbott）を導入し、検査数が増えたこと
により更にFilmArrayを2台追加導入した。それぞれの特徴を活かし使い分けている。職員の感染対策として、
2020年7月より月1回の抗体検査を開始、2021年1月より月2回の抗原検査、3月より月2回の唾液PCR検査を行っ
ている。ワクチン接種が開始され、接種後の抗体検査も実施した。病院内に入館する全員の新型コロナウイル
スを否定し院内への持ち込みが起こらない検査体制をとっている。関連施設においても新規入居前、新規施設
利用前に院内PCR検査を実施している。

【成果・考察】
院内でPCR検査を行うことにより、迅速に検査結果を報告できるようになった。陽性者がでた場合も濃厚接
触者の検査を当日中に院内で実施することにより、院内クラスター発生防止にも有効だと考えられる。また職
員の検査を定期的に行うことにより感染対策の徹底、スタッフの不安軽減にもつながっていると考えられる。
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「ここは何処ですか。」～COVID-19発症後の記憶障害についての報告～

東京腎泌尿器センター大和病院　リハビリテーション科

○伊
い ず

豆　春
はるか

香（作業療法士）

【はじめに】
　COVID-19は発症後に様々な後遺症が報告されている。「ブレインフォグ」もその一つで混乱や思考困難、短
期記憶障害等の神経学的症状の出現により、回復後の生活に支障をきたす場合があるとされている。本症例に
対してリハビリテーション（以下、リハ）介入を行う中で、先の症状に加え記憶喪失様の症状を認めたため、
研究報告を参照して報告する。

【症例】
　90歳台女性。独居。長谷川式認知症スケール（以下、HDS-R）26点。

【経過】
　上行結腸癌に対する手術治療のため当院入院。術後4日目に院内クラスターが発生。翌日に症例のCOVID-19
陽性が判明し専門病院へ転院。1カ月後、リハ継続目的に当院へ再入院し、2日目よりリハ介入となった。再入
院時はHDS-R24点で病前からの減点は僅かであったが、見当識障害や一部記憶の喪失、混乱がみられ、記憶
障害はCOVID-19発症から当院入院までの期間が主であった。リハプログラムとして実施した日記には「ここ
は何処ですか？」と何度も記載しており、「夢か現かわからない」と訴えていた。その一方、スタッフの名前
や前日のリハ内容等の新規の記銘、遅延再生課題を容易に回答できるといったエピソードがみられた。自宅退
院時にはHDS-R27点で大きな混乱は認めず、前医入院中の一部の記憶は回復した。しかし、「モヤがかかった
ような感じがする」といった発言は継続した。

【考察】
　米国ノースウエスタン大学からCOVID-19後遺症として神経学的症状を呈した患者のうち8割にブレインフォ
グが確認されたとの研究報告がある。ブレインフォグは医学上厳密な定義はないが、本症例においても混乱や
思考困難、短期記憶障害等の神経学的症状を認めており、COVID-19後遺症であったと考える。また上記研究
報告で挙がった記憶障害に加え、記憶喪失様の症状も確認されており、通常の入院を契機とした認知機能低下
との相違が推察された。
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4-7-6　感染症COVID-19、感染症

手指衛生の教育的介入の効果

佐倉厚生園病院　看護部

○榎
えのもと

本　奈
な な

々（看護師），振屋　尚子，柳澤　咲子，田邉　智和，浦　夏子，大橋　祐子

（目  的）
前回の看護研究で手指衛生に対する認知度の低さ、消毒液使用量の個人差、意識と行動のずれが課題に残った。
今回は、日常のケアにおける手指消毒の具体的なタイミングの勉強会と継続的な指導を行い、個々の行動変容
を起こすことを目的とする。

（対  象）
3東病棟看護師13名看護補助者12名

（方  法）
勉強会前後にアンケートを実施し、消毒のタイミングの理解度を把握。手指消毒の具体的なタイミングについ
ての勉強会を実施。手指消毒液の個人使用量を勉強会前後で比較していくとともに5人1組のグループ編成をし、
グループ毎に消毒液使用量を掲示した。グループ毎に話し合いの場を設け、問題点、改善策を出し、全グルー
プで共有した。

（結  果）
勉強会前のアンケート調査では5つのタイミングの認知度は高いが個人の消毒液の使用量は少なかった。きち
んと使用できていると答えたが、実際は使用できていない職員もいた。勉強会後のアンケート調査では、全員
が自分の使用量が少ないことがわかったと回答し、これから適切に使いたいと前向きな姿勢の回答が得られた。
5人1組のグループを5つ編成し、リーダーを配置し、意見交換がしやすい環境作りを行い、使用量が少ない原
因と改善策を話し合い、全グループで共有した。以上の対策により、病棟の１か月あたりの使用量が32本から
123本に増えるという結果になった。

（考  察）
前回の看護研究では、課題が残ったが、紙面や理論だけの勉強会では行動変容を起こすことはできないと考え
た。具体的でわかりやすい勉強会を行うことで、職員はイメージしやすく、意識と行動の変化をもたらすこと
ができたと考える。グループ編成を少人数にしたことで、意見が言いやすく、行動も確認しやすくなり、正し
いタイミングの把握がしやすく、また他のチームに負けたくないという共通意識が芽生えチームの中から更な
るロールモデルが生じるという行動変容を促すことができたと考える。



第29回日本慢性期医療学会

4-8-1　感染症COVID-19

COVID-19感染症の院内感染の経過と患者への影響

1橋本病院，2千里リハビリテーション病院

○白
しらかわ

川　卓
すぐる

（言語聴覚士）1，中島　由美1，宮本　美恵子1，橋本　康子1,2

当院が経験した、COVID-19感染症院内感染について、感染状況や、抗原・PCR検査の実施件数や陽性患者数
の推移を報告する。また、陽性入院患者（以下、陽性患者）への影響を食事形態や摂取Kacl、FIMの変化で
調査したため簡単に報告する。
2020年12月22日、職員1名のCOVID-19感染症の陽性を発端とし、最後の陽性者が確認された2021年1月14日ま
での24日間において、1448回分の検査（抗原・PCR検査）を実施した。平均では、患者で3.8回、職員で3.0回
と繰り返し検査を実施している。これは、COVID-19の特徴である、発症前２日が最も感染性が高いこと、無
症状感染者や偽陰性が一定の割合で存在する事などを考慮し、5～7日の間隔で、患者、職員に対するPCR検
査を実施したものである。また、その間にも有症状者や、接触者へPCR検査を実施した。最後に陽性を確認
した1月14日から3週間後の2021年2月5日に収束を宣言した。入院患者及び病院職員の陽性者は合計81名であった。
陽性患者46名への影響として、12月22日～2月5日で食事形態が上がった者が4名、下がった者が6名、補助栄養
が必要となった者が3名であった。栄養摂取経路の変更では、経口摂取から経鼻経管栄養を主とするようになっ
たのは5名で、その後経口摂取へ戻ったのは３名であり、残り２名はそのまま退院された。摂取kcalを平均値で
みると、陽性判定日前7日間が1371.2kcal、陽性判定日後7日間が1038.4kcal、解除後7日間が1366.5kcalであった。
FIMにおいては、転院した5名を除く、41名について調査した。12月21日時点の平均FIMが60.3点、リハ再開
時の平均FIMが48.8点と11.5点低下していた。リハ再開後の入院期間は平均73.4日、再開後のFIM利得は16.8
点であった。なお、転帰先は自宅22名、医療機関10名、介護保険施設9名であり、退院先の方向性が院内感染
以前と変わった方は0名であった。
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4-8-2　感染症COVID-19

新型コロナウイルス感染拡大による当クリニックでのリハビリを利用した患者数の変化

永生クリニック　リハビリテーション科

○元
もとい

井　康
やすひろ

弘（理学療法士）

【はじめに】
新型コロナウイルス感染症（以下COVID-19）感染拡大により、不特定多数の患者が来院するクリニックにおいて、
患者との接触を多く伴うリハビリテーション（以下リハビリ）では、徹底した感染予防対策が求められている。
新型コロナウイルス感染拡大による当クリニックでのリハビリを利用した患者数の変化を調査したので報告する。

【方法】
東京都の緊急事態宣言発令前の2019年4月から2020年3月までと発令後の2020年4月から2021年3月までに、当ク
リニックのリハビリを利用した患者延べ人数を電子カルテシステムMI•RA•Is/PXにて調査した。

【感染予防対策】
職員対策は、毎日の検温と体調の記録、こまめな手指衛生、また体調不良時の休暇体制の整備等を実施した。
リハビリは、各協会の推奨するガイドラインに基づき実施した。施設環境対策は、リハビリ後の使用物品やベッ
ド等の消毒、室内換気、間隔を開けてのベッドや待合室の配置等を実施した。リハビリ患者、付き添い者対策
は、施設入館時の検温とマスクの着用の促し、手指衛生、リハビリ室での入室管理等を実施した。

【結果】
リハビリを利用した患者延べ人数の1日平均は、2019年4月から2020年3月までは140.3名であり、2020年4月か
ら2021年3月までは134.5名で、前年度比－４%であった。

【考察】
日本理学療法士協会によるCOVID19感染拡大に伴う理学療法臨床現場への調査では、外来診療・リハでは
32.5％が運営方法を変えて業務量は継続したと報告されている。当クリニックも感染予防対策に伴う運営方法
の変更を行って業務を継続した。当クリニックのリハビリを利用した患者延べ人数の減少率は、前年度比－４%
であり全国平均（前年度比－12％）と比較しても低かった。徹底した感染予防対策を実施したことが患者延べ
人数の減少に繋がったと考える。
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4-8-3　感染症COVID-19

新型コロナウイルスワクチン接種後の抗体価の推移と副反応の検討

1原土井病院　総合診療科，2九州大学病院　総合診療科，3原土井病院　内科，4原土井病院

○池
いけざき

崎　裕
ひろあき

昭（医師）1,2，三好　かほり3，永樂　訓三1，野村　秀幸3，原　寛4

背景：新型コロナウイルスに対するワクチンが2021年から日本でも接種が開始されている。ワクチン接種者全
員に十分なIgG抗体が獲得できるか、また、獲得したIgG抗体がどの程度維持されるかはまだ不明である。
目的：新型コロナウイルスワクチン接種後のIgG値の推移と副反応との相関を検討する。
方法：2021年3月から4月にファイザー社の新型コロナウイルスワクチン（コミナティ®）を接種した原土井
病院職員49名（平均年齢41.4歳、女性42名、男性7名）を対象とし、1本目ワクチン接種直前、2本目ワクチン
接種直前、2本目ワクチン接種後1ヶ月後に採血を行い、血清中の新型コロナウイルスに対するIgG値（単位：
AU/mL）を測定した。また、2本目ワクチン接種後の副反応について自記式のアンケートを行った。
結果：1本目ワクチン接種前のIgG値は49名全員が陽性判定基準（50.0）以下であった。2本目ワクチン接種前
のIgG値（IgG_1）は平均1609.0、2本目ワクチン接種後1か月後のIgG値（IgG_2）は平均14081.6と上昇してお
り、49名全員がIgG陽転化した。対象者を20・30歳代（22名）、40・50歳代（23名）、60歳代以上（4名）の3群
に分けて比較を行ったところ、平均IgG_1値およびIgG_2値はそれぞれ20・30歳代で1887.8と16205.3、40・50
歳代で1437.3と13144.8、60歳代以上で1019.7と7788.5であった。年齢とIgG_1値およびIgG_2値は統計学的に有
意な負の相関傾向が認められた（r=-0.40および-0.39、いずれもP<0.01）。2本目ワクチン接種後の発熱、倦怠感、
関節痛の副反応については性別や年齢層における統計学的に有意な傾向は認めなかった。一方で、2本目ワク
チン接種後に発熱を認めた群ではIgG_2値が発熱を認めなかった群に比して有意に高値であった（17102.2vs
10935.3、P=0.02）。
結語：ワクチンにより獲得されたIgG抗体価は年齢と負の相関を認めたが、60歳以上も含めて接種者全員に
IgG抗体の上昇を認めた。
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4-8-4　感染症COVID-19

透析病棟における新型コロナウイルスクラスター発生時の対策と環境の実際について

静岡徳洲会病院

○本
ほんま

間　吉
よしあき

晃（看護師）

【背景】
　現在世界中で新型コロナウイルスが猛威を振るっている。国内でも病院や施設でクラスターが発生しており
医療者は苦労を強いられている。

【目的】
　当院透析病棟での新型コロナウイルスクラスター発生後の対策、環境の実際を明らかにし振り返る。

【方法】
　関係部署・関係者からのアンケート調査を行う。

【結果】
・対策
　患者・職員は全員PCR検査を複数回行い、スクリーニング検査を徹底した。職員は発熱以外に倦怠感や咽
頭痛など少しでも違和感があれば積極的に発熱外来受診、PCR検査を行った。
　本部から感染管理看護師が派遣され、毎日感染対策会議が開かれた。
　透析室では外来患者と病棟患者が混在しないよう午前中は外来患者、午後は病棟患者を対象とし。感染者・
非感染者で曜日調整を行った。また、病棟患者は今までそれぞれの自立レベルに合わせて車いすやベッドでの
移動を行っていたがそれぞれのベッドでの移動、そのまま各自のベッドでの透析を行うよう変更した。
　リハビリは終息まで中止とした。
　最終的に透析病棟では非感染者である職員を全員休みにし、感染後の復帰職員を集合させた。感染済みの職
員のみで業務を行うことで新たな感染者を出さずに終息となった。
・環境
　環境の実際に関してはアンケート結果を基にまとめる。詳細は当日発表する。

【まとめ】
　クラスター発生により様々な対策を行い、終息を迎えた。当時の環境を振り返り今後に生かすことで病棟の
在り方、職員の意識をより良いものにできると考えた。
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4-8-5　感染症COVID-19

COVID-19後にサルコペニアを呈した患者に対する栄養管理と運動療法の結果、ADLが改善した
一症例の報告

1泉佐野優人会病院　リハビリテーション部，2泉佐野優人会病院　診療部

○海
みうち

内　佑
ゆうたろう

太朗（理学療法士）1，泉谷　佑美1，西村　卓也1，糸川　竜平1，辻中　椋1，加藤　寛2

【背景】
　新型コロナウイルス感染症（以下、COVID-19）感染後の患者に対する呼吸リハビリテーションは入院期間
の短縮と全体的な呼吸機能の改善につながる可能性があると報告している（Siddiq、2020）。しかし、サルコ
ペニアを呈した患者に対する報告はない。COVID-19感染後にサルコペニアを呈した患者に対して栄養管理と
運動療法を行い、ADLが改善し自宅退院に至ったため報告する。

【現病歴】
　70歳の男性。A病院にてCOVID-19と診断された。低酸素状態のため人工呼吸器導入しICUに入院となった。
更に呼吸状態が悪化し体外式膜型人工肺も導入された。59病日目に人工呼吸器を離脱した。
本発表は倫理規定に則り、本人と家族に同意を得た。

【経過】
　121病日目、当院に入院となった。室内酸素ではSpO280％台であり、酸素2Lを流入し、MRC息切れスケー
ルGrade5であった。食事は経管栄養を併用し、基本動作やADLは全介助であった。握力5.0kg、筋肉量6.2kg/
㎡、BMI16.5㎏/㎡であった。栄養管理および呼吸状態に留意し段階的に運動療法を行った。

【結果】
　室内酸素でSpO298％、MRC息切れスケールGrade3となった。食事は3食経口摂取が可能となり、室内で
の歩行やADLが自立し、T字杖の歩行が約500ｍ可能となった。握力10.0kg、筋肉量6.6kg/㎡、BMI17.4㎏/㎡
となった。201病日目、自宅退院となった。

【考察】
　低酸素血症が高度でADLが制限されている間質性肺炎に対する呼吸リハビリテーションは低酸素血症を生
じないための十分な酸素投与とその工夫が必要である（神津ら、2008）。COVID-19症例の治療に際しては入院
時より適正かつ適切な栄養管理の実施が推奨される（東口ら、2020）。適切な栄養管理と段階的な運動療法に
より、呼吸機能や身体機能が改善した可能性がある。
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4-9-1　スタッフ教育、業務改善、他

次世代介護従事者育成に向けた取り組み

1志田病院　介護保険部，2志田病院

○首
しゅどう

藤　貴
たかのぶ

信（介護福祉士）1，志田　ゆかり1，木原　真一1，大石　浩隆2，志田　知之2

【はじめに】
　介護人材不足問題が深刻化する中、全国の6割以上の介護事業所が人材不足を実感しているとの統計が出て
いる。今回、これからの将来を担う世代を対象に「福祉・介護の仕事」に関する意識調査を行い、福祉・介護
に対して抱いているイメージを明確にし、人材確保のための今後の取り組み方法について検討したのでここに
報告する。

【方法】
　近隣の高等学校の生徒・保護者・教師を対象にアンケートによる意識調査を実施した。

【結果】
・「身近に福祉や介護の仕事をしている人がいる」と答えた生徒が31%おり、この「いる」と答えた生徒は「い
ない」と答えた生徒より「福祉・介護の仕事を検討している」と答えた割合が9%高かった。
・「福祉・介護の仕事を検討していない」と答えた生徒の割合は、1年生より3年生が19.7%高かった。
・将来の仕事を選ぶ理由の上位は「興味」が71%、「社会に役立つ」「安定している」が33%であった。
・福祉・介護のイメージについては「やりがいがある、資格や専門性が生かせる」と良いイメージを持ってい
る生徒が多い反面、「給料や休み、勤務時間等の条件が悪い」というイメージを持っている生徒も多かった。

【考察・まとめ】
　日常にて高齢者と関わる機会や、福祉・介護体験の有無に関わらず、進路として福祉・介護の仕事を「検討
していない」と回答した生徒が多かった。また、全学年共通して「やりがいはある」と思っているが、高学年
になるにつれ、「勤務時間、給料等の条件」について悪いイメージを持つ生徒も増えている。これらのことから、
実習受入時のプログラム等を見直すこと、国が進める処遇改善等についても正しく理解してもらい、福祉・介
護の仕事について継続して興味を持ち続けられるような取り組みを行う必要がある。また、進路の情報を得る
手段はインターネットが多い為、ホームページを通して福祉・介護の活動を発信していく必要もあると考える。
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4-9-2　スタッフ教育、業務改善、他

物品管理導入による看護業務効率の向上について

平成記念病院　看護部

○阪
さかがみ

上　健
けんたろう

太朗（看護師），福井　恵

　看護師は、日々業務の中で様々な医療材料を利用している。そして病棟では保管用倉庫以外に処置台、ラウ
ンド用カート、さらに病室内等にも物品が置かれていたり、定位置に保管されていない事があり、必要時に必
要な物品があるべき場所に無く、業務が滞る事態が起こっていた。今回SPDを導入し、業務の効率化を図る
ことで、病棟内業務効率の変化を棟内スタッフからアンケート形式で聴取検証し、その結果を報告する。まず
棟内の医療材料を整理し、期限切れの物品を廃棄した。その後各材料に在庫管理プレートをに貼りつけ、倉庫
から材料を持ち出す際に専用ケースにプレートを入れ、総務スタッフがそれを回収し追加発注をかけるSPD
制度を導入した。調査対象のスタッフ32人に対し、在庫整理実施前と実施後、SPD制度の導入前と導入後で医
療材料が関係する病棟業務効率の変化をアンケートを行った。医療材料の整理整頓における業務効率に対し、
上がったと答えたのが19名で全体の54.2％で、変わっていないが3名、悪くなったが0名で同8.5%であった。さ
らにSPD導入における業務効率に対し、上がったと答えたのが15名で全体の42.9％で、変わっていないが4名、
悪くなったが0名で同1.4%であった。医療材料の在庫整理実施前より、業務効率が上がったと答えたスタッフ
は半数以上、悪くなったと答えたスタッフは1人もいなかったことから、普段からの整理整頓がいかに業務効
率に重要であるかを示していると思われる。さらにSPD導入については整理整頓よりも業務効率が上がった
と感じたスタッフは少ないものの、スタッフも初めての取り組みに対し慣れておらず、業務効率向上を実感す
るに至っているスタッフが少ないと考えられる。今回はＮｓと総務部スタッフに業務効率に絞ってアンケート
を実施したため、今後は病院単位でのコスト削減効果や使用期限切れ物品の削減効果についても調査していき
たい。
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4-9-3　スタッフ教育、業務改善、他

精神科慢性期閉鎖病棟で働く看護師のモチベーションに影響を与える因子

大内病院　看護科

○伊
いさしき

佐敷　澪
みお

（看護師）

はじめに
　一般に経験やライフイベントなどの影響により仕事に対する姿勢は変化していく。その中で仕事に求めるも
のと仕事から得られるものの差異から離職に至る看護師も少なくない。
　看護師の離職に関する研究は数多く存在するが精神科慢性期病棟に着目した研究は少ない。そこで今回半構
造的アンケートを用いて精神科慢性期病棟で働く看護師のモチベ―ションに影響を与える因子を明らかにする
ことにより離職を防止しケアの質の向上を目指すため研究を行ったのでここに報告する。

結果
　現在の職場で働く上でモチベーションを維持する因子としてあげられていた回答で最も多かったものは「業
務負担が少ない」という項目であり、「忙しくない」という意見があげられていた。次いで多かった項目は「ス
キルアップ」と「給料」に関する項目であった。
　職場をよりよくするために求める項目としては人間関係など「環境」に関する項目が最も多く挙げられてい
た。次いで多かった回答は「業務」に関する項目であり「マニュアルの整備」や「業務範囲の明確化」を実施
し患者個々にじっくり関わりたいという意見があげられていた。

考察
　「給料」に関する項目や「人間関係」に関する回答が多く一般的な回答と共通点があった。特徴的なことと
しては業務負担に関する意見が多数を占め、かつ業務のマニュアル化など業務範囲を明確にして患者とコミュ
ニケ―ションをとる時間を確保したいという意見が多数あげられていた。これは身体科看護と比較し精神科看
護ではコミュニケーションに重きがおかれ一人一人の患者に時間をかけて向き合う時間を確保したいという思
いからだと考えられる。業務範囲を明確にして患者個々にじっくりと関われる時間を確保することを目指した
マニュアル作成をすることでスタッフのモチベーション向上につなげられる可能性が示唆された。
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4-9-4　スタッフ教育、業務改善、他

レスパイト入院における業務改善
チェックリストを活用しスムーズな受け入れと忘れ物ゼロを目指して

長島中央病院

○伊
いとう

藤　寛
ひろみ

美（看護師），槇野　真喜

［はじめに］
当院は患者様の状態が安定していることが多い慢性期病院である。
介護者の負担を軽減する目的で当病棟ではレスパイト入院の受け入れを行っている。
毎月４名程の患者様が１週間前後の利用をされているが、2回目以降の入退院業務の中で不要なチェック項目、
見直す時間の多さ、対応のバラつき、退院後の忘れ物など問題点があったため、チェックリストの見直しを行っ
たところ、一定の効果があったので結果を報告する。

［目的］
・新しいチェックリストを作成する
・新しいチェックリストを活用しスムーズに業務を進めていく
・患者様の持ち物の返却忘れをなくす
［方法］
①アンケート調査
②グループワーク
③介護職員との意見交換
④チェックリスト、連絡シートの作成
⑤インタビュー調査

［結果］
・アンケート調査結果により入退院チェックリストから２２項目不必要な項目を削除し、リストを1枚にまとめた。
・グループワークでは退院時間の聞き忘れ
ＢＳ測定器や胃瘻チューブの返却忘れがあったため、個人の持ち物を記入する欄を追加した。
・情報共有のための連絡シートに持ち物の欄を追加したことで忘れ物がなくなった。

［考察、結論］
チェックリストを簡素化したことにより業務の重複がなくなり時間短縮につながった。
連絡シートへの家族による記載のないことに対する働きかけが今後の課題である。
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4-9-5　スタッフ教育、業務改善、他

当院の医療療養病床における多様化する退院支援の取り組み

1有吉病院　リハビリテーション科，2有吉病院　地域連携室，3有吉病院　ケア部，4有吉病院　医師

○柿
かきはら

原　未
みはる

明（理学療法士）1，有吉　利文1，久田　路子1，大庭　望2，長濱　百合3，藤森　和子3，
大谷　恭子4，後藤　公宣4，田中　圭一4

【はじめに】
当院は56床の医療療養病床に90床の介護医療院を併設している。近年、回復期リハ病棟・地域包括ケア病棟・
療養病床等の医療機関、介護保険施設、自宅等、入院経路が多様化し、合わせて退院先も自宅、多様な介護保
険施設、中には家族の友人宅等、退院支援にも今まで以上に多職種協働による柔軟な対応が必要となってきた。
最近の退院支援について報告する。

【経過】
症例Ⅰ介護者である母親の骨折により急遽入院することになった筋ジストロフィーの姉弟の自宅復帰について。
症例Ⅱ娘が遠方に住んでいる為、娘の友人宅に同居していた女性の退院支援について。症例Ⅲ母娘共に自宅復
帰を強く望んでいたが、体調の不安定な状態が続き、時間を要することとなった退院支援について。

【結果】
退院支援が目標通りに出来た例と出来なかった例を比較して、各々の要因を検討した。目標達成に必要且つ十
分な条件を探ることが重要であると分かった。

【考察】
在宅復帰を目標としてリハビリテーションを担当した症例の中から3例について考察した。在宅復帰を可能に
する為には、症例の心身状態は勿論のこと、自宅内外の環境や家族の支援等、在宅生活を継続出来る為の種々
の要件を明確にする必要がある。そこで重要なのが多職種協働である。在宅復帰という課題に取り組む前にあ
たり、まずは多職種で患者個人の情報を共有し、在宅復帰に必要な条件を明確にした後ゴールを設定する。勿
論、患者だけではなく、家族の思いも汲み取り、ケアマネージャー等からの情報収集も必須である。入院相談
時から退院後までのプロセスをしっかりと組み立て、多職種で関わることにより、目標とした在宅生活が可能
となるように、今後もこの経験を活かしながら退院支援を行っていきたい。
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5-1-1　地域包括ケアシステム・地域連携

地域包括ケア病床からの転帰先としての自宅復帰に関する検討

1美原記念病院　リハビリテーション部，2美原記念病院　事務部，3美原記念病院　脳神経内科

○元
もとい

井　光
みつお

夫（理学療法士）1，児玉　悦司1，腰塚　洋介1，風晴　俊之2，美原　盤3

［はじめに］地域包括ケア病床に求められる機能として在宅復帰がある。施設基準で求められる在宅復帰は自
宅以外に居住系介護施設も含まれるが、患者は自宅復帰を望むことが少なくない。自宅からサブアキュートと
して地域包括ケア病床へ入院してくる患者は、急性期治療後に転床してきたポストアキュート患者と比較し自
宅復帰しやすい印象があった。そこで、サブアキュートとポストアキュートの患者について、自宅復帰率およ
び身体能力等について検討した。

［対象］2018年6月から2020年3月の期間において、自宅から直接地域包括ケア病床に入院した患者54名（サブ
アキュート群：78.2±8.4歳、男/女36/18）、自宅から急性期病棟に入院、治療を受け地域包括ケア病床に入院
した患者117名（ポストアキュート群：80.5±10.4歳、男/女67/50）を対象とした。

［方法］両群について、在宅復帰率、自宅復帰率、退院時FIM、同居介護者数、入院前の要介護度を調査した。
［結果］在宅復帰率は、サブアキュート群が96.3％、ポストアキュート群89.7％と明らかな差は認めなかったが、
自宅復帰率はそれぞれ88.9％、73.5％でサブアキュート群が有意に高かった（p<0.05）。入院前の要介護度はそ
れぞれ2.1±1.8、1.4±1.7でサブアキュート群が有意に高かった（p<0.05）。その他の項目に明らかな差は認め
られなかった。

［考察］サブアキュートとして地域包括ケア病床を利用する患者は、入院前から要介護度が高いにも拘わらず、
自宅復帰しやすいことが示された。一方、我々は、これらサブアキュートの患者において入院前のADL介助
量が多い患者は病前同様の状態になっても自宅復帰しにくいことを報告した（第38回関東甲信越ブロック理学
療法士学会）。これらのことより、自宅復帰を実現するには介護保険サービスなどを利用して自宅療養環境を
整備しておくこととともに家族の受け入れの理解を促進していくことが重要であると考えられた。
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5-1-2　地域包括ケアシステム・地域連携

With Corona時代における次世代型地域包括ケアシステムの展望について

1セントラル病院　診療部，2セントラル病院　看護部，3セントラル病院　医療技術部

○山
やました

下　晋
しんや

矢（医師）1，氏家　隆1，古屋　博1，五味　志奈1，吉田　優子2，斎藤　あけみ2，嶋崎　眞治3，
安藤　高夫1

【目的】現在の日本は超高齢化社会を迎え、住み慣れた地域で家族や友人たちの支援者に囲まれながら暮らし
ていくことを支える地域包括ケアシステムの確立に努めている。しかし今後人口減少社会を迎えこれらのニー
ズが変化することと共にWithCoronaの社会変化が加わり、次世代の地域包括ケアシステムは変貌を遂げてい
くことが予想される。このような社会背景の変化を踏まえ医療法人の強みを生かした保健医療福祉の複合体事
業を確立し、次世代型地域包括ケアシステムを支援する在り方を検討した。【方法】現在の超高齢化社会での
地域包括ケアシステムの課題、慢性期医療の課題、高齢者医療の課題と方向性、新型コロナウイルス感染症と
の関わり、福祉事業との連携等を分析し、次世代の地域包括ケアシステムで必要とされる事業の検討を行った。

【結果】少子超高齢化社会を迎え、慢性期医療機関のベッド稼働率は減少しつつあり新たな顧客の獲得が課題
となっている。またWithCoronaの時代を迎え福祉施設では新型コロナウイルス感染症対策が喫緊の課題となっ
ている。次世代の地域包括ケアシステムを考える上で対象となる利用者の選定と医療法人と社会福祉法人との
強固な連携が重要な課題であった。これらのことより利用者及び介護者を含めた切れ目のない支援の実現に向
けた在宅支援、医療・介護・福祉等との連携、多職種間の連携、新型コロナウイルス感染症のマネージメント
等の取り組みが重要であると考えられた。【結語】医療法人が強みを生かしWithCorona社会での感染対策に
努め、医療事業では新型コロナウイルス感染症の治療からアフターコロナの問題解決に努め、福祉事業にも着
手して高齢者・障害者・精神患者・子供・難民等への専門的支援を提供し、共生社会実現のため「街づくり」、

「支援者づくり」を行うことが次世代の地域包括ケアシステムを考えるうえで重要であると考えられた。
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5-1-3　地域包括ケアシステム・地域連携

在宅が求めるサブアキュートの役割とは
～「最後まで家で生活したいのに…」～

札幌西円山病院　地域連携推進室／在宅ケアセンター

○加
かとう

藤　彩
さやか

芳（社会福祉士）

Ⅰ．目的
　サブアキュートとは「在宅や介護施設等において症状の急性増悪した患者に対し医療を提供すること」と定
義されて久しいが、一方で在宅や介護施設等が求めるサブアキュートの内容を扱う報告は少ない。本稿では在
宅支援の中核を担う地域包括支援センター（以下包括）及び居宅介護支援事業所（以下居宅）へのヒアリング
内容を分析し、在宅支援機関がサブアキュートに求める具体的な内容や役割を報告する。
Ⅱ．研究方法
○対象者：札幌市内の地域包括支援センター（22か所）及び居宅介護支援事業所（90か所）の管理者112名
○調査期間：2020年4月～2020年12月
○調査内容・分析：「自宅で生活している方で医療が必要になるのはどんな場面と要望があるか」を問い、自
由面接法でヒアリングを実施。結果はKJ法を用いてニーズ毎に分類し内容を分析した。
Ⅲ．結果
　包括及び居宅に共通したニーズは①「椎体骨折等の疼痛、慢性疼痛、発熱、脱水、嚥下機能低下による衰弱
にて体動が困難な時の入院」、②「救急搬送されたが帰宅となりその後も体調不安定で常時介護を要する時の
入院」、③「評価を含むリハビリ入院」に分類され、これらの入院には「受診歴不明、認知症、身寄りなし等
の背景があっても受け入れて欲しい」という前提条件があった。包括特有のニーズは「総合相談による初回訪
問時に①や②の状態のため出来るだけ早い入院」であった。居宅特有のニーズは「介護者不在の間、医療処置
を含んだレスパイト入院」であった。
Ⅳ．考察
　在宅がサブアキュートに求める内容は、介護保険制度の活用が図れず、在宅生活が困難になり得る状況を脱
する「生活救急」の役割が含まれ、予防的な介入も期待されていることが分かった。これは疾病構造が慢性疾
患へ変化した結果を示したともいえるだろう。また、病床機能の分化や地域連携をさらに進めるには、多様化・
複雑化する社会に応じるサブアキュートの展開も重要になると考えている。
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5-1-4　地域包括ケアシステム・地域連携

当院地域包括ケア病棟における入院・退院経路別のFIMの傾向とリハビリテーションの課題

富家病院　リハビリテーション室

○ 北
きたばやし

林 　京
きょうたろう

太郎（理学療法士），冨張　修平，岸部　雅史，宮地　康太

【はじめに】地域包括ケア病棟（以下：地ケア）で勤務する上で、入院元や退院先によってADLの改善度合い
や改善項目の違いを感じていた。当院地ケアに入院した患者の入院元や退院先によるADLの変化について、
FIMを用いて検討する。

【目的】当院地ケアの入院元や退院先による入退院時のFIMの変化を研究することで、当院地ケアの地域にお
ける役割や個別的な特徴を明らかにし、リハビリの内容に還元していく。

【対象と方法】死亡退院を除く、2021年1月~4月末までに当院地ケアを退院した計44名の入退院時のFIMや入
院元、退院先の情報を収集した。

【結果】入院の割合は急性期34％自宅52％その他14％、退院の割合は自宅57％施設36％その他7％。急性期か
ら入院し自宅に退院した患者のFIMは、運動項目が入院時47.67±13.19点、退院時64.67±24.41点。認知項目が
入院時24.17±3.25点、退院時25.67±5.32点。急性期から入院し施設に退院した患者のFIMは、運動項目が入院
時24.13±9.17点、退院時37.13±19.8点。認知項目が入院時15.38±4.98点、退院時16.63±6.25点。自宅から入院
し自宅に退院した患者のFIMは、運動項目が入院時43.11±15.45点、退院時58.72±22.63点。認知項目が入院時
19.72±5.79点、退院時21.39±6.23点。自宅から入院し施設に退院した患者のFIMは、運動項目が入院時32.5±
17.59点、退院時50.75±20.45点。認知項目が入院時17.5±1.73点、退院時17.25±4.03点。

【考察】自宅退院は施設退院と比較し、運動・認知項目ともに高値であった。また、施設退院は運動項目が比
較的高くても認知項目が低くなっており、要因として、日中・単身独居や老々介護などの在宅環境の影響が考
えられる。リハビリテーション職として、入院中から退院後の生活に合わせた活動量増加や環境設定、離床や
机上課題の提案による認知機能の低下を予防する取り組みにより、自宅退院の促進や在宅復帰後の介護予防・
負担軽減の一助になると考える。
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5-1-5　地域包括ケアシステム・地域連携

施設検索システムによる住み慣れた地域への退院支援
～〝その人らしく生きる″を支えるために～

1小林記念病院　連携室，2小林記念病院　診療技術部，3介護老人保健施設ひまわり　支援相談課，4小林記念病院　外科，
5株式会社エクォス・リサーチ

○服
はっとり

部　梢
こずえ

（社会福祉士）1，音部　奈緒3，田代　宗大5，中原　早紀1，中井　敏子1，加藤　豊範1,2，
小田　高司1,4

 小林記念病院では、退院支援時の入居施設検索時間の短縮を目的に、昨年、退院支援システム「MyRe♡
Life」を構築、運用してきた。システムの導入により、施設検索に費やす時間が短縮されただけでなく、患者
の家族から、「小林さんなら、いい施設を紹介してくれるよ」と知人から教えてもらったの声も聞こえるようになっ
た※1。
　厚労省は、“住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができる地域包括ケアシステム”
の構築を推進している。今回、「MyRe♡Life」を用いた退院支援の利用者満足度の評価を行ったので報告する。
　また、「MyRe♡Life」に旅行サイトを参考に改編し、施設検索機能を追加した改良版「MyRe♡Life」の構
築に関しても併せて報告する（第一報）。

《対象・方法》
　退院支援サマリをもとにR2.2～4月（導入前）と、R3.2～4月（導入後）を対象期間の入院患者の家族背景や、
医療度、退院先の変化を、後ろ向きに比較検討した。
　質問表を用いて「住み慣れた地域への退院支援」の満足度を評価し、満足度向上における「MyRe♡Life」
の効果も併せて検討した。

《考察・結論》
　導入前と、導入後を比較すると、独居や夫婦世帯が30.7％から50.5％に増え、同居家族がいる世帯は51.4％か
ら36.1％に減少した。しかし、医療度が高い患者は17.9％から27.1％へ増加した。よって退院支援に苦慮したケー
スは増加していたが、住み慣れた地域への退院支援は5.5%の減少にとどまった。
　独居や高齢世帯の増加、医療度の高い患者の割合が増加しているが、「MyRe♡Life」を活用することで、
住み慣れた地域への退院支援を実現できたと考えている。また、患者背景が複雑となる中で、施設検索システ
ムをIT化することは「住み慣れた地域」への退院支援を実現する上で有用な手段の一つであると考えられた。

※12020年日本慢性期医療学会,中原早紀ほか



第29回日本慢性期医療学会

5-2-1　地域包括ケアシステム・地域連携

在宅超強化型老人保健施設を維持するためにしてきた4つのこと
～地域で求められる施設であり続けるため～

老人保健施設ひまわり　支援相談課

○神
かみや

谷　雅
まさとし

俊（介護支援専門員）

Iはじめに
地域包括ケアシステムにおいて、老人保健施設（以下老健）に期待される役割は「在宅介護の拠点となる事」
と言える。「在宅超強化型老健ひまわり」は、入所・デイケア・訪問リハビリ・ショートステイ等を有す。医師、
看護師をはじめ、様々な専門職による、多職種協働の典型的施設であり、地域の中で無くてはならない存在に
なっていると自負している。
在宅超強化型老健として、地域で求められる施設であり続けたい。そのためには、利用者第一主義を掲げ、老
健の役割を果たしながら、健全経営をしていかなければならない。今回、在宅超強化型老健となり、維持する
ために「してきた4つのこと」と、結果を報告する。

Ⅱ方法（してきた4つのこと）
「在宅復帰・在宅療養支援指標」、以下4項目に絞り集中実施。
1.在宅復帰率向上
本人・家族への説明、医療機関との連携と入院抑制、施設の発掘、リピーターの確保等
2.ベッド回転率維持
入所フロア繁忙度と数の調整、看取りケアの充実、特別養護老人ホームの活用等
3.入所前後訪問指導実施
本人・家族の意識づけ、ケアプランへの反映、従業員間の共有等
4.退所前後訪問指導実施
住環境整備、再入所の提案→安心感の提供等

Ⅲ結果（2020年度）
2020年度の「在宅復帰・在宅療養支援指標」は、毎月75ポイント（70≧）を達成。「在宅復帰率」の平均値は、
毎月68～76％（50％>）。「ベッド回転率」の平均値は、毎月10.2～12.9％（10％≧）。「入所前後訪問指導」の
平均値は、毎月58.8～78.1％（30％≧）。「退所前後訪問指導」の平均値は、毎月63.6～86.7％（30％≧）。

Ⅳ考察
在宅超強化型老健の維持は、健全経営の礎となる。その前に、地域の皆様が、住み慣れた地域での生活を続け
られる状況を作り出す事が重要となる。それができるのが、老健であることを忘れてはならない。地域で求め
られ、求められている事を実現できる施設となるべく邁進したい。
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5-2-2　地域包括ケアシステム・地域連携

The 地域包括ケア病院を目指して

1志田病院　看護部，2志田病院

○武
たけどみ

富　梨
り か

花（看護師）1，松浦　美香1，志田　知之2

【はじめに】
　当院は2015年に地域包括ケア病床を8床で開設した。当初は入院患者の約8割がサブアキュート患者で、病床
数が少ないことから、満床時には受け入れが困難な事もあった。地域の医療ニーズに合わせ、2016年に12床に、
2019年6月からは28床に増床した。今回、増床したことに伴い変化した、当院地域包括ケア病床の特徴や取り
組みについて報告する。

【調査期間】
①2015年1月1日～2016年5月31日（地域包括ケア病床8床）
②2016年6月1日～2019年5月31日（地域包括ケア病床12床）
③2019年6月1日～2021年3月31日（地域包括ケア病床28床）

【調査項目】
それぞれの期間での新規入院患者数、稼働率、病床利用率、入院原因、在院日数、入院前の居所、退院先、再
入院率について調査した。

【結果】
1.当該病床への入院患者数が増加した。
2.かかりつけ以外の患者の入院が増加した。
3.多様なニーズの患者の受け入れが可能となった。
4.積極的なリハビリの実施により、再入院率が低下した。
5.多くの患者が自宅、居住系施設へ退院できている。

【考察】
　当院の地域包括ケア病床は、地域のニーズに合わせ増床し、多様なニーズに対応できるように変化してきた。
当院は回復期リハビリテーション病棟もあることから、地域包括ケア病棟においては、メンテナンスリハビリ
やPOCリハビリについても積極的に実施している。今後も「時々入院、ほぼ在宅」の実現を目指す病院として、
地域に貢献していきたい。
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5-2-3　地域包括ケアシステム・地域連携

演題取り下げ
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5-2-4　地域包括ケアシステム・地域連携

運動療法機能を追加した在宅透析患者支援システムの構築

1三重県立看護大学，2元北里大学

○大
おかわ

川　明
あきこ

子（大学教員）1，小林　奈津美1，梅田　徳男2

【はじめに】我々は在宅透析患者の身体的・精神的負担を軽減するため、患者がいつ、どこで透析しても、患
者―施設間の情報共有を効率的に行える透析患者支援システムを構築している。今回は本構築システムに運動
療法機能を追加し、患者に継続を促せるシステムとする。

【方法】構築システムはMicrosoft社製Azureを利用したクラウド型とする。表示・記録項目としてはバイタル
サインの他、透析時に必要な記録の入力に加え、患者が行った運動（ペダルエクササイズ）の記録が自動入力
できる機能を追加する。運動量は単に記録するだけではなく、継続性を促すために、運動量を充電量に置換で
き、携帯電話などの電子機器の充電ができるようにもする。
本研究は模擬患者で、在宅側と施設側とを想定した実験システム間で行った。

【結果】透析記録の入力は自動入力やラジオボタンで選択できるようにし、誤入力を防ぐように配慮した。また、
排液の確認では医療機関へ画像伝送できるようにした。追加した運動機能では漕いだペダルの強度、回転数な
どをCSVファイルで構築システムに送ることができた。また、ペダルの回転によって、備え付けの充電器に
充電することが可能となった。

【考察】本構築システムの追加機能は透析患者の運動を支援、継続をめざしている。単に患者の運動を支援す
るだけではなく、運動した分の対価が得られることで、継続を促す機能を持たせている。このため、患者は単
に運動するだけではなく、頑張って運動を継続しようと意欲が湧く。さらには、非透析日でも運動を継続でき
る。医療機関側でも患者の透析記録だけではなく、運動量までも共有できるので、患者ケアの向上にもつなが
ると考えられる。

【結論】本構築システムは患者の運動とその継続も支援でき、いつでも、どこにいても、医療機関と情報が共
有できるシステムとなった。本研究の一部は学振科研（課題番号JP18K19710、JP20H03982）の補助を受けた。
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5-2-5　地域包括ケアシステム・地域連携

当院外来・通所リハビリについて
地域に根差したリハビリテーションを目指した新規事業の活動報告

松山リハビリテーション病院　リハビリテーション部

○友
ともだ

田　真
ますみ

澄（理学療法士），三上　雅弘，村上　博則，西原　かおり，小島　一洋

【はじめに】
平成31年3月31日を期限に、要介護者の算定日数越えの維持期リハビリテーションにおいて、診療報酬は一部
を除き算定不可となり、介護保険利用を推奨する事が決定。
当院でも平成31年8月「短時間通所リハビリ」を開設する事となった。
開始するにあたって、まずは医療保険によるリハビリ終了後も継続したリハビリが必要な方を対象に、介護認
定取得済みの利用者の皆様に提供させて頂く事とした。当院の「短時間通所リハビリ」は、外来リハビリと通
所リハビリを同一のスペースで実施。スタッフも兼任とする事で、専門のリハビリを継続し、より安心してサー
ビスを受ける事が出来るよう取り組んだ。地域の居宅介護支援事業所とも連携し、運用・提供してきた「外来
リハビリ」と「通所リハビリ」の各状況及び今後の課題について再考。

【対象】
松山リハビリテーション病院における、平成30年度から令和1年度の外来リハビリと平成30年8月から令和2年
12月の通所リハビリの動向について、実績数と利用者の各データについて収集と分析を実施。

【結果】
外来リハビリ利用中に、必要な方に対し通所リハビリの紹介を行い、地域の居宅介護支援事業所に介入して頂
く事で早急な連携が取れた。また、外来リハビリと通所リハビリを同一のスペースで提供しスタッフも兼任す
る事で、利用者本人とご家族に安心感を与える事が出来た。

【まとめ】
新規事業として取り組んだ通所リハビリであったが、入院・外来のリハビリ治療だけでは賄いきれない部分を、
在宅での生活を補うサービスとして活用出来た事は、情報共有がスムーズとなるだけでなく、利用者とご家族
に「安心」を提供する事にも繋がった。これからも、家族形態の変化と共に医療・介護制度の見直しに合わせて、
利用者及びご家族のニーズに沿ったリハビリの提案を行い、地域に対しても、もっと貢献していきたいと思う。
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5-2-6　地域包括ケアシステム・地域連携

人工呼吸器患者の在宅療養を多職種で支援する
～多職種連携と社会資源の活用～

西崎病院　地域連携室

○真
まかべ

壁　政
せいや

也（社会福祉士），玉城　智太

　はじめに　日本は病院完結型医療から、人口構造、疾病構造の変化とともに、国民の健康課題や生活スタイ
ルが多様化していることにより、地域完結型医療への転換が進められている。これまでは、治療が必要であっ
た医療も「地域で安心して生活が続けられる。」ことを目標としている。今回、在宅療養を希望する人口呼吸
器装着患者の自宅退院にむけた多職種との連携や社会資源の活用が妥当であったかを振り返り今後の在宅復帰
の一助に繋げる。

Ⅰ目的退院支援に関わる多職種の連携と必要な社会資源が活用されたかを考察する。

Ⅱ方法
1.研究デザイン：事例研究
2.事例紹介：A氏70歳代男性病名：低酸素脳症（蘇生後脳症）人工呼吸器管理家族背景：妻、子供2人
3.研究期間：202X年12月～202X年4月

Ⅲ倫理的配慮
　A氏の妻へ研究発表に関し個人が特定されないこと、不利益が生じないことを口頭で説明し、発表の同意を
得た。また本研究の発表にあたっては、施設長の承認を得た。

Ⅳ結果
　人工呼吸器管理となり長期療養目的に当院転院の依頼があり、入院前訪問調査で妻と面談し在宅療養の希望
があった。目標設定、課題設定を早期に抽出。在宅療養へ向け多職種で支援を実施。訪問診療、訪問看護、訪
問入浴を導入し在宅療養が可能となった。

Ⅴ考察
　入院前から自宅退院に向けたニーズの把握。家族を含めた多職種カンファで課題抽出や目標設定を明確化し
退院までのプロセスを協働した。早期に介入したことで、家族の希望に沿った社会資源の活用ができ、地域で
支えるチーム間のシームレスな情報共有が出来たことで在宅療養が続けられていると考察する。

Ⅵ結論
1.入院前より、患者・家族の思いを確認
2.患者・家族の希望から安心して在宅療養が行える支援を検討する。
3.在宅療養後も、多職種との情報共有を図っていく。
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5-3-1　栄養ケア・マネジメント、歯科・口腔ケア

糖質制限食で血糖コントロールが改善した2症例

国分中央病院　栄養科

○柏
かしわぎ

木　裕
ゆ か

香（管理栄養士）

【はじめに】
　日本の糖尿病患者数は、生活習慣と社会環境の変化に伴って急速に増加している。糖尿病は慢性疾患であり、
様々な合併症を引き起こすことが知られている。
　当院では、平成24年11月より、糖質制限食を導入しインスリンや内服薬の離脱及び減量、食後高血糖の予防
に高い成果を得てきている。
　今回、当院入院後糖質制限食を提供し、血糖コントロールが改善した2症例を報告する。

【対象・期間】
①患者：H氏40代男性（糖尿病に対する治療を初めて行う患者）
　期間：令和2年9月27日～10月6日10日間（入院中）
　　　　令和2年10月～令和3年４月7か月（外来通院中）

②患者：S氏70代男性
　（水疱性類天疱瘡によるステロイド開始後、血糖コントロールが増悪した患者）
　期間：令和3年4月27日～5月11日2週間

【方法】
　食事：糖質45g/日脂質84g/日蛋白質112ｇ/日

【結果】
1）①・②ともにインスリンと糖質制限食により、短期間で血糖コントロールが改善した。
2）①は退院後、糖質制限食を長期に渡り継続したことでHbA1cが7.0から5.5へ減少した。
3）②はA病院で超即効型インスリンを朝昼夕（14-10-8）投与していたが当院の糖質制限食
　開始後、持効型インスリンを２単位１回眠前のみになった。

【考察】
　本症例は食事制限の期間としては短いが、①・②共に当院入院後、糖質制限食を開始したため、血糖コント
ロールが改善したものと考えられる。
　①は退院時栄養指導により糖質制限の重要性を理解され、退院後も継続的に糖質制限を行ったためHbA1c
が改善されたのではないかと考えられる。
　②はインスリンを投与しなくても血糖コントロールが良好な日が増えている。これは食事で摂取する糖質を
制限しているため、食後血糖の上昇を抑えられているからであると考えられる。
　これからもそれぞれの疾病にあった治療食を提供できるように取り組んでいきたい。
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5-3-2　栄養ケア・マネジメント、歯科・口腔ケア

慢性誤嚥の患者における中心静脈栄養から経口摂取への移行について

京都南西病院　診療部　給食

○中
なかむら

村　愛
まなみ

実（管理栄養士）

【目的】患者の希望に合わせた食事を提供することで中心静脈栄養から経口摂取に移行できた症例について報
告する。

【症例と経過】
●55歳男性
●アルコール性脳症
●2020年11月2日当院介護医療院入院
入院時、慢性誤嚥にて中心静脈栄養のみであった。2020年11月16日濃厚流動食100kcal/日の注入を開始。経
管栄養でも容易に誤嚥するため、とろみ調整食品でとろみを付けて注入した。同年11月25日昼食のみミキサー
食にて経口摂取開始、同年12月1日から朝食も開始し、中心静脈栄養から末梢静脈栄養となった。患者から「プ
リンを食べたい」と希望があったため、医師・看護師・言語聴覚士と相談しプリンを付加した。同年12月9日
主食をミキサー粥から全粥とした。同年12月14日夕食も開始し3食経口摂取となった。患者から「羊羹を食べ
たい」との希望もあり羊羹を付加した。3食と菓子を安全に経口摂取可能となり、同年12月15日末梢静脈栄養
中止、2021年1月4日経鼻経管栄養抜去となった。嚥下状態は徐々に回復し、主食は全粥から米飯、副食はミ
キサーから極キザミ汁物とろみ付きとなった。患者から「どら焼きを食べたい」と希望があり、10時と15時に
どら焼きを提供した。同年1月12日副食は極キザミからキザミとなった。患者から「どら焼きをもっと食べたい」
と希望があり10時と15時にどら焼きを2個ずつ提供した。同年2月26日副食はキザミから粗キザミ、汁物はと
ろみを付けずに摂取可能となり、同年3月22日に転院となった。

【結果と考察】
医師・看護師・言語聴覚士と協力し、患者の状態に合わせ、本人の希望に沿った食事を提供することで、中心
静脈栄養から経口摂取へ移行できた。患者の「食べたい」という気持ちが積極的な嚥下訓練に繋がり、嚥下機
能が回復したと考える。患者の食べたいものを提供したことで食べる意欲が向上したと感じた症例であった。
今後も患者の状態や嗜好を把握し美味しい食事を提供していきたい。
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5-3-3　栄養ケア・マネジメント、歯科・口腔ケア

骨卒中みそ汁提供による25-OHビタミンD改善への取り組み

1博愛記念病院，2独立行政法人　国立病院機構　徳島病院

○折
おりの

野　亜
あ い

衣（管理栄養士）1，阿部　日登美1，梅井　康弘1，髙橋　麻衣子1，元木　由美1，高田　信二郎2，
武久　洋三1

【目的】
ビタミンD摂取量の増加がビタミンD不足・欠乏と判定された入院患者に及ぼす栄養学的効果を解析する。

【対象】
2020年1月から2021年4月の間に、本院回復期リハビリテーション病棟に入院となった経口摂取可能な67名。平
均年齢は84.6歳、平均BMIは21.1kg/m2。そのうち、血清25水酸化ビタミンD（25-（OH）-D）濃度が20ng/ml
未満のビタミンD欠乏患者は62名、20～29.9ng/mlの不足患者は5名。

【方法】
対象者を入院時に、乳カル酵素ファイバー®添加群35名と、非添加群32名の2群に無作為に分けた。
添加群は、乳カル酵素ファイバー®2g（ビタミンD10μg含有）を1日1回汁物に加えた（骨卒中みそ汁）。1日平
均ビタミンD提供量は、添加群では27.5μg。非添加群では17.5μgとなった。
平均摂取量は、添加群22.6μg、非添加群13.3μgといずれも骨粗鬆症ガイドラインに示されているビタミンD
推奨摂取量10～20μgを満たしていた。

【結果】
血清25-（OH）-D濃度は添加群で介入前12.5ng/ml、介入１か月後18.6ng/mlと有意に増加（p<0.001）。非添加
群でも介入前13.2ng/ml、介入１か月後16.7ng/mlと有意に増加（p<0.001）。
握力は、添加群で介入前13.2kg、介入１か月後14.9kgと有意に増加（p<0.001）。非添加群では、介入前12.6kg、
介入１か月後12.5kgと有意差なし（p=0.4423）。

【考察】
添加群と非添加群共に、介入１か月後で各々の血清25-（OH）-D濃度が介入前に比べて有意に増加した。非添
加群であっても、本院の給食でビタミンD推奨摂取量を満たし、血清25-（OH）-D濃度が増加したと考える。
乳カル酵素ファイバー®を汁物に添加すると、握力は有意に増加した。
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5-3-4　栄養ケア・マネジメント、歯科・口腔ケア

PEGペーストの使用により便性および排便コントロールの改善がみられた4症例

1特別養護老人ホーム藤香苑　栄養部，2特別養護老人ホーム藤香苑　施設長，3特別養護老人ホーム藤香苑　介護部，4特別
養護老人ホーム藤香苑　看護部，5平成医療福祉グループ　栄養管理部

○中
なかむら

村　彩
あや

（管理栄養士）1，渡邉　恵美1，中島　ひなの1，宮田　光康1，石川　圭太2，吉永　恭平3，
小関　陽平4，藤田　朋美5，堤　亮介5，山本　祐子5

【はじめに】
寝たきりの高齢者で液体経腸栄養剤を使用している場合、その合併症として下痢が生じやすく、また加齢や身
体機能の低下から生じる便秘と下剤の使用による下痢を繰り返すなど、排便コントロールが安定しない例が多
い。今回、当施設においてそのような症状を有している利用者4名に対し、自然由来の半固形栄養剤PEGペー
ストを使用することにより、便性および排便コントロールの改善がみられたため報告する。

【対象・方法】
液体経腸栄養剤を使用している利用者4名（82～96歳、男性1名、女性3名）を対象に、ほぼ同エネルギーのPEGペー
ストへ切り替えて、排便日誌を記録し変化を観察した。排便日誌では、便形状（ブリストルスケール）・排便回数・
量（１：母指頭大、２：１～３の間、３：手拳大以上）・刺激性下剤の頓服使用回数を調査し、変更前変更後の
一カ月間の平均を比較した。また、定期に実施している生化学検査にて栄養評価を行い、変更前と変更後三か
月目を比較した。

【結果】
便形状はブリストルスケール6.8±0.2から4.8±0.7となり水様便から普通便に近い状態へ変化した。排便回数に
変化はみられず、量は2.75±0.2から2.25±0.3へ減少した。刺激性下剤の頓服使用回数は7.2±2.3回/月から2.8±
1.1回/月へ減少した。また、生化学検査について変化はみられなかった。

【結論・考察】
4症例全てにおいて便性の改善、量の減少、刺激性下剤の頓服使用回数の減少がみられたため、PEGペースト
は便性及び排便コントロールの改善に効果があると考えられた。PEGペーストは他の一般的な栄養剤よりも
自然由来の食物繊維が非常に多く含まれているため、その影響も大きいと考える。また、排便日誌による丁寧
な観察に基づいて個別的な排便コントロールを行うことの必要性を感じた。
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5-3-5　栄養ケア・マネジメント、歯科・口腔ケア

トロミ水を用いた口腔ケアの試みと実践の効果

上條記念病院

○ 上
かみじょう

條 　由
ゆ み

美（看護師），竹本　恵理，小林　佳菜絵，野村　庸子，草間　利江子，降籏　好恵，
上條　裕朗

はじめに
口腔環境と全身状態には密接な関係があり、誤嚥性肺炎の予防のため口腔内清潔の保持が重要である。口腔内
の乾燥・痰のこびり付き・口腔ケアによる出血のある患者に、言語聴覚士と歯科衛生士が考案したトロミ水を
用いた口腔ケアの方法を実施したところ、口腔状態の改善が見られた。口腔保湿ジェルと比較し安価で使用し
やすいトロミ水は継続が容易である。トロミ水を用いた口腔ケアの効果について検証したので報告する。

目的
トロミ水を用いた口腔ケアは、患者に苦痛が少なく安価で行え口腔内清潔が保持できるケア方法であることを
検証する。

方法
検証期間：令和３年２月５日～７月３１日
対象者：口腔乾燥の強い患者５名
①トロミ水を用いた口腔ケアの実施。
②トロミ水を用いる前後の口腔内の状態の変化を、OralHealthAssessmentTool（OHAT）の指標を使い評
価する。

経過報告
開始から５か月が経過した時点において①口腔内の出血②口腔内の汚れの落としやすさ③口腔内の湿潤の保持
の３つの点でトロミ水使用前と比較して改善が見られた。トロミ水を用いた口腔ケアは、口腔保湿ジェル等を
使用するより安価で有益な方法だと考える。今後５名の対象者にOHATの指標での評価を予定している。
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5-4-1　栄養ケア・マネジメント、歯科・口腔ケア

回復期リハビリテーション病棟の質の高い栄養管理を目指して
～栄養評価指標変更および介入方法の見直し～

鶴巻温泉病院　栄養科

○三
みやま

山　綾
あやか

霞（管理栄養士），國見　友恵，柴　晃洋，米本　海咲，原田　知奈

【はじめに】
回復期病棟の栄養管理の課題は、全国的に入院患者の低栄養があげられる。回復期リハビリテーション病棟協
会の調査ではBMI18.5㎏/ｍ2未満の割合が入院時と比べ退院時に増加している。
先行研究では週1回のモニタリングは月1回と比較しBMIの改善が認められた報告もあり早期介入が求められる。
当院の栄養評価指標「GNRI」は評価項目が体重・Albの為、Albの半減期の影響を受けやすく、低体重や採血
頻度により低栄養判定が続き記録に時間を要していた。更に診療報酬改定や人員配置変更により業務量が増加
し早期介入が困難となる事が予測された。そこで介入時間の捻出かつ低栄養改善を目的とし、新たに推奨され
始めた栄養評価指標「GLIM基準」へ切り替えと介入方法を変更し栄養管理を行った為報告する。

【対象】
2020年5月～2021年3月に当院回復期病棟を退院した患者

【方法】
①GNRIとGLIM基準の低栄養患者数の比較
②栄養評価指標をGNRIからGLIM基準へ変更し入退院時の栄養状態を比較
③体重測定1回/M→2回/M+初回入浴時に変更し入退院時のBMIを比較
④栄養指導件数・栄養情報提供書作成件数比較（2019→2020年度）

【結果】
①低栄養:GNRI28名→GLIM基準4名
②低栄養:8.7→3.8％、低栄養中リスク:39.6→26.5％、低栄養低リスク:30.8→27.9％、低栄養リスク無:13.7→32.9％、
過栄養:7.2→8.9％全体の栄養状態低下割合:79.1→58.2％
③BMI18.5㎏ /ｍ2未 満 :27.4→26.7％、BMI18.5㎏ /ｍ2以 上25㎏ /ｍ2未 満 :59.3→62.3％、BMI25㎏ /ｍ2以
上:10.6→9.3％、BMI30㎏/ｍ2以上:2.7→1.7％
④栄養指導件数:310件→272件栄養情報提供書作成件数:121件→409件

【結語】
栄養評価指標を変更し必要な栄養介入・栄養情報提供書作成や栄養指導の時間を捻出できた。また、体重測定
の頻度をあげることで早期栄養介入と、体重減少の抑制ができた。今後、疾患種別・年代別に集計を行い各々
に対する当院の栄養管理課題の検証、介入方法を確立していく。
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5-4-2　栄養ケア・マネジメント、歯科・口腔ケア

デイケアにおける管理栄養士介入の取り組み

江藤病院

○中
なかつ

津　桃
ももこ

子（管理栄養士），井上　奈緒美，原田　ひろみ，日下　至弘，由宇　教浩，武久　洋三

［目的］
2018年の介護報酬改定により、栄養スクリーニング加算が新設された。栄養状態を良好に維持することは、疾
病予防や健康維持に繋がると考えられる。そこで、当院デイケア利用者に対する管理栄養士の低栄養改善への
取り組みについて報告する。

［対象］
2019年11月～2020年11月の期間に当院デイケアで昼食を利用した利用者117名

［方法］
栄養スクリーニングを2019年11月、2020年5月・11月に実施。厚生労働省が提示している栄養状態の確認項目
①1～6ヶ月で3％以上もしくは2ｋｇ以上の体重減少、②BMI18.5未満、③ALB値3.5g/dl以下、④食事摂取量不
良（75％以下）のいずれかに該当する低栄養状態またはその恐れのある利用者を抽出した。本人または家族の
同意が得られた利用者13名に対し、栄養ケア計画書を作成し、栄養状態の改善を図る相談などの栄養改善サー
ビスを提供した。

［結果］
2019年11月のスクリーニングでは、31％が低栄養またはその恐れのある状態であった。1年間デイケアを継続
して利用した者は、117名の内55名であった。継続して利用した55名の2019年11月のスクリーニングでは、
27％が低栄養またはその恐れがある状態であり、2020年11月のスクリーニングでは40％が低栄養またはその恐
れがある状態であった。栄養改善サービスを提供した13名の内、1年間病状が安定して経過観察できたのは3名
であり、内2名が栄養改善した。

［考察］
1年間継続して利用した55名では、介入にもかかわらず低栄養またはその恐れがある割合に増加が見られた。
しかし、栄養改善サービスを提供した利用者では栄養改善がみられている。デイケアでの栄養改善加算の算定
率は3.3％と全国的に低い。低栄養状態である利用者やその家族に、栄養改善の必要性を感じて頂ける取り組
みを行っていきたい。
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5-4-3　栄養ケア・マネジメント、歯科・口腔ケア

急性期治療後のサルコペニアを有する患者の栄養獲得量がADLに及ぼす影響について

1平成リハビリテーション専門学校　理学療法学科，2世田谷記念病院　整形外科，3博愛記念病院　内科

○新
にいじま

島　剛
ごう

（理学療法士）1，武久　敬洋2，武久　洋三3

【背景・目的】
急性期治療後の患者の約50％がサルコペニアや低栄養状態を併存しているという報告があり、入院時にサルコ
ペニアや低栄養状態を有していると、ADL向上に負の影響を与えるといわれている。栄養状態の改善とADL
との関連についての報告はあるが、栄養獲得量という視点でADLへの影響を検討したものは見当たらない。
今回、サルコペニアを有する患者の栄養獲得量がADLに及ぼす影響について調査を行った。

【方法】
本研究は後ろ向き観察研究で、2016年7月から同年11月に平成医療福祉グループの関連18病院（回復期リハビ
リテーション病棟、地域包括ケア病棟）に入院した患者883名を対象とした。サルコペニアはAWGS2019の診
断基準（簡易評価）、栄養状態はMNA-SFによって評価した。測定は入院時と退院時の計2回実施した。統計
解析には重回帰分析を用い、目的変数を退院時FIMとし、説明変数には年齢、性別、入院時FIM等の交絡因
子を投入した。交互作用項として入院時MNA-SFと入退院時のMNA-SF変化量（栄養獲得量）をモデル加え、
非線形性も考慮にいれて解析を行った。

【結果】
入院時にサルコペニアを有する患者は全体の67.5%、低栄養を有する患者は59.1%であった。栄養獲得量の効果
については入院時の栄養状態で変化するとは言えなかった（p=0.393）。非線形性は認められなかった（p=0.276）。
主効果として栄養獲得量は入院時の栄養状態に関わらず統計学的有意な差（p=0.022）が認められた。

【結論・考察】
入院時の栄養状態には関係なく、退院時の栄養獲得量が高ければ、退院時FIMが向上する傾向にあった。サ
ルコペニアを有する患者において栄養獲得量の視点でADLを評価し、適切なアプローチを検討する必要性が
示唆された。
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5-4-4　栄養ケア・マネジメント、歯科・口腔ケア

誤嚥性肺炎予防に向けた統一した口腔ケアの取り組み

みなみ野病院　看護部

○松
まつくぼ

窪　明
あけみ

美（看護師），梶原　香織

1.はじめに
　みなみ野病院の医療療養病棟の入院患者は、80歳以上の高齢者が約60％を占めており、また脳血管疾患によ
り嚥下機能が低下し、誤嚥性肺炎リスクの高い患者も多い。誤嚥性肺炎の予防のためには、口腔ケアが重要視
されているが、実際は看護師各々の観察と判断に任され、また口腔ケアの方法が統一できていなかった。今回、
口腔ケアへの意識付けと、統一した口腔ケアの実践に向け取り組んだ結果を報告する。
2.目的
　Ａチーム看護師の共通認識のもと、口腔内の評価と患者に合った口腔ケア物品を選択し、統一した口腔ケア
を実施する。
3.方法
　期間：2020年6月～2月
　対象：病棟看護師Ａチーム8名
　1）言語聴覚士による口腔ケア勉強会の開催
　2）患者に必要なケア物品の選択、口腔ケアの回数を統一
　　ケア物品は、クルリーナ、モアブラシ、リフレケア、スポンジブラシの中から選択
　3）患者の口腔内をカンファレンスにて評価
　4）スタッフへ介入後の意識調査を実施
4.結果
　取り組み後の意識調査の結果、「口腔ケアを目標に上げ意識して行うことができた」「患者の口腔内が清潔に
保てている」「コップに明記することで患者に必要なケア物品が正しく使用できた」との回答が大半を占めた。
一方で、「カンファレンスを用いて患者の口腔内の評価が定期的に行えた」に対する回答は半数以下だった。
介入前の（前年度月平均）肺炎発生率は2.0％、介入後の（今年度月平均）肺炎発生率は1.9％であった。
5.考察
　肺炎発生率は、介入前（前年度）に比べ大きな変化は見られなかったが、意識調査の結果からも患者の口腔
内環境の改善、口腔ケアの大切さの意識付けとなった。カンファレンスの方法が確立されていなかったため、
定期的に患者の口腔内の評価ができず、同じ口腔ケア方法、同じケア物品を継続して使用することもあった。
今後定期的なカンファレンスを行い情報共有することで、より充実した口腔ケアに結びつけられると考える。



第29回日本慢性期医療学会

5-4-5　栄養ケア・マネジメント、歯科・口腔ケア

新型コロナウイルス（COVID-19）の当院の栄養管理の取り組みについて

橋本病院

○宮
みやもと

本　明
あきとも

友（看護師），高城　洋子，宮本　美恵子，橋本　康子

（はじめに）現在、新型コロナウイルス感染症が蔓延している中、当院においてクラスターが発生した。専門
病院でないが治療を行わざるを得ない状況となった。新型コロナウイルス感染症では味覚異常やメンタルヘル
ス不調が伴い食事摂取量が低下し低栄養になる患者もいる。東口らは、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）
の治療と予防に関する栄養学的提言の中で「生体の免疫力は栄養状態によって支えられており、低栄養で特に
筋肉量が減少した人あるいは動物では明らかに細菌やウイルスなどの感染症に対する免疫能が低下しているこ
とが知られている。すなわち、栄養状態を良好に保つことはCOVID-19から身を守る大きな一助になると考える」
と述べている。新型コロナウイルス感染症患者に対して栄養状態を悪化させないことが重要と言える。今回当
院が行なった栄養状態を維持するための取り組みについて述べる。（対象）2020年12月～2021年2月まで　新型
コロナウイルス感染症患者　当院での治療患者30名/46名中（方法）発症前と軽快後の栄養状態を体重と血液デー
タで比較する。（結果）発症前と軽快後の血液データを比較して低下している項目があり体重減少も見られた。
体重増加している患者は少なく、体重が3Kg以上減少している患者も多い結果となった。（考察）栄養補助食
品などを積極的に取り入れ摂取カロリーを確保できるように関わったが、全身状態が悪化している状態での栄
養確保は困難であった。また経過途中で体重測定を行うことができなかった点も問題であったと考える。（ま
とめ）新型コロナウイルス感染症の治療が優先され栄養状態の把握が遅れた。食思低下、メンタル低下を起こ
すことを見越した上で、早期より栄養補助食品や一時的に経管栄養で摂取カロリーを確保していくことは重要
である。病院食に限らず、食べたい物を食べたい時に食べやすさ等を考え栄養状態を良好に保てるように関わっ
ていきたい。
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5-5-1　栄養ケア・マネジメント、歯科・口腔ケア

リハビリテーション総合実施計画書における栄養評価法の検討

1千里リハビリテーション病院　臨床栄養部，2武庫川女子大学　食物栄養学部　食物栄養学科，3千里リハビリテーション病
院　診療部

○岩
いわさき

﨑　真
ま り え

利恵（管理栄養士）1，武内　海歌1,2，鞍田　三貴1,2，亀井　こずえ1，櫻井　史明1，岩崎　祐1，
橋本　康子3

【目的】リハビリテーション（リハ）病棟における栄養評価法としてSGA、MNA-SF®の有効性が報告されて
いる。本邦では病棟入院料１の算定において、実施計画に’栄養’が要件となり、栄養補給法、嚥下食の必要性、
BMIが評価項目である。今回、主観的評価SGAと、体重、BMIを用いる客観的評価（MNA-SF®、MUST、
GNRI）において、低栄養を決定する最も有用な評価法を見出す。

【方法】2020年4月から8カ月の入院患者より（入院10日以内の退院を除く）FIM効率算出可能110例（46％）（男
/女：51/59、年齢70±17歳）を対象とした。疾患は脳52例（47％）、整形46例（42％）、廃用12例（11％）。入
院時に管理栄養士がSGAを実行し、MNA-SF®、MUST、GNRIは必要な指標が揃った時点で算出した。各評
価法の判定別に入院時アルブミン値（Alb）、BMI、在院日数、実績指数を比較した。FIM効率を目的変量、年齢、
性別、疾患、SGA、MNA-SF®、MUST、GNRI判定を説明変数とし重回帰分析を行った。

【結果】高度栄養不良と判定された症例はSGA6.4％、MNA-SF®51.8％、MUST34.5％、GNRI10.1％であっ
た。入院時のAlbはSGA、GNRIでは高度不良症例で低値を示し（p<0.001）、MNA、MUSTは差を認めなかっ
た。BMIはすべての評価法において高度不良症例で低値を示した（p<0.001）。在院日数はSGA評価のみ良好
判定と中等度判定間に差を認めた（p<0.01）。良好判定の実績指数（Median）はSGA41.9、MNA-SF®34.3、
MUST38.2、GNRI40.9であり、高度不良判定はSGA23.7、MNA-SF®37.8、MUST40.4、GNRI44.6であった。
FIM効率に影響した評価法はSGA、次いでMNA-SF®であった。

【考察】主観的評価法であるSGA判定は、Alb、BMIに差を認め、実績指数との関連性も見られ、リハ総合実
施計画の栄養判定に有用であることが示唆された。
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5-5-2　栄養ケア・マネジメント、歯科・口腔ケア

グアーガム分解物による貧血改善の効果

山口平成病院　栄養部

○廣
ひろなか

中　蒼
あおい

（管理栄養士），川口　奈緒美，米川　麻貴

［背景］グアーガムは水溶性食物繊維のひとつであり、ミネラルの吸収促進効果があると報告されている。当
院では貧血を呈する患者が多く存在する。グアーガム分解物であるサンファイバーを食事に付加し、食事量を
増やさずに腸管からのミネラル吸収率を上げることで貧血の改善が見込めるのではないかと考えた。

［目的］サンファイバーを付加した食事の提供によりHb値の改善を図る。
［対象］2020年10月1日-2020年11月30日の期間で山口平成病院に入院中のHb値10.0g/dl以下の患者計9人
［方法］高橋氏らによると、ヒトにおいてグアーガム分解物による鉄吸収効果を期待する場合、摂取量は1日あ
たり10-40gであることが望ましいとの報告があるため、患者が負担なく美味しく食事を召し上がれるよう付
加量は15g/日に設定し、1日3回に分けて提供を行った。介入前と介入2ヵ月後のHb値、血清鉄の値を比較した。

［結果］対象者全員のHb値が上昇し、そのうち4人が10.0g/dl以上に改善した。Hb値には有意な差があった
（p=0.003）が、血清鉄に有意な差はなかった（p=0.23）。鉄剤を長期間内服していた対象者1名はHb値改善の
ため介入2ヵ月後に服薬が中止となった。

［考察］サンファイバーの提供を行った2ヵ月間でHb値が改善したため、グアーガム分解物は一定量摂取し続
けることにより貧血を改善させる可能性がある。血清鉄に差がなかった原因として、本研究では鉄補給を積極
的に行っておらず、また対象者個々の喫食量の変化や病状によって鉄が不足していた可能性があるため、十分
な効果を得るためにはグアーガム分解物の摂取と同時に鉄の補給も併せて検証する必要がある。
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5-5-3　栄養ケア・マネジメント、歯科・口腔ケア

嚥下調整食学会分類2013コード3の指導資料作成による作業効率化

多摩川病院　栄養部

○遠
えんどう

藤　真
ま い

衣（管理栄養士），峯松　麻里

背景
2019年人口動態統計の死因において誤嚥性肺炎は6位と高い。誤嚥性肺炎は個人に適した食形態で食事を摂取
できていないことから起こることも多く、食事指導が重要となる。特に嚥下調整食学会分類2013コード3（以
下学会分類3とする）以下の形態は調理方法が複雑になり、その中でも学会分類3は自宅退院する患者の割合が
高い。しかし当院では、学会分類3の指導資料が確立されていない。

目的
退院後の生活に欠かせない重要な指導であるが、指導手順が確立しておらず、指導の準備負担が大きかった。
指導資料を作成し、業務の効率化につなげることを目的とし、今回の研究を行った。

対象
2020年8月-10月多摩川病院に勤務する管理栄養士4名

方法
学会分類3（当院での名称はソフトE）を摂取する患者が自宅退院することを想定し、指導手順書・資料作成（配
食・カタログ・調理）を行った。その後、当院の管理栄養士に作成した資料を配布し、実際に指導に活用また
は指導した場合を想定してもらい、作成した資料についてのアンケートを実施した。

結果
アンケートを依頼した4名全員から回答があった。指導の準備に平均2時間半程度かかっており、特別食や低栄
養の指導よりも時間がかかっていることが分かった。本研究で作成した資料を使用することにより、準備にか
かる時間が半分以下となった。

考察・結論
準備にかかる時間が半分以下となったことから、作業効率化に繋がったと言える。患者の家庭背景を考慮しパ
ターン分けしたことで、どの患者にも対応できる資料になり、負担が軽減した可能性が高い。そのため、今後
もこの資料を使用したいという意見が多かった。今後実際に指導で用いて、相手の反応を見て資料に改良を加
えていく必要がある。形態の危険性について理解してもらうことが難しかったという意見もあり、形態につい
てより詳しく説明するためSTと連携した指導を行うことも検討していく。
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5-5-4　栄養ケア・マネジメント、歯科・口腔ケア

70歳以上の整形疾患の身体状況と栄養状態について

世田谷記念病院　栄養部

○粟
あわた

田　麻
ま ゆ

友（管理栄養士），山本　祐子，前田　朝美

［背景と目的］当院に入院される整形疾患患者の殆どが70歳以上で、術後の痛みによる体重減少や、栄養状態
が低下している方がしばしばみられる。そこで、回復期リハビリテーション病棟に入院した70歳以上の整形疾
患患者において、BMI21.5未満とそれ以上での栄養状態、リハビリ効果の比較を行った。

［方法］2019年４月～９月に回復期リハビリテーション病棟を退院した70歳以上の病前自宅にいた整形疾患の患
者75名を対象とした。日本人の食事摂取基準2015年版の目標とするBMI21.5-24.9をもとに、入院時のBMIが
21.5未満と21.5以上の2群に分け、入院時と退院時の体重、臨床検査値、摂取栄養量、FIM、退院の方向の比較
を行った。摂取栄養量は、入院1週間と退院前1週間の平均摂取量を比較した。

［結果］入院時BMI21.5以上は21.5未満に比べ、MNA、GNRIは有意に高値であった。また、摂取エネルギー量・
蛋白質量、Alb値も高い傾向にあった。入院時と退院時の変化量を見たところ、BMI21.5以上の方がMNAの
変化量、FIM利得も高かった。在在宅復帰率は、BMI21.5未満で71.7%、BMI21.5以上で86.4％だった。

［考察］BMI21.5以上は21.5未満に比べ、MNA、GNRIが高値であることから栄養状態が良いと考えられた。
21.5以上はMNAの変化量やFIM利得、在宅復帰率が高いことから、BMI21.5以上は21.5未満に比べ、栄養状態
やFIMも改善しやすく、在宅復帰にも繋がったと考える。これは、入院時から摂取エネルギーや蛋白質量が
多いことより、しっかり食べられる方が改善しやすいのではないかと考えた。

［結語］今回の調査により、BMIが21.5以上である方が、21.5未満に比べ栄養状態や身体機能、在宅復帰率が向
上する可能性があると考えられる。退院後も、体重が減少しないよう栄養指導をしていく必要があると思われ
る。今後は、対象者数を増やし、骨格筋量、SMIなどの体組成の比較も行っていきたい。
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5-5-5　栄養ケア・マネジメント、歯科・口腔ケア

入院患者の義歯紛失を防止する当院の対策

堺平成病院　歯科

○島
しまたに

谷　浩
ひろゆき

幸（歯科医師）

【はじめに】当院は平成31年に病院統合で誕生した病院であり、296床の入院患者の多くは高齢者で義歯保有率
も少なくない。そのような中、認知症等の理由で義歯の着脱も含めて自己管理ができず、時に患者または病院
側の不注意で「義歯紛失」の問題が起きることがある。紛失により患者の摂食やリハビリに加え、顔貌や精神
面等に悪影響が出るだけでなく、新義歯作製に約1カ月が必要なため長期間の不自由が強いられる。紛失原因
により作製費用を病院が負担するケースもあり、防止すべき問題である。そこで当院の病棟および歯科で実施
している紛失予防策を紹介する。【方法】歯科以外の対応として①病棟スタッフが義歯の有無をカルテ表紙ペー
ジに記載し情報共有（入院時など）、②STによる義歯の確認（食事時など）、歯科の対応として③歯科スタッ
フが義歯の状態をチェック（入院時無料歯科検診、定期的口腔清掃時など）、④ネーム入れ（新義歯および義歯ケー
ス）、⑤不要な、または使えない義歯の自宅返却もしくは処分、⑥持っているが使用していない、いわゆる「放
置義歯」を調整・修理、⑦可能な範囲で患者教育・指導、等の方法を実施した。【結果】義歯管理が徹底され、
紛失頻度は減少した。【まとめ】義歯は眼鏡や補聴器等の補助器具と違い口の中に存在するため、その有無は
見た目で判断しにくく、義歯の使用状況を病棟が把握するマニュアルは必須である。義歯は保険作製では1割
負担で数千円程度だが、上顎の口蓋部にCo－Cr等の金属を使う金属床義歯は数十万円を要し、病院負担にも
限界がある。よくある紛失原因に、患者が外した義歯をそのままティッシュペーパーに包み、それをゴミと思
い込んだ病棟スタッフが捨てる場合がある。義歯ケースに入れるなど保管場所を特定し、必要な時にすぐ義歯
を取り出せる体制が不可欠である。今後も義歯管理を周知徹底し、患者の快適な義歯ライフをサポートしてい
きたい。
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5-6-1　薬剤

新しい薬剤管理指導業務の確立をめざして

三条東病院　薬局

○岡
おかむら

村　正
まさお

夫（薬剤師），田中　亮，五十嵐　公徳，小名　英利

【はじめに】医療療養病床や介護医療院における薬剤管理指導は意思疎通の可否が業務に大きく影響する。新
型コロナウイルス感染症拡大の今日に於いてはご家族とお会いする機会もなく必要不可欠な業務を実施しても
算定要件である「直接服薬指導、服薬支援その他の薬学的管理指導」に該当しない場合が発生し算定実績は大
幅に減少した（52件/月）。
令和２年12月よりZoom面談業務を薬局が担当する事になった。
面談準備をする過程で病態、薬物療法、療養支援等多岐にわたる情報収集が必要になる事があり、患者との面
談とZoom面談時の家族が知りたい情報や聞きたい情報を収集整理する事となった。このような共有すべき情
報を積極的に取り入れて、より質の高い薬剤管理指導業務構築を検討した。

【方法】
面談時に通常のハイリスク薬チェック表、副作用モニタリング表、重篤な副作用チェック表、腎機能の再評価、
バイタルチェック・直近の体重確認をしてご家族に情報を提供するようにした。これらの情報共有には病棟ス
タッフやリハビリスタッフ、管理栄養士にも随時参加してもらいご家族に担当者から説明してもらう機会とした。

【結果】
面談の実施実績は１２月から５月までの6ケ月で月平均37人（累計59回/月）の面談を実施した。薬剤管理指導
件数は平均月84件となり、面会できなくなった時の薬剤管理指導件数に比し大きく回復することとなった。
データーを経時的に共有でき、その時の服薬理由や症状を伝えることもでき非常に家族に喜ばれた。意思疎通
困難と思いこんでいた患者とも目くばせや頷き等の手法で意思疎通が可能な患者が多い事を知る機会にもなった。
このような新たな面談により患者とご家族のための新た病棟チームが構築でき質の高い薬剤管理指導の業務改
訂に貢献できた。
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5-6-2　薬剤

地域包括ケア病棟とポリファーマシー

富家病院　薬剤科

○遠
えんどう

藤　憲
けん

（薬剤師），宮戸　啓子，石田　保子，関　尚子，下島　綾香

［目的］
　去年に引き続き、本院地域包括ケア病棟でポリファーマシーを検討した。本院地域包括ケア病棟では、急性
期の病院から自宅復帰までの橋渡しが必要であり、薬剤に関しても急性期病院から地域の病院や薬局への連携
が必要である。本院に入院された後、必要な薬の精査を入院理由別に検討した。

［方法］
　2021年1月から2021年4月まで本院地域包括ケア病棟を退院した（退院予定を含む）患者様の中から増減した
薬剤数と薬剤名を調査した。

［結果］
　2021年1月から2021年4月までの間に退院した74名中、入院時の持参薬より退院時薬が減少していた方は24名、
増加していた方17名、入院時と薬剤数が変わらなかった方は33名であった。対象の74名を調査したところ入院
時持参薬平均5.6剤、退院時処方薬が平均5.3剤と差はみられなかった。減薬した薬剤、増加した薬剤の種類を
調査するとともに消化器系、循環器系、鎮痛薬の順に多かった。

［考察］
　地域包括ケア病棟は急性期から自宅または施設に退院される方のクッションとして使用されるため様々な疾
患を抱えて入院される方がいる。便秘薬の調整や高血糖薬の切り替え、鎮痛薬が漫然と使用されていた症例に
対して再評価が多く散見された。

［課題］
　薬物療法の適正化が今後の課題である。減薬した中の薬では循環器系薬も含まれており、血圧、血糖コント
ロール、見直しが必要である。また、便秘薬のような日によって状態が変化するものに対し今後どのように提
案できるか考えていきたい。
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5-6-3　薬剤

片麻痺患者の薬の自己管理を早期に実現するための開封ツールの活用

1千里リハビリテーション病院　薬剤部，2千里リハビリテーション病院　作業療法士，3千里リハビリテーション病院　医局

○冨
とみまつ

松　幸
ゆきこ

子（薬剤師）1，小林　節子1，山口　亜弓1，松原　映里1，辻　令奈1，加藤　孝幸2，太田　はるみ1，
橋本　康子3

（目的）回復期リハビリテーション病院においては、患者が退院するまでに日常生活動作をできるだけ自分で
行えることを目標に介入を行う。当院の薬剤部においては、毎日の薬剤の管理にとどまらず、患者が退院時に
薬の自己管理ができるようになることを目指して服薬支援を行ってきた。薬の自己管理を実現するためには、
薬袋の開封およびヒートからの錠剤やカプセルの取り出しが自分で行える必要がある。今回、脳卒中後片麻痺
のある患者に対して、自助具を使った薬袋の開封およびヒートからのカプセルの取り出し練習を行う介入を行っ
たので、その経験についてここに報告する。

（方法）対象は回復期リハビリテーション病院である当院に入院中の脳卒中後片麻痺患者６名。6名全員がレター
オープナーを用いて、薬袋の開封練習を行った。そのうちの1名については、錠剤取出し用自助具「トリダス」
を用いて、ヒートからカプセルを取り出す練習も追加した。

（結果）レターオープナーを使用して薬袋の開封練習を行った6名のうち、3名は1週間程度の短期間の練習を行っ
たのみで、最終的には別の方法で開封ができるようになった。一方で、残りの3名はレターオープナーを使用
して薬袋開封動作を獲得、1ヶ月以上継続、薬を自己管理できるようになった。
更にその3名のうち2名は、退院までにレターオープナーを用いずに薬袋の自己開封が可能になった。退院まで
レターオープナーを利用した1名の患者は、トリダスを用いたヒートからのカプセル薬の取り出し動作も獲得して、
ツールを用いながら薬の自己管理をされた。

（考察）脳卒中後片麻痺患者が内服薬の自己管理をする上で、薬袋の開封やヒートからの錠剤・カプセルの取
り出しがネックになる。自助具の活用により薬袋の開封やヒートからの錠剤・カプセルの取り出し動作を早期
に獲得することで、退院に向けた内服自己管理の練習を早期に進めることができると考えられる。
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5-6-4　薬剤

薬剤師から見た包括病棟における医業支出の削減対策 第1報
～薬剤費削減に向けた処方内容の調査～

1美原記念病院　薬剤部，2美原記念病院　事務部，3美原記念病院　院長

○南
なぐも

雲　玖
く み

美（薬剤師）1，山下　雄介1，中根　丈晴1，風晴　俊之2，美原　盤3

［はじめに］回復期リハビリテーション病棟（回リハ）、地域包括ケア病棟（地ケア）においては、薬剤費は診
療報酬制度上包括されており、医業支出の中での薬剤費は病院運営上の大きな課題である。そのため、病院薬
剤師にはこれらの病棟の薬剤費をしっかりと意識することが求められる。そこで今回、当該病棟の薬剤費削減
に向けた対策立案のために処方内容を調査した。

［調査対象と方法］2021年4月に1日以上入院していた患者134名（回リハ107名、地ケア27名）において、各患
者に処方された薬剤（外用薬、臨時薬、頓服、持参薬を除く）と使用量を調査し、患者1人あたりの薬剤種類数（種
類/日）および、推計薬剤費（円/日）を算出した。さらに、患者1人あたりの推計薬剤費が平均を上回った患
者を抽出し、その患者の薬剤種類数（種類/日）を調査した。また、処方された薬剤ごとに1ヶ月間の合計金
額を算出し、合計金額の高かった薬剤を調査した。

［結果］患者1人あたりの薬剤種類数は、回リハで4.8±2.5種類/日、地ケアで4.6±2.6種類/日であった。患者1
人あたりの推計薬剤費は、それぞれ269±255円/日、333±373円/日であった。この薬剤費を上回る患者は、
回リハで46人（43％）、地ケアで11人（41％）であり、薬剤種類数はそれぞれ6.7±2.3種類、7.2±1.3種類であっ
た。また、1ヶ月間に使用された薬剤は高額順に、回リハではエリキュース錠®、タケキャブ錠®、リクシア
ナOD錠®で、上位10種類中8種類が先発医薬品であり、地ケアではサムスカOD錠®、トラゼンタ錠®、イー
ケプラ錠®で、上位10種類中7種類が先発医薬品だった。

［結語］平均薬剤費を上回る患者は、いずれの病棟でも4割以上おり、服用薬剤種類数は6種類を超えていた。
これらの病棟の薬剤費削減のためには、積極的なポリファーマシー対策の実施と後発医薬品の使用が求められる。
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5-6-5　薬剤

薬剤師から見た包括病棟における医業支出の削減対策 第2報
～減薬と後発品使用によるコストカットの効果～

1美原記念病院　薬剤部，2美原記念病院　事務部，3美原記念病院　院長

○山
やました

下　雄
ゆうすけ

介（薬剤師）1，南雲　玖美1，中根　丈晴1，風晴　俊之2，美原　盤3

［はじめに］診療報酬上薬剤費が包括されている病棟において、医業支出の中の薬剤費は病院運営上の大きな
課題である。我々は、包括病棟における薬剤費用にかかる分析を行い、薬剤費削減対策として、減薬および後
発医薬品の使用推進が求められることを示した（本学会、第1報）。これらの対策が、実際に当該病棟の薬剤費
にどのように影響したかについて調査した。

［方法］令和1年度と令和2年度の回復期リハビリテーション病棟（回リハ）における①6種類以上の内服薬が定
期処方されている患者割合、②後発医薬品使用割合、③年間使用薬剤費について調査した。さらに、延べ患者
数を求め、④1日1人あたりにかかった金額を求めた。なお、①、②について、カイ2乗検定を用いて比較、有
意水準は5%以下とした。

［結果］①については、令和元年度は29.3%、令和2年度は25.5%と減少傾向を示した（p<0.1）。②については、
令和元年度は86.8%で、令和2年度は90.2%と有意に増加した（p<0.05）。③については、令和元年度約1100万
円であったのに対し、令和2年度は約950万円と、約150万円もの削減につながった。④については、令和元年
度389円であるのに対し、令和2年度は339円と減少していた。

［考察］令和2年度、当院ではポリファーマシー対策として6種類以上服薬している患者に対する減薬（第60回
全日本病院学会で報告）、後発医薬品の積極使用に取り組んできた。薬価改定や患者数減少が影響している可
能性はあるが、これらの取り組みが回リハ病棟における医業支出の削減対策として有用であることが示唆された。
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5-7-1　臨床検査・放射線

スマートフォンカメラ機能を使用し撮影した顕微鏡写真の検査室内における活用例報告

多摩川病院　検査部

○岩
いわがね

金　旭
あさみ

美（臨床検査技師）

【はじめに】
顕微鏡で標本を鏡検することは、患者の病態把握の為に欠かせない検査の一つである。しかし、判別に苦慮す
る症例に遭遇した場合、長期保存できない標本もある。高価な機器を導入せずともアダプターを作製すること
で、身近なスマートフォンで顕微鏡標本写真を撮影できることを平成30年に報告した。その後個人情報の取り
扱いから検査室専用スマートフォンの購入に至った。今回はより使用しやすいようにアダプターを改良し、検
査室内でスマートフォンを用いての顕微鏡撮影写真の活用例を報告する。

【方法】
スマートフォンはiPhone6sを使用。アダプターは前回作製した発泡スチロールの板（接眼レンズと同径の直
径15mmの穴を開け、接眼レンズからの距離は15mmとした）にさらに接眼レンズの外径と同じ直径25mmの
穴を開けた板を重ねる。この工夫により手ブレが軽減しスムーズな撮影が可能となる。

【結果】
改良したアダプターを使用することで以下の判別に役立てることが出来た。血液の白血球像は、核や細胞質の
特徴に注目し、判別困難な血球を撮影し写真を拡大することで細部を観察し判別の手助けとなった。尿検査は
多種多様な尿細管上皮細胞の特徴を捉える事ができた。皮膚鏡検では皮膚の厚さによる白癬菌の同定困難な事
例に対し、顕微鏡の微動ねじを動かした時の様子を動画として撮影することにより、他者に観察状況を伝達す
ることもできた。

【考察】
検査室内で疑問に思った症例や遭遇率の低い症例を撮影し画像保存することで、検査室内での症例共有や後日
に画像確認が可能となり、技師一人ひとりがより広く深い知識を習得する上で有意義である。
問題点として、症例ごとに経過観察を行うためには、どの画像がどの患者の検体を撮影したものなのか検索す
る上で分かりづらい点がある。今後はフォルダを作成し、日付・患者氏名・検体材料を登録し分かりやすく保
管することが課題である。
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5-7-2　臨床検査・放射線

当院の線量管理と線量記録の取り組み

江藤病院　診療部

○松
まつもと

本　竜
たつや

也（放射線技師），住友　正美，竹内　浩，日下　至弘，由宇　教浩，武久　洋三

［はじめに］
　令和2年4月1日より診療放射線の安全管理体制整備について、医療法施行規則の一部が改正され施行された。
その中の線量管理と線量記録の項目において、放射線診療を受ける者の被ばく線量に対して医療目的や画質等
とのバランスを考慮した上で関係学会の策定したガイドライン等を参考にして対象となる放射線診療機器等の
線量を評価し最適化の検討を行い、さらに放射線診療を受ける者に対する放射線診療機器等の線量を適正に管
理するために放射線診療を受ける者の被ばく線量等を記録する必要がある。当院の線量管理と線量記録の取り
組みを報告する。

［方法］
①線量記録方法の変更
②記録している線量を用いて線量の適正化が行われているかを確認する。線量の適正化は、今年度撮影された
CTの中で撮影部位毎に標準体重（50～70㎏）を満たす線量データを約20例ずつ集め、DLP（線積分線量）の
平均線量を算出し、診断参考レベルを参考にして比較・検討する。

［結果］
①当院では改正される以前よりpacs上にCT線量の画像を転送し線量記録をしていたが、紙の照射録にも線量
を記録し残すように変更した。
②撮影部位ごとに平均線量を算出した結果、頭部CTではDLPが1058、胸部CTは243、腹部・骨盤部CTは
626、胸部～腹部・骨盤部1相のCT撮影では918という線量が求められた。線量としても診断参考レベルを超
えておらず、読影上も画質に問題はないと思われるため線量の適正化がなされているといえる。

［まとめ］
　当院は線量管理と線量記録の面について安全管理体制は整備されいるといえる。今後は、各患者様の積算線
量を計算するために線量管理ソフトの導入が必要になってくる可能性がある。また現在、当院はCTのみの線
量記録でいいが、今後省令の改正等により一般撮影なども線量記録が必要になる可能性もあり、その場合の対
策なども併せて考えていく。
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5-7-3　臨床検査・放射線

外来から時間外入院までのシームレスな早期介入で心不全急性増悪を抑止できた重症僧帽弁逆流
症の１例

1原土井病院　検査科，2九州大学医学部第一内科血液・腫瘍・心血管内科，3原土井病院　内科

○力
りきまる

丸　佳
か よ

代（臨床検査技師）1，稗田　道成2，柏木　謙一郎3，石倉　英樹3，二見　祟太郎2，野口　陽子1，
山本　裕子1，村上　純滋3，野村　秀幸3

【症例】慢性心不全、僧帽弁逆流症、発作性心房細動、悪性リンパ腫（放射線化学療法後）、大腸憩室破裂術後
の既往歴のある60代男性。中等度僧帽弁閉鎖不全症の治療目的で外来定期受診。経胸壁心エコーで左室駆出率
27%と低左心機能に加え、僧帽弁逆流症重症度が中等度から重症に進行していた。また、僧帽弁逆流症に伴う
2次性肺高血圧を来し、中等度両側胸水貯留を認めた。心不全急性増悪する可能性が高いと判断し、心エコー
実施技師から外来主治医に即時連絡した。心エコー所見から溢水傾向と評価され、トルバプタン3.75mgから7.5
ｍｇへ増量された。その際、外来主治医から時間外医師に患者情報の伝達を行い時間外受診の際の対応を共有
した。外来受診2日後、夜間呼吸困難感が出現し、夜間不眠に陥ったことから時間外受診。胸部レントゲン写
真上、肺うっ血・下肢浮腫を認め、BNP954.7pg/mLであったため心不全急性増悪と判断し、心不全加療目的
で入院となった。入院時現症は、血圧99/73mmHg、心拍数62bpm、心房細動であった。入院後、利尿薬は継
続し、エプレレノン50mg1Tを導入した上でフロセミド20mg1A/日静注する戦略がとられた。入院主治医に
治療方針が引き継がれ、順調に利尿がつき、治療介入後3日で61.0kg→57.2kgと減量し、夜間呼吸困難感も改
善した。心不全症状緩解したため、入院5日で軽快退院となった。

【結語】外来受診から時間外入院を通して、適切な早期介入により心不全急性増悪・重症化を抑止できた重症
心不全の１例を経験した。低左心機能に伴う重症僧帽弁逆流症は容易に重症化し、送管呼吸器管理を含めた重
症管理が必要になることは少なくないが、心エコー検査技師、外来主治医、時間外担当医、入院主治医が密に
連絡を取り合い、可及的早期に心不全治療介入が可能となり、心不全急性増悪・重症化を抑止できた。心エコー
技師として、異常所見を早期伝達することで心不全診療の質を向上させる可能性がある。
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5-7-4　臨床検査・放射線

線量低減プロトコール導入に向けて

1南淡路病院　放射線科，2南淡路病院　診療部

○岡
おかだ

田　桂
けいじゅ

樹（放射線技師）1，伊井　邦雄2，奥井　保明1

【はじめに】
2020年3月「診療用放射線の安全利用のための指針」を策定し、管理者の配置や研修、医療被爆線量の管理、
記録、被曝低減の検討が求められる。指針はICRP2007年勧告IAEAの議論に基づいた放射線防護の基本原則
の正当化、防護の最適化、線量限度からなる。防護の最適化は診断参考レベルに基づく線量の設定や被曝線量
の適正な管理とあり防護の最適化に着目し低減プロトコール（CT設定条件）の試作に取り組み実施評価した
ので報告する。

【目的】
CT検査における被曝線量の低減化と検査目的に見合ったCT画質の追及

【対象】
当院入院患者様CTフォロー検査対象者5名

【期間】
2021.2.3～2.17

【方法】
頭部、胸部、腹部の低減プロトコールを試作。従来検査後、経過観察対象となる検査に試作プロトコールを実
施し画質を評価する。

【結果】
頭部、腹部は試作段階で適正画像に成らず中断。胸部は肺野条件のみに着目すると８割程度低減。縦隔条件を
含めば1～３割低減となり画質は大差なし。

【考察】
頭部では試作の画質に期待できず当装置では診断参考レベル同等設定の現状維持が望ましい。腹部については
縦隔条件で比較的良い結果となったので今後の検討課題としたい。胸部は縦隔条件でも従来と大差ない画質ま
で求める事が出来た。

【まとめ】
今回のCT被曝線量低減化は、胸部において画質は従来と大差ないが線量は1～3割減と僅かである。最近では
画像再構成AIが搭載のCTが開発され7～8割程度の低減も期待できますが、当院CT装置でも将来的に被曝線
量の4～5割減を目標にさらに努力しCT被曝の懸念解消に繋げたい。
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5-8-1　チーム医療、他

医療療養病床における歯科衛生士の業務体制の構築

柏たなか病院　看護部

○芦
あしだ

田　奏
かなこ

子（歯科衛生士），佐藤　直也，西部　有里沙，辻　真由美，川島　聡美

【背景】
当院は2020年4月より医療療養病床176床が増床され512床のケアミックス型病院となった。医療療養病床では
経管栄養投与や吸引を必要とする全介助の患者が多く、誤嚥性肺炎や気道閉塞リスクが高いため、専門的ケア
と日常ケアの継続介入が必須である。そのため、昨年度より医療療養病床の口腔ケア業務に焦点をあて、業務
体制の整備を進めている。歯科衛生士が医療療養病床において果たす役割は大きく、本年4月より歯科衛生士
の増員し、更なる体制の充実を図っている。今回、その実践内容について考察したのでここに報告する。

【目的】
医療療養病床における歯科衛生士の業務体制を構築することにより、統一した口腔ケアが提供できる

【方法】
１．増員に伴い、業務内容の見直しや役割の明確化を図る。
２．医療療養病床に入院する患者を対象に、定期的な口腔ケアアセスメントを実施し、リスク　　分類別にケ
ア回数の設定を行い介入する。
３．介入件数の拡大のため、１患者あたりの口腔ケアにかかる時間を計測し、1日あたりの介入可能人数を設定する。
４．看護師を対象とした口腔ケア勉強会を実施することにより、他職種協働によるケアの統一化を図る

【結果】※現在進行中のため、発表時に報告いたします
患者の口腔内状況に合わせた介入を行うことにより、口腔内の清潔の保持が期待できる。また、勉強会開催に
より、職員の口腔ケア意識が向上し、異常の変化「気づき」につながり、早期での歯科衛生士介入や統一した
ケアが実践できる。

【考察・結語】
医療療養病床において、歯科衛生士による口腔ケア業務への介入は、口腔内清潔の保持にのみならず、看護師
の業務負担軽減にもつながる。また、他職種協働での口腔ケア介入により、ケアの質の維持・向上を図ること
ができるため、今後さらに充実した体制の構築を検討していきたい。
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5-8-2　チーム医療、他

介入困難な情動・遂行機能障害に対しチーム連携を取り，病棟アプローチを行った症例

千里リハビリテーション病院　リハビリテーション科

○吉
よしだ

田　麗
れいか

花（理学療法士），尾崎　悠，小林　亮介，岩崎　真利恵，山口　真由美，齋藤　友美，林　敦史，
中村　泰陽，田村　哲也，吉尾　雅春

【目的】
頭部外傷を原因とした急性硬膜外血腫，硬膜下血腫，クモ膜下出血により情動・遂行機能障害を呈した症例に
対しチーム・病棟全体での取り組みを行ったことで自宅復帰に至ったので経過と考察を報告する．

【症例提示】
84歳女性，自転車走行中にトラックと接触し受傷．同日に血腫除去術施行．15病日に当院入院．脳画像にて右
頭頂葉から後頭葉にかけて硬膜下血腫と，左前頭葉から側頭葉に病変が認められた．入院時，視野狭窄の訴え
や退院願望あり．看護，リハビリテーション（以下リハ）の介入・服薬・身体接触の拒否，幻覚を見たと自室
での入眠拒否があった．情動面では易怒性，脱抑制があり時間が守れないなど集団生活でのルール違反や，車
椅子を倒す，殴るなどの粗暴行動や暴言が見られた．運動機能は拒否の為評価不能．FIM39点（運動27，認知
12）．

【対策】
チームで情報共有し患者が安全で穏やかに生活できる方法を検討．病棟スタッフ間で対応方法を統一した．リ
ハは食事・整容・更衣の見守り等リアルタイムでのＡＤＬ練習を実施．本人が好まれていた肩のストレッチや
入浴介助を積極的に実施した．

【結果：発症後120病日】
リハでは下肢の筋力強化や歩行・階段練習が実施可能となった．生活でも落ち着きがみられ暴言や粗暴行動な
どの脱抑制の回数は減少した．整容，排泄は自立．院内歩行や入浴は視野狭窄の影響で見守りレベル．FIM98
点（運動79，認知19）．家族，本人共に自宅退院の願望が強かった為，ケアマネジャーや家族と協力し自宅退
院に至った．

【考察】
本症例は患者への対応や環境設定の不備により問題行動が生じた症例であった．チームで情報共有し病棟へ対
応方法を周知することで患者が過ごしやすい生活設定を行うことができた．また，セラピストとしては本人が
好まれていた課題や生活の援助をする事で本人との信頼関係の構築ができた．その結果，自宅復帰への取り組
みもスムーズに行うことができた．
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5-8-3　チーム医療、他

夜間巡視時における看護師・介護士の視点共有
～観察チェックリスト作成による情報共有を試みて～

セントラル病院　看護科

○田
たなか

中　綾
あや

（看護師），戸井田　康宏

Ⅰ.はじめに
　当病棟は看護師・介護士からなる幅広いキャリアのスタッフで構成されている。日中は申し送りやカンファ
レンスにより、情報共有をおこなっているが、夜間における巡視時の視点は各個人の判断にゆだねられており、
看護師、介護士が同一視点で巡視できる指標となる物が当病棟にはなかった。そこで夜間巡視時のチェックリ
ストを作成し、スタッフが共通の視点で巡視できるように試みたのでここに報告する。

Ⅱ.研究方法 研究期間Ｒ２年５月1日から継続中
　対象看護師１２名介護士９名
①現状の観察視点を明確にする為のアンケート実施
②上記結果をもとに巡視時チェックリスト作成
③事後アンケート実施しチェックリスト使用前後で視点の変化を評価

Ⅲ.倫理的配慮
　研究の主旨を説明し同意を得るとともに、個人が特定されないよう配慮する。

Ⅳ.結果
　チェックリスト使用前は、巡視時の観察ポイントとして生存確認といった漠然とした回答がみられていたが、
チェックリスト使用後は以前より呼吸状態・顔色、点滴などに注意するようになった。また、ナースコールの
位置やベッド周囲の環境への配慮がみられるようになった。

Ⅴ.考察
　チェックリスト作成により、観察項目を定型化したことで、観察ポイントが共有でき、スタッフが同一視点
で巡視できるようになったと考える。また環境への配慮が深まり、安全で質の高い療養環境の育成につなげら
れたと考える。

Ⅵ．おわりに
　観察内容を理解し情報共有することは重要である。今回の結果から、質の高い看護・介護ケアの提供には同
一視点での観察、情報は不可欠であり、今後の指導に活かしていきたい。
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5-8-4　チーム医療、他

終末期患者へのチームアプローチ
～KOMIチャートシステムによるアセスメントからその人らしさを取り戻す

石巻健育会病院

○眞
しんどう

藤　明
あ す か

日香（看護師），安倍　栄子，伊藤　大智，桐生　康平，岩渕　聖也，土井　菜摘，満留　久美子，
勝又　貴夫

【はじめに】
直腸癌終末期患者に対して、KOMIチャートシステムを活用し多職種でアプローチした結果、寝たきり状態か
ら経口摂取が可能となりADL拡大につながった事例を報告する。

【患者紹介】
72歳男性
主病名は直腸癌で肝臓、肺に転移あり。治療の継続が困難となり当院療養病棟へ入院となる。家族はDNAR
に同意していた。前医で行われていた両上肢の抑制は入院時解除。入院時、寝たきりで無表情、無反応、嚥下
障害にてCVポートより高カロリー輸液を投与していた。FIM運動項目13点、認知項目8点、内服薬のみ経口
摂取していた。

【経過】
入院時、家族から少しでも何か食べさせてあげたいとの希望が聞かれ、主治医からは経口摂取可能かもしれな
いとの説明があった。KOMIチャートシステムによるアセスメントから、持てる力として咀嚼・嚥下、生命力
の消耗につながる項目として起居・移動、意思疎通、快・不快が挙げられた。そこで食事の認識から始め、食
事環境の調整を行い、食事動作の失行に対してアシストし、反復して記憶の想起へと働きかけた。それにより、
ゼリ－食から徐々に食形態を上げ、53病日目には全粥を自力摂取できるようになった。また本人の好みに合わ
せたスポーツやレクリエーションを取り入れたところ、意欲的に取り組むようになった。その結果、覚醒時間
が持続され会話が増え表情も豊かになり、見守りでの歩行が可能となった。その様子から家族は在宅療養を希
望され、128病日目で自宅へ退院となった。退院時FIM運動項目32点、認知項目16点

【考察】
医師を中心とした多職種でのチームアプローチが患者の持てる力を高め、生命力の拡大となり、危機的状況か
らADLの拡大、認識面への向上へと回復を遂げた。その人らしさを取り戻した患者の姿が家族の思いに変化
を与えるきっかけとなり、残された時間を在宅で過ごすことへと繋がった。
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5-8-5　チーム医療、他

スタッフのケアに対する意識の変化　～カンファレンス導入を試みて～

北九州宗像中央病院　看護部

○石
いしやま

山　亜
あ こ

湖（看護師），小西　美樹子，桑野　恵，久保田　明美

Ⅰ．はじめに
病院移転に伴う患者層の変化は看護と介護の質を低下させた。質の低下に気づきつつも改善が出来ず見過ごし
や作業の先送りが行われた。そこでカンファレンスを用いて職員個々に責任感や使命感を再認識させ、心を新
たにケアの質向上につなげようと試みた。
Ⅱ．目的
カンファレンスを定例化し実施する事で事例を通して職員の感性を磨き、本来の責務に気付き”作業”ではな
い配慮の行き届いた患者の為の”ケア”が実践できるように職員個々の責任感や使命感、ケアへの質への関心
が向上することを目的とする。
Ⅲ．研究方法
期間：令和２年7月1日～令和2年11月30日
対象：60名の入院患者を有する医療療養病棟職員34名
実施：①事前アンケート
　　　②課題を決めテーマに沿ってカンファレンスを開催
　　　③事後アンケート
　　　④アンケート集計、データ分析
Ⅳ．結果
自己評価は研究前後で変化なく最初から高い数値を示したが他者評価は研究前で低く研究後は高くなった。カ
ンファレンスでケアへ関心が高まった事で患者身辺の整理整頓、臭気等の療養環境が改善し、時間に追われて
出来なかったケアができるようになった。
Ⅴ．考察
カンファレンスでの意見交換は同僚の看護・介護観を知る機会となり皆で話し合い決定したことを行うことで
統一したケアが行え、ケアの質向上に繋がり個々のジレンマの解消にも役立った。
カンファレンスよってある程度ケアの統一は為される。個人の今迄の体験や考え方によって受け止め方は様々
だが、カンファレンスによる意識の改革は一定の効果があると考える。
Ⅵ．結論
①ケースカンファ開催でスタッフの看護倫理に基づく関心を向上させる事ができる
②職員の意識の変化が行動に現れケアの質向上に繋がる
③カンファレンスは意識の変化をもたらすのに有効である
参考文献
１）「看護カンファレンス」　医学書院　川島みどり
２）「看護をかたり、調整の場としてのカンファレンスへ」　杉野　元子　　等
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5-9-1　チーム医療

2020年度 院内職種間連携強化に向けた他職種合同研修の現状報告

千里リハビリテーション病院

○佐
さ さ き

々木　雅
まさこ

子（看護師），橋本　康子，池田　吉成，谷場　剛

背景
当院は、回復期リハビリテーション病院であり、医師、看護師、各種セラピスト、その他多くのコメディカル
が協働している。その中で他職種が対等な立場で互いにコミニュケーションを図りながら、役割を自覚し専門
性を発揮しながら連携することで様々な側面から患者を支援することができる．しかし、職種間の相互理解、
問題意識の共有などが不足している現状がある．その為、各職種研修に加え他職種合同にて役割研修や看護師
介護士研修を実施している．

研修の現状
役割研修では、各部署の中間管理職を対象に、管理者に期待する役割、課題認識と対策などの内容でグループ
ワークの形式をとっている．１回の対象人数は8～9人と小人数制とし、職位、職種は混合としている．研修後
１カ月間で取り組んだ課題についてレポートの提出を義務付けている．看護師介護士研修では、患者、家族か
ら頂いた意見をもとにケーススタディを実施、同時にセラピストより移乗技術の指導を受けている．研修には、
必ず理事長も参加し病院の理念、組織の展望、課題に関する考えを話してもらっている．

結果、考察
役割研修は、計5回、50名全員が参加．看護師介護士研修では、現在までに5回、120名中43人が終了、現在も
継続中である．研修を他職種合同で行うことは、各々の立場から意見を述べるため、情報の理解に差が見られ
る．そのため限られた時間の中で相手に伝えるための工夫をしている．そのことは、職種間の関係性の構築や
職種間の理解に繋がり、他職種連携強化の一助となっていると考える．また、組織は、各職種が病院の理念実
現のためベクトルが一方行に向いていないと協働していく良い体制がつくれない、その意味で理事長が研修に
参加する意義は大きいと考える．
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5-9-2　チーム医療

多様化する介護人材を活かして～エイドアシスタント導入の取り組みと成果～

1新富士病院　看護部介護科，2新富士病院

○渡
わたなべ

邉　敦
あつこ

子（介護福祉士）1，木島　金夫2，川上　正人2，中島　一彦2

１．はじめに
　当院では、数年前より慢性的な介護人材不足が続き、介護職の募集を行うも応募がない状態が続いていた。
結果、介護サービスの量と質を維持するために時間外勤務も増加しており、更なる離職や現在提供する介護サー
ビスの維持に影響が出る恐れがあった。今回初めての試みとして、人材派遣「エイドアシスタント（従来の看
護助手業務から身体介護を外した業務を担当・以下エイドと省略）」の業種を令和２年９月より採用した。
　介護現場における業務内容を見直し、介護職員が担っている業務の一部をエイドに移行したことで、一定の
成果が示されたため報告する。

２．方法
①介護科職員52名対象として、エイド導入による心理・意識調査（質問紙法）
②介護科職員の時間外勤務調査。エイド入職前後半年間の平均時間外勤務の比較（統計的調査）
③エイド４名対象として転職意識調査（質問紙法）

３．結果
①介護職員の98％がエイド導入以前と比べ、介護業務内容が改善されたと回答。導入し困ったと回答した職員
は、全体の8％に留まった。又、84％の職員が業務上のストレスが軽減したと回答した。
②エイド入職前後の半年間で比較すると、4病棟中3病棟において、介護職員１名あたりの平均時間外勤務が1.42
時間減少した。
③エイドから介護職への転職希望は、身体的・年齢的に自信がなく、早期な転職を考えている者は居なかった。

４．考察
　介護職員の仕事は、環境整備から身体介護まで多岐に渡る。エイドへ間接的介護業務を移行し仕事量が減っ
たため、身体的・心理的負担軽減や時間外勤務削減に、一定の成果が示された。現状の介護現場において介護
の質を維持していくために、多様な人材を活かし、チームで取り組んでいくことが必要であると考える。
エイドと介護職員とのコミュニケーションを密にし、エイドが介護職への窓口となり、人材不足解消に役立つ
よう今後も改善していきたい。
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5-9-3　チーム医療

慢性期医療における医師事務作業補助者の役割
～医師事務作業補助者はチーム医療の一員～

1淡路平成会　平成病院　医療情報室，2淡路平成会　平成病院　病院長，3恵泉会　堺平成病院　診療情報管理室，4恵泉会　
堺平成病院　総務部

○秋
あきやま

山　祐
ゆうこ

子（事務職）1，片山　直弥2，杉谷　彩織3，近藤　千秋4，中村　江利4，井上　育子4

【はじめに】
医師事務作業補助加算は、平成28年より慢性期医療でも算定可能となった。急性期医療で働く医師は主訴の治
療を行い、慢性期医療で働く医師は多数の疾患を同時に治療し退院に向けて抱える様々な問題を解決すること
を担う。急性期医療と慢性期医療で医師に求められる役割も異なる。専門科分野で働く医師事務作業補助者（以
下DC）は診療科に特化した能力が求められ、慢性期医療で働くDCは医師と同様幅広い知識で医師をサポー
トする必要がある。今回、慢性期医療における医師事務の役割について発表する。

【方法】
・幅広い知識を得ること、各専門職種との連携を目的に専門職種による勉強会を依頼。
・急性期医療と慢性期医療の違いについて医師対象にアンケート調査、慢性期医療で業務をしているDCにア
ンケート調査を実施。

【結果】
医師へのアンケート調査：急性期医療は病気を治して退院がゴールだが慢性期医療は病気が一定でなく併存疾
患があり幅広い診療が求められる。退院については患者背景・患者の状態に応じた問題があるために他職種と
の連携が必要となる。
DCへのアンケート調査：医師の指示における治療方針や薬効などのある程度の知識がないと業務が滞る。DC
と他職種の連携は必要であること、専門職種による勉強会も日常業務に役立っているという回答が多数であった。

【考察】
慢性期医療＝落ち着いている印象を持たれやすいが、慢性期医療で医師が受け持つ患者数は急性期病院の約2
～3倍となる。重症者や急変リスクを抱えた患者をもつ多忙な医師をサポートするDCは医師と同様に幅広い
知識がないと業務の遂行が出来ず円滑なサポートが出来ない。そして患者さんの入院から退院まで関わる全て
の職種との連携が不可欠であり、チーム医療の一員となっていると考える。
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5-9-4　チーム医療

食事委員会の取り組み ～安全な経口摂取獲得に向けて～

1宇部西リハビリテーション病院，2リハビリテーション部，3診療部，4医師，5理学療法士，6言語聴覚士

○吉
よしだ

田　弘
ひろゆき

幸（理学療法士）1,2,5，中村　真一1,2,5，湯淺　理恵子1,2,6，岡野　由紀枝1,2,6，柳原　博之1,2,4，
梶原　浩司1,3,4

我々の勤務する介護医療院のリハビリカンファレンスでは、入所者に関する様々な事柄（動作・心身機能・日々
の状態等）について話し合いが行われている。重度な入所者が多い中で、経口摂取を進めるにはリハビリカンファ
レンスの場だけでは話し合いが不十分になり、詳細な相談はリハビリカンファレンス以外の時間に担当STと
看護師の間で行われることもあった。そこで「経口摂取、嚥下にテーマを絞ってより専門的な話し合いがした
い」、「食事状況について困っていることを多職種で相談しやすい場を作りたい」、「入所者の嚥下状態について
病棟とリハビリの間で情報共有をしたい」という思いから、2017年8月に食事委員会を立ち上げた。ここで、
現在に至るまでの活動内容を報告する。委員会の実施頻度は月1回30分、参加者は看護師長、看護主任、看護師、
栄養士、PT、OT、STである。①入所者の嚥下機能と現状について、②食事形態変更者について、③経口移
行加算と経口維持加算対象者について、④その他（嚥下造影検査結果、食事に関係する業務について等）の情
報を報告、共有しそれを基に話し合いを行っている。決定事項については委員会参加者以外のスタッフにも共
有する。食事委員会を立ち上げてからは、多職種がお互いの意見を交換しながら経口摂取を進める流れが整っ
てきた。リハビリスタッフは栄養や水分等について、他の職種はポジショニング等について、お互いの専門分
野の知識を共有することもできた。その結果、経口摂取者が増え「食べられる可能性のある人は食べられるよ
うにしていこう」という意識の高まりがでてきた。また多職種がお互いに相談しやすい環境ができ、経口摂取
以外の事柄についてもスムーズな連携がとれるようになってきた。今後も取り組みを継続することで、更に多
職種の連携を強化し、入所者のQOLの向上を図っていきたい。



第29回日本慢性期医療学会

5-9-5　チーム医療

回復期病院退院後、介護老人保健施設デイケアを利用する利用者を対象としたIADLに着目した
評価項目の提案

老人保健施設ひまわり　事務部　診療技術科

○北
きたざわ

澤　裕
ゆうや

也（理学療法士）

【目的】厚生労働省の報告より、現在の医療・介護分野は年々目まぐるしく変化しており、以前のような「病
院完結型医療」から「地域完結型医療」への転換が求められる時代となっている。また、回復期リハビリテー
ション協会の指針によると、療法士は退院後の状況を把握し通所・訪問事業所と連携を図ることが重要である
としている。今回、当法人内での医療・介護の連携を深め、継ぎ目のない患者の生活支援を行うことを目的に
IADLに着目した評価項目の提案とディスカッションを行った。

【方法】評価項目は当法人回復期リハビリテーション病院退院後、デイケアを利用することを想定し作成した。
①自宅の玄関～駐車場（送迎車）までの移動が可能か②送迎車の乗り降りは可能か③個別浴（個浴）は可能か
の3項目について介助の有無、程度に関してチェックリストを作成し、歩行器の有無や特記事項を記載するた
めの自由記載欄を設けた。作成したシートを病院退院時にサマリーに同封して施設へ送付して頂くよう提案した。

【考察】通所サービスを利用する際に必須となる評価項目をリストにして前方病院へ提案することで、療法士
の経験年数に関わらず不足のない評価が行えるものと考える。また、チェックリストと自由記載欄を組み合わ
せることで療法士のシート記載にかかる負担を軽減しながら、詳細な情報共有が行えるツールとして活用でき
ると考える。

【今後の課題】現在挙がっている課題としては①評価項目の妥当性②法人外からの前方病院との連携方法である。
①に関しては現在の3項目以外にも必要となる評価が数多くあり療法士のシート記載にかかる負担を考慮しな
がら更新していく必要がある。
②に関しては法人内においてデイケア職員の介護負担調査や、評価表導入前後での事故件数を比較し統計的手
法を用い、本研究の有用性を示しながら外部へ発信していく必要がある。
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6-1-1　看護・看護計画、看護師特定行為、他

感情表出の難しい患者との関わり
～リハビリ期から退院に向けての援助～

1泉佐野優人会病院　看護部，2泉佐野優人会病院　診療部

○吉
よしかわ

川　由
ゆ か

香（准看護師）1，渡邊　君子1，野村　さゆり1，川辺　裕典1，小田　沙織1，加藤　寛2

はじめに
回復期リハビリテーション病棟では脳血管障害など急性期病院での治療後、自宅退院に不安がある患者様に引
き続き治療やリハビリテーションを必要とする方を対象に早期の在宅や社会復帰を目指し看護を行う。対象と
なる疾患により最長180日の入棟期限が決められている。今回、脳梗塞で症候性てんかんがあり感情表出の難
しい患者様を受け持ち退院に向け援助を行った。

患者紹介K氏女性74歳
主病名脳梗塞症候性てんかん既往歴うつ病
現病歴うつ病で精神科入退院繰り返していた。意識障害があり救急搬送され腎盂腎炎、敗血症性ショックで
入院となり、入院中に脳梗塞発症。同じく入院中に左共同偏視と振戦出現、脳波でてんかん波認め抗てんかん
薬開始となった。

看護の経過
k氏は入院当初は経口食を摂取していたが、症候性てんかんによる共同偏視があり、経管栄養と経口食の併用
していた。覚醒も悪く、リハビリ介入ができず中止となることも少なくなかった。そのため、神経内科医によ
る薬剤調整を行い、覚醒も良くなり共同偏視の出現も少なくなってきた。また、感情表出が困難であったため
声かけやタッチングを行い、家族からの情報をもとに患者が興味を抱くように沢山のことを話しかけた。また
コロナ禍で面会ができないため、家族にオンライン面会を依頼し顔を見る機会を作り精神的な安定を図った。

結果
てんかん発作の出現が減少し、経口食のみに移行できたことで施設退院が可能となった。K氏の表情にも笑顔
が増え、意思表示が出来るようになってきた。

考察
内服調整を行ったことで、てんかん発作の出現は少なくなり、経口食への移行・離床時間の拡大にもつながっ
た。また、家族とのカンファレンスや連絡を密に行い、情報共有することで信頼関係の構築につながった。患
者の表情から気持ちを読み取り積極的に関わり持ったことで、患者様の精神の安定が図れ意思表示ができるよ
うになったと考える。
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6-1-2　看護・看護計画、看護師特定行為、他

障害者病棟における安全安楽な体位変換

本山リハビリテーション病院　看護部

○澤
さわだ

田　かおり（看護師），中田　智子，原　佳奈

【はじめに】
当病棟は主に神経難病患者が多く入院しており、神経難病特有の拘縮やジスキネジアのある寝たきり患者の体
位変換やポジショニングは重要なケアの１つである。
体位変換の方法に対し、以前より多数のスタッフが何らかの問題を感じているとの声があがっていた。
そこで現在、患者個々の状態に合わせた安楽安全な体位変換が行えているかを見直すこととした。
結果、患者により良い体位変換が行えるようになり、さらに体位変換時のスタッフの身体的負担の軽減にもつ
ながったため報告する。

【対象】
体位変換の介助を要する入院患者１４名
看護師23名看護補助者6名

【方法と結果】
スタッフへ体位変換についてのアンケートを実施し、実際の体位変換の場面の調査も行った。
その結果をフィッシュボーン・マトリックス図を使用し問題抽出と対策を考えた。
体位変換に使用するツールや方法・さらに環境に問題があることがわかった。
スタッフの患者体験を行い、リハビリスタッフとのカンファレンスを実施した。
患者の状態に合わせた、ベッドの配置等の環境設定、ポジショニングクッションの評価と変更、適切な体位変
換ツールの導入等を行った。
患者の個々の状態に合わせた安全安楽な体位変換が実施でき、業務の時間短縮やスタッフの腰痛等の身体的負
担も軽減できた。

【考察・まとめ】
多くのスタッフが感じていた何らかの問題点を調査や分析で明確にすることで、スタッフの問題意識が高まり
全員で対策に取り組むことができた。
スタッフの患者体験は、患者の身体的負担や恐怖心も理解することができ新たな方法を継続できる一因となっ
たと考える。患者に合わせた体位変換ツールの使用は、身体状況を把握しているリハビリスタッフの協力が得
られたことも大きかった。
今後も患者の状態を情報共有し、他職種連携で統一したよりよいケアを行っていけることを目指していきたい。
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患者の食べたいという思いに寄り添った看護介入

原病院　看護科

○田
たじり

尻　歩
あゆみ

（看護師），古市　小百合，長尾　佳織

（はじめに）
　高齢患者は認知症や基礎疾患により食欲が低下し、衰弱の一途を辿ることが多い。この患者も入院当初原因
不明の食欲低下が見られ、経鼻経管栄養管理となった。一時期はDrより看取りの時期とICされていたが、経
管栄養により栄養状態が改善され、体力や気力が向上したため、食事をしたいという言葉が聞かれるようになっ
た。今回、経口摂取困難であると思われていた患者に対して胃瘻造設を行い、他職種との連携を図ったことで
本人の望む生活に効果があったためここに報告する。

（患者背景）
T.T様70代女性
認知面は年相応でコミュニケーション良好であったが、入院後せん妄状態であった。
入院時ICではパーキンソン病・老衰と説明あり長男にDNARの確認をする。

（実施）
・経口摂取に向けて、家族や他職種の意見を踏まえた多角的な情報収集
・他職種の意見を取り入れた援助内容の検討
・患者の希望を尊重しチーム全体で援助
（結果・考察）
　患者自身の「自分でご飯を食べたい」という希望と信念を踏まえ、家族からの情報収集の活用、信頼関係の
構築、不安疑問を傾聴し家族との関わりを深め、他職種の多角的な情報収集と意見を取り入れた援助内容の検
討をし、経口摂取の形態をあげていった。他職種との連携をとったことで全身状態の安定が嚥下機能の回復に
つながり、自己経口摂取まで可能になった。「美味しい」、「食べたいものが増えた」などの反応やQOLが向上した。
　食べることは精神的満足度にも大きく影響し、高齢期では活動的な日常を支える生きがい感ともなる。患者
の残存機能や認知面などを他職種で検討して介入することで段階的な回復を図ることができた事例と考えられる。
　患者の意思に寄り添いながら他職種が機能低下の原因に着目しアセスメントすることで、寝たきりで食べる
ことは難しいと考えられる患者の中にも、まだQOLを上げられる患者もいるかもしれないと、日々チームで
介入していくことが重要である。
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6-1-4　看護・看護計画、看護師特定行為、他

特定行為看護師による訪問看護の導入
～在宅に繋がる外来PICC挿入から訪問回診まで～

1平成横浜病院　看護部，2平成横浜病院　診療部，3平成横浜病院　院長

○中
なかむら

村　文
あや

（看護師）1，大和田　香子1，友清　明日香1，古谷　茂美1，天辰　優太2，許　吉起2，程塚　明3

【背景】A病院では2018年7月より特定行為看護師研修修了者を中心に末梢留置型中心静脈カテーテル（以下
PICC）挿入チームを発足し、2021年3月までに490人にPICC挿入をした。さらに2020年4月よりPICC回診を
開始し合併症が減少、PICC挿入から管理まで良好な運用を得られている。【目的】入院中はPICCは、総合的
なPICC管理により有効活用されている。しかし、退院後はPICC管理可能な受け入れ先が限られ、血管アク
セスデバイスの変更となることが患者の選択肢を狭めてしまうと感じていた。退院後もPICC管理できる環境
を整えれば、留置のまま在宅療養が可能となる。在宅療養を希望する患者や家族の意思を尊重するためにも特
定行為看護師による訪問回診を実現したいと考えた。【対象】74歳男性。PICCによる在宅TPN投与を希望。【方
法】外来PICC挿入フローを作成し効率よく挿入できる院内環境と、地域連携室の協力を得て在宅療養環境を
整備。24時間型訪問看護ステーション（以下ST）と連携し夜間救急外来受け入れなど緊急体制の構築をした。
また安全なPICC管理の標準化を図るためSTへ勉強会を実施した。【結果】医療から在宅へと繋ぐ特定行為に
より、患者の望む環境下で合併症なくPICC管理や脱水・栄養管理を実現することができた。【考察】PICCは
日帰り挿入が可能であり入院を希望しない患者にも適している。選択肢が増えることで可能な限り早く在宅復
帰しQOL向上に繋がることが考えられた。課題として、特定行為看護師による訪問看護活動を可視化しシス
テム化する取り組みが必要である。その対策として、①特定行為看護師による訪問看護活動の院内周知②地域
包括ケアの一部として役割を担うため、特定行為看護師による院内併設24時間型訪問看護チーム発足③ST・
訪問診療医・介護施設へ特定行為看護師から訪問事例を共有し、地域での活用を目指すことが重要である。
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6-1-5　看護・看護計画、看護師特定行為、他

業務改善－スムーズな情報共有に向けて－

原病院　地域包括ケア病棟

○西
にしむら

村　智
ちはる

温（看護師），原田　麗菜

【はじめに】
当病院は地域に密着した病院であり、主に高齢者の入院患者が多い。
現在の勤務状況として、出勤時間が異なる事や、2チーム制で看護を提供している為、別チームの患者情報が
わからず確認作業が必要となっており、情報の共有が図れていない現状がある。

【目的】
・急変時や転倒等の患者情報の共有が出来る。
・患者の情報を共有することにより、看護師の意識向上を図る。

【方法】
・看護師に現状についてのアンケートを実施。
・アンケートに基づいた情報共有の検討。
・スタッフステーション内にホワイトボードを設置。
　（重傷者・要注意者・転倒者・熱発者を勤務時間終了時に担当看護師で記載）
・昼のカンファレンスで情報を共有し対応を検討。
・夜勤者が各チームの患者情報を共有。

【結果】
・ホワイトボードの記載と昼のカンファレンスを関連付けて実施することで、患者情報の周知ができた。
・個人情報の観点から、詳しい情報をホワイトボードに記載することに他看護師から疑問の意見があり、名前
だけの表記とした。

【考察】
看護研究中も病棟看護師の意見を聞きながら、それを踏まえて情報共有の方法を変更することで、自分たちの
病棟に合ったより良い方法を見つけることができたのではないか。
また、今回の研究が情報共有について考える機会となり、今後の患者対応に生かしていくことができるのでは
ないか。
ホワイトボードに患者名のみの記載に変更してから、詳しい情報は各々カルテから情報収集を実施し、積極的
に担当看護師から情報を得ようとする姿が見られるようになり、看護師の意識向上にも繋がったと考えられる。
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6-2-1　看護・看護計画

ストレングスモデルを活用した地域生活への移行に向けた看護援助

1南淡路病院　看護部，2南淡路病院　診療部

○渡
わたなべ

部　英
ひでひろ

広（看護師）1，伊井　邦雄2，山崎　哲也2

【はじめに】
看護師は急性期を中心に問題解決モデルを用いて患者を支援している。しかし、精神疾患等の慢性疾患では完
治し問題が完全に解決されることは難しい。そのため問題解決モデルのみでその人をみてしまうと、出来ない
ことばかりに注目し、管理的に関わり続ける支援となり、いつまでも退院できない事態を招く現状を生んでい
る。精神科では「自分を取り戻した」という主観的な回復をリカバリーと表現する。近年、その人らしさやそ
の人の強みを土台としてリカバリーを支援するストレングスモデルが着目されている。当病棟でもストレング
スに焦点を当てた看護援助で長期入院中の、うつ病患者の希望する地域生活に向けた看護援助を実践した事例
を報告する。

【患者紹介】
84歳女性、うつ病、2014.12.11入院。
・自殺企図（タオルで縊首行為）が計8回
・拒薬傾向など服薬アドヒアランスの低下
・下肢筋力低下が進み転倒歴あり
【結果】
患者の言葉に注目、対話や傾聴をし続け、ストレングスに気づいた。「オシメではなく、トイレで用を足したい」

「家に帰りたい」と語ることができた。長男に退院支援委員会で「排泄が自立できれば、在宅での退院を考える」
との意向を示す。PT評価により自室にポータブルトイレ・ワンダーマット設置。オシメ→リハビリパンツに
変更。立位バランス訓練・歩行訓練を実施。下衣更衣動作が可能となる。介護保険再申請し、在宅復帰に向け
た取り組みを進めていくことに長男了承。ST評価を行い、全粥・ソフトＳ→米飯+軟菜一口大に変更。また、
移乗動作が安定目的でベストポジションバーを設置。試験外泊を経て、情動安定化により自殺企図が消失。要
介護４と判定。長男と検討し、コロナ収束後に退院を検討する運びとなる。

【考察】
ストレングスモデルで患者を観ることにより、看護師の意識が変わり、問題解決モデルとは違う視点で、患者
の主体性にアプローチした支援につなげることが出来た。
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6-2-2　看護・看護計画

当病棟におけるカンファレンスの実態と課題
～スタッフの意識調査を通して～

苫小牧東病院　看護科

○井
いづつ

筒　弘
ひろこ

子（看護師），長尾　宏子，印鑰　倫子

はじめに
　当病棟でのカンファレンスは、週に１度午前中に１５～２０分ほどの時間内で、転入されてきた患者を中心に
行われている。また、長期入院の患者に対しては期間が空く場合があり「情報交換だけになっている」「問題
点が絞られていない」などの声を耳にすることもあった。今回、スタッフがカンファレンスについてどのよう
に考えているのか、アンケートにより明らかにし、今後、看護計画に結びついた日常のケアにつながるカンファ
レンスとするために、検討したので報告する。

目的
　看護計画に結びついた日常のケアにつながる有意義なカンファレンスの実施

方法
　対象：当病棟の看護師１９名
　方法：1.カンファレンスについてのアンケート、意識調査を行う
　　　　2.１の結果により現状を明確化、改善点を見いだす
　　　　　分析方法は単純集計法とした

結果
　アンケートの回収率は１００％であった
　カンファレンスに対する意識としては半数以上がカンファレンスに積極的に参加しており、情報交換ができ
ており新たな気づきがあると回答したが、約半数が「疑問に思ったことを質問できていない」と回答し、自由
記述欄には「問題点が絞られていない」「現状報告になっている」などの記述がみられ当病棟でのカンファレ
ンスの問題点が明らかになった。

考察
　当病棟では長期療養の患者が多く病状の変化が少なく方向性にも変更がないことが多いためか経過報告、現
状報告にとどまる傾向にあるのではないかと考えられた。今回のアンケートによりスタッフの意識を知ること
ができ問題点も明らかになった。充実したカンファレンスの実現に向けて今後もさらに検討が必要だが、患者
の現状に合った課題、問題点を明らかにし情報共有することで今後のケアに活かし質の高い看護ケアを提供す
ることにつながると考える。
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6-2-3　看護・看護計画

早期退院支援に向けた意識調査

茨城西南医療センター病院　看護部

○伊
いとう

藤　悠
ゆうた

太（看護師），中山　利香，鈴木　理奈，須藤　康子

【目的】
　当病棟では、入院前のADLに戻れば自宅退院を希望する患者家族が多い。入院時の情報をもとに患者の入
院生活の中に退院を視野に入れ、ADL拡大を取り入れたケアを提供しているが、安静や筋力低下によりADL
が上がらず施設・転院になる患者が多い。そこで看護師がどのようなアセスメントし退院支援に関わっている
のかを調査することで効果的な退院支援が見いだせるのではないかと考えた。

【方法】
　当病棟看護師29名にアンケート調査を行った。

【結果】
　経験年数関係なく、患者の入院前のADLの状態や家族の協力体制、患者・家族のニーズを重視し介入を行
う看護師が多いことが分かった。さらに、経験年数を重ねた看護師は、患者の病状や生活状況を見据え、在宅
移行の時期をアセスメントしていていることが分かった。また、COVID-19により家族の面会ができないこと
で患者の状態が家族に伝わりづらいと感じている。家族関係や患者家族の生活水準など自宅退院の難しさに直
面し、ソーシャルワーカーや退院支援看護師に任せ過ぎていると感じている看護師が多かった。

【考察】
　患者・家族のニーズを重視することで、お互いに退院後の日常生活を健康的に過ごせるという観点から、カ
ンファレンスへの参加や多職種との連携が退院支援に対する看護師の意識向上に繋がっていると考えられる。
また、患者の病状やADL、生活状況を見据えた視点でのアセスメントをすることは、早期退院に必要不可欠
で継続すべきである。さらに、プライマリーナースだけでは情報を集約することは難しく、入院延長を防ぎ、
患者家族の希望に添うために、それぞれが同じケアを提供し意識統一していくことが必要だと考える。また、
家族が面会できないため、患者のADLなどが家族に伝わりにくいことから、家族が来院時に状態を伝えてい
くべきである。入院中の患者の最も近い位置で看護を提供する看護師が主体となって支援に取り組んでいく必
要がある。
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6-2-4　看護・看護計画

自宅退院に向けて～地域包括ケア病棟としての関わり～

国分中央病院　看護科

○中
なかすじ

筋　ひとみ（看護師）

１．はじめに
　地域包括ケア病棟とは、急性期治療を経過し病状が安定した患者に対して、自宅や介護施設への復帰に向け
た支援を行なう病棟である。
　今回、急性期治療を終えリハビリ目的にて入院となったが、食事摂取量・ADLの低下した患者に対し、生
活リズムをつけ、環境作りなどの援助をしたことで、ADLが向上し自宅退院することが出来たためここに報
告する。

２．対象・期間
患者：I氏90代女性（第12胸椎圧迫骨折、認知症、本能性血小板血症、うっ血性心不全、洞不全症候群）リハ
ビリ目的入院
入院期間（援助期間）：令和2年12月25日～令和3年2月22日

３．方法
①朝晩の更衣や、朝・昼食堂への移動、患者同士コミュニケーションのとれる環境作りなどの援助
②食事内容の見直し

４．結果
　入院後２週間ほど経過し、食事摂取量低下みられADLも低下、臥床傾向になりオムツ装着となる。ADL低
下と共に食事・水分摂取量減少した為、一時点滴施行、食事内容見直しとなる。状態を見ながらではあるが食
堂誘導することで同室者や他患者と挨拶、会話をするようになった為、患者同士の関係を考慮した病室配置を
行った。少しずつ食事摂取量が増え自ら食堂へ行こうとし、周囲の患者とも食堂へ行こうと誘いあうようになった。
　また朝晩の更衣を行う事で生活リズムがつき、日々の楽しみが増えるように色塗りやパズルなどを提供した
ことで、臥床時間が減り日中の活動量増加が図れた。
　シルバーカーで歩行可能となり、自宅退院となる。（食堂は感染予防として、患者間をアクリル板で仕切り
を行っていた）

５．考察
　更衣や食堂誘導を行うことで１日の生活リズムがつき、また環境作りによりコミュニケーションの場を設け
ることで日々の張り合いが出来、食事摂取量増加へ繋がり・ADLが向上し自宅退院の実現が出来たと考える。
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6-2-5　看護・看護計画

排泄ケアの改善に向けた取り組み
～介護福祉士による個別性のある排泄ケアへの取り組み～

ベルピアノ病院　5階病棟

○嶋
しまおか

岡　寛
ひろゆき

幸（介護福祉士）

はじめに
当院は療養型病院であり、介護度が高く特にオムツ類を使用している患者が多い。今回、患者のオムツ使用に
よる不快感の軽減や排泄交換による患者に対する自尊心への配慮のために、個別性のある排泄交換に着目し、
当院で採用しているオムツ・パッド類の見直し・導入から、患者へのケア提供までの取り組みを行ったので報
告する。

目的
当院で採用しているオムツ、パッドの種類を見直し、個人に応じたパット類が選択できるマニュアルを作成し、
尿漏れや皮膚トラブルを起こさない排泄交換を行う。

期間：2019年4月1日から2021年3年3月31日

対象：オムツ・パッド類を使用している全入院患者141名

方法：１．患者個別に応じたにパッド類が選定できるよう3種類から7種類に増やす
２．個別に応じたパット選定を行うためのフローチャートおよびマニュアルの作成
３．排尿日誌を用いて排尿時間と尿量を測定し個別排泄ケアを行う
４．尿漏れおよび皮膚トラブルの有無の評価

結果
取り扱いするパッド類を増やし、入院初日からパット選定フローチャートを使用し個別にパッド類を選定した
ことで、尿漏れ回数は活動前後で月平均47件から21件に減少した。また排尿時間と尿量をアセスメントし、パッ
ドの種類を選べるようになったため1日6回行っていた排泄交換を平均4.5回に変更できた。不要な排泄交換が
減り、自尊心への配慮も出来た。皮膚トラブルは活動前に発生していた2件は悪化なく改善し、活動後の新た
な発生は0件であった。

考察
フローチャートおよびマニュアルに沿って個人に応じたパッド類を選択したことで、尿漏れが減少し皮膚トラ
ブルの悪化もなく患者の身体的負担の軽減と自尊心への配慮が出来たと考える。さらに今回の活動によりスタッ
フは、患者のケア充実のための時間を新たに確保することもできた。今後も個別性を尊重した排泄ケアを行い、
自立排泄ケアに繋がる内容にも取り組んで行っていきたい。
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認知症高齢者に対する自己効力感を高める働きかけ
～人との交流を通して～

富家訪問看護ステーションふじみ野　訪問看護

○ 島
しまぶくろ

袋 　結
ゆいか

香（看護師），山下　静香

【はじめに】
自己効力感とは「自分ならできると信じる」という意味である。近年では、認知症高齢者への自己効力感への
アプローチ効果も注目されており社会参加や人とのつながりを持つことで自己効力感が高まり、それが良い結
果につながった事例を多くみてきた。認知症高齢者の自己効力感に注目し、効果が得られたので報告する。

【対象】
８５歳男性独居他人の世話にはなりたくないという思いが強く、社会資源の活用には拒否的。
【結果】
2020年訪問するたびに「何しに来た」「もう来なくていい」と拒否は続いていた。清潔や食事の未充足が目立
ち他サービスの使用なども考えたが拒否が強く介入困難。
2021年2月低栄養、脱水、低体温症にて救急入院となる。
3月自宅へ退院しデイサービス利用開始。通所前は「年寄りが行くところ」と通所に消極的な発言多くきかれ
る。通所１週間頃には「あそこいいんだよ。風呂も入れてごはんも出るからな」とうれしそうに話す。通所中、
他利用者と話したりと他者との関わり増える。

【考察】
小さな成功体験を積み『自分はできる』という自信に繋がった。（直接的達成経験）
同年代や同じ境遇の方など、身近な人の行動をしっかりと観察するモデリングを行えていた為、自分が目標を
達成するための方法を見つけることが出来た。（代理経験）
出来ている事や良くなっていることを繰り返し伝えられ自分自身の良いところを知り、自分にも褒められるべ
き部分がたくさんあるという事を自覚される。（言語的説得）
生活リズムが整い、生理的欲求が満たされたことでA氏にとっての心配要素を取り除き、精神的にも落ち着き
がみられ、毎日の生活の中にも楽しみや生きがいが見え始めた。（生理的・情動的喚起）

【まとめ】
自己効力感を高める4つの視点で関わりを行ったことで、A氏自身の自発的に取り組む姿勢や日常生活での意
欲の向上、情緒的な安定・興味・関心の拡大といった効果に繋がったことがわかった。
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認知症高齢者に支援した整容動作の効果

医療法人社団浅ノ川　千木病院介護医療院

○高
たか

　忍
しのぶ

（看護師），山本　眞理子，桶谷　真美子，塚本　のぞみ，畝　政子，才田　悦子

【はじめに】S介護医療院では朝食に間に合うように早朝からベッド上で顔を拭いて済ませており、入所者から
は「顔を洗いたい」「うがいをしたい」と言う声が聞かれている。そこで私たちは整容動作の支援に取り組み、
その反応を観察した。私たちの取り組みでもBPSDの減少をみたので報告する。

【研究方法】１．研究期間：調査期間は2020年6月～8月２．研究対象：歯磨きや洗面、整容をしたいと訴えた
入所者2名３．方法：整容動作（歯磨き・義歯洗浄、洗顔、整髪）を促し、実施状況を記録する。整容動作実
施状況及びBPSDは単純集計、整容動作の反応は質的分析
倫理的配慮：対象者及び家族に研究の趣旨を口頭及び文書で説明し同意を得た。発表の際には個人が特定され
ないよう配慮した。

【結果・考察】A氏はケアの否定も無く全ての整容動作が出来たが、B氏は6月にケアの拒否が1回あった他は全
てケアの拒否はなく動作も出来た。整容動作は、5つのカテゴリー「整容動作」「歯磨き」「鏡を見る」「他入所
者との関わり」「感想」に抽出された。A氏のBPSDは調査開始前３ヶ月で6件あったが、調査開始直後に4日連
続であったほかは月末に1件、7月・8月各1件であった。B氏のBPSDは、調査開始前「突然起き上がり泣き出す」
等の感情失禁があったが、調査開始後はみられていない。
調査開始時にB氏がケアを拒否したことやA氏が開始直後に4日間連続してBPSDを起こしたことは、環境の
変化によるものと考える。B氏の「きれい、可愛い」「笑顔でたくさん歌をうたえる」等の発言や両氏が鏡を
見て身だしなみを意識し他入所者の髪をとかす気づかいができたことは、心理的ニーズを満たしBPSDを減少
させたのではないかと考える。
期間を通して両氏の「あ～すっきりした」「きれいになった」などの発言は対象者の満足感がうかがわれ、整
容動作を支援することで患者の思いに沿ったケアができたと考える。



第29回日本慢性期医療学会

6-3-3　在宅・訪問医療介護、介護施設・介護医療院、介護・介護計画、介護予防

本人の思う暮らし。どこまで支えられるの!?多職種連携の可能性を考える

富家在宅リハビリテーションケアセンター　居宅介護支援室

○合
ごうだ

田　静
しずか

香（介護支援専門員）

<はじめに>
身寄りがなく、複数の疾患を抱える利用者の、本人の思う暮らしの実現に向けて、支援者として何ができるの
か。本事例を通して、多職種連携の可能性について、改めて考えてみたので報告する。
<事例概要>
S様、89歳、男性、要介護2
H20年頃、ホームレス状態でいたところを保護され、生活保護を受給するようになり、生活困窮者支援施設に入所。
体調を崩し入院、加療を経て、要介護認定新規申請、H30.7月、現在の住まいへ転居、介護保険サービス等で
の支援を受けながらの一人暮らしがスタート。
<既往歴、現病歴>
間質性肺炎、ＣＯＰＤ、高血圧、気管支喘息、腎機能障害
H30.11月、鼠径ヘルニア
R2.7月、腹部大動脈瘤
<経過>
独居生活の中で様々な問題が発生したが、解決に向けての支援の導入に際し、その都度、ショートステイ利用
により生活動作の反復練習を実施、自宅での生活においては、多職種間で情報共有を行いながら、経過観察を
行うことで、問題解決することができている。
現在は、定期的なショート利用により生活動作の確認を実施、同時に自宅での生活リズムを崩さないよう、お
薬ロボットを持ち込み、ショート先でもいつも通りの生活が送れるよう工夫している。又、ご自宅での生活に
おいても、多職種の日常的な関わりにより、安定して生活を送ることができている。
<考察>
日常的に多職種の支援者の関わりがあることで、本人の活動性を高め、ADLの低下防止、QOLの維持が可能
となっており、又、不安がある時はお世話になれる場所（ショートステイ）があり、不測の事態にも対応する
ことが可能なことが、独居生活を継続していく上で、本人はもとより支援者の安心にもつながっている。
但し、日々衰えていく体力や認知機能、又、体調への懸念も、当然ながら考慮しなくてはならず、本人の安全
を最優先に、本人の気持ちを尊重しながら、次のステップ（施設入所）に進むタイミングをきちんと見極めて
いく必要があると考える。
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立ち上がり動作時の体幹前傾の必要性 
～テーブルサンディングを用いた検証～

介護老人福祉施設　ヴィラ町田　介護科

○堀
ほった

田　京
きょうみ

美（介護福祉士），白井　あかね，佐藤　龍一

【はじめに】
トイレや入浴時、立ち上がり動作の介助量が増加傾向にある。
日常的にテーブルサンディングを実施した結果、立ち上がり動作に変化が生じたため報告する。

【対象者】
トイレ誘導をしている女性5名
平均介護度3.2介護度2～介護度4
平均年齢は82.8歳60歳～94歳

【実施期間】
2020年7月～2020年10月までの4ヶ月期間

【方法】
テーブルサンディング1日3回食前に各10回
手を置くクッションは綿の生地にわたを入れて作成
１．イスに深く座り、背中を背もたれにつけ、しっかりと足底接地
２．両手をクッションの上に置きテーブル上をすべらせる
手が伸びるところまで前傾し元の位置に戻る
３．背もたれに背中がつくまでを一回とカウント
テーブルと椅子の位置にシールを貼り、常に同じ環境で実施

【結果】３０秒間に何回立ち上がれるか回数で比較した。
開始前の7月は30秒間の平均立ち上がり回数3回
開始後の10月の平均立ち上がり回数が4.8回
最大値がプラス4最小値がプラス1

【考察】
テーブルサンディングで体幹を前傾させることで、股関節の可動域を増大させたと考える。これにより、重心
が前方に移動しやすくなったため、体幹が前傾した際の推進力を利用し、重心を上方へ移動しやすくなる。結
果、立ち上がりを行いやすくなったと考える。
利用者からは「始めてみてすぐに腰の伸びを感じて動きやすくなった」「自分のためだもんね」という前向き
な意見が聞かれた。
日々の生活の中で介護職員ができることを考え、少しでも利用者の生活範囲が広がりQOLが向上できるよう
支援していきたい。
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自立支援・重度化防止等に有効的な介助・リハの検証

1医療法人芙蓉会　メディカルケア南ヶ丘，2医療法人芙蓉会　筑紫南ヶ丘病院

○太
たろうら

郎良　篤
あつし

史（事務職）1，野中　賢吏1，林　啓介2，俣江　緑1，田口　文子1，川邉　美由喜1，
堀田　成美1

【背景】
超高齢化の影響で病院は「治す医療」に限定され、「癒す医療」は施設等の役割に移った。また従来の介護制
度では利用者の要介護度を改善すると報酬が減る矛盾もあり、2021年4月に「科学的介護」が導入され、自立
支援・重度化防止のアウトカムを評価する方針が示された。

【課題】
科学的介護に対しICT導入が推奨されているが、従来の介護記録システムは省力化が目的で、自立支援・重度
化防止に対する効果は期待できない。当施設では入居者の日々のバイタル測定値から基準域を算出しEWS（早
期警戒スコア）に配転した修正EWSを用いた「AI健康管理」による早期発見・重度化防止を2015年より行い、
更に職員は自立支援につながる食事介助や集団リハを行ってきた。今回その自立支援・重度化防止への効果を
検証するために、要介護度の進行の検証、及びバーセルインデックス（BI）の検証を行った。

【方法】
当施設は定員100名、平均85名入居の介護付き有料老人ホームにて、要介護度４と５の対象者の要介護度の1年目・
2年目・3年目の推移を検証した。またBIの評価及びそれに影響を及ぼす介助項目やリハ支援に対する検討を行っ
た。

【結果】
要介護度４，5の対象者は平均２０名づつであった。要介護度４・5ともに2年目にかけて要介護度の改善が見られ、
3年目にかけて維持する方が多かった。またBIの検証の対象者は８１名で、ADL維持等加算の計算ではADL利
得2.1であった。

【考察】
この要因は、①ICTを用いた状態悪化の早期発見による重度化防止、長期入院による廃用症候群を抑制する効
果、②居室外による食事による刺激や集団リハによる精神的な改善効果により、要介護度の進行の抑制が示唆
された。またバーセルインデックスに関しては、約８割の方が半年後も維持をしており、重度化防止の効果が
示唆された。ただし両検証とも交絡因子が考えられ、それぞれの影響度に関しては定性的な検証に留まった。



第29回日本慢性期医療学会

6-4-1　在宅・訪問医療介護、介護施設・介護医療院、介護・介護計画、介護予防、他

食事意欲の強いALS摂食嚥下障害患者に対し入院から在宅までシームレスな介入をした一症例

1医療法人社団登豊会近石病院　歯科・口腔外科，2医療法人社団登豊会近石病院外科，3朝日大学病院摂食嚥下リハビリテー
ション科

○中
なかざわ

澤　悠
ゆ り

里（歯科医師）1，近石　壮登1，近石　登喜雄2，谷口　裕重3

【緒言】筋萎縮性側索硬化症（ALS）は，その型により差はあるが，進行に伴い摂食嚥下障害を併発する。しかし，
患者の「食べたい」との要望は強いことが多く，われわれ医療者は患者のQOL維持のため，少しでも食べら
れる方法を模索する。今回，食事意欲の強いALS摂食嚥下障害患者に対し，入院から在宅までシームレスな
介入をしたため報告する。

【症例】86歳，男性。X年1月にALSと診断され，同年４月に胃瘻を増設された。当科で嚥下造影検査（VF）
を実施した結果，ゼリー食と中間とろみ水は経口摂取可能と判断し，その後も歯科訪問診療にて食事指導，摂
食嚥下機能評価および義歯調整の介入をしていた。

【経過】X＋3年10月に誤嚥性肺炎を発症し，急性期病院にて加療され欠食となった。同月に，療養目的で当院
転院となり，VFを実施したところ，咽頭機能不良で経口摂取は困難との判断であった。入院中は肺炎の再発
を予防するため経口摂取は中止とし，間接訓練にて介入した。しかし，経口摂取への意欲が強く，X＋3年11月，
自宅退院となったと同時に急性期病院および在宅診療の主治医と相談し，誤嚥，誤嚥性肺炎のリスクを承知の
上でお楽しみレベルの経口摂取開始となった。肺炎リスク軽減のため歯科衛生士による口腔健康管理にて介入
しており，現在まで誤嚥性肺炎の兆候なく，経口摂取を継続している。

【結語】入院中で経口摂取が困難となり，在宅でもそのまま放置され，患者の「食べたい」との要望に応えら
れていないケースも少なくない。今回，食事意欲の強いALS摂食嚥下障害患者に介入するにあたり，病院で
は肺炎予防を最優先としていたが，訪問診療では疾患や機能障害，生活全てを考慮した上で，意思決定の支援
を行った。医療を提供するステージによってその目的は異なるため，場所に応じた意思決定の支援が重要であ
ることが示唆された。



第29回日本慢性期医療学会

6-4-2　在宅・訪問医療介護、介護施設・介護医療院、介護・介護計画、介護予防、他

介護医療院におけるLIFE活用の取り組み

1有吉病院　リハビリテーション科，2有吉病院　総務課，3有吉病院　医事課，4有吉病院　ケア部，5有吉病院　医師

○久
ひさだ

田　路
のりこ

子（言語聴覚士）1，花田　貴之1，永手　由紀1，冨士本　洋子1，安増　信太2，宍戸　利文3，
藤森　和子4，田中　圭一5

【はじめに】
　令和3年の介護報酬改定において、科学的介護情報システム（以下LIFEとする）の運用が開始された。こ
れは厚生労働省へデータを提出し、その後フィードバックされる分析結果の活用により、ケアの質向上を図る
ことを目的としている。当院では令和3年3月、関係各部署からメンバーを集めて対策チームを立ち上げ、活動
を始めた。多職種で連携を取りながら行ったLIFEへの取り組みについて報告する。

【経過】
　まず全てのLIFE様式を、項目ごとに細かく担当を決め、紙ベースでの運用を開始した。次にデータ収集の
手順を明示し、それぞれの部署で担当箇所について責任をもって記入した。最後に、集まったデータの内容を
対策チームでチェック後、介護ソフト内の様式に入力し、提出はデータをLIFEへ連携して行った。

【結果と考察】
　介護医療院に入所するすべての方（94名）について、科学的介護推進体制加算等5つの様式で4月分からデー
タ提出を行うことができた。始めにLIFEの全様式を1カ所に集約し、項目ごとに担当職種に割り振ったこと
で記入漏れを防ぐことができた。フロアのスタッフ一人で全ての項目を記入するのではなく、疾患に関するこ
とについては医師、排泄や一日の過ごし方についてはケアワーカー、身体機能に関することは理学療法士、褥
瘡に関することについては看護師、摂食嚥下に関することについては言語聴覚士と細かく分担したことで作成
の負担を軽減した。項目の中にはどの選択肢にも当てはまらない場合や判断に迷うような文言もあり入力に苦
慮するものもあったが、様々な情報を参考に出来る限り院内で解釈が統一するよう、基準を設けて入力を行っ
た。解析結果等のフィードバックをどのようにPDCAサイクルに活用し、ケアの質向上を図るかについては
今後検討していきたい。
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褥瘡を有する頸椎損傷患者へのリフト等による支援経過

大浜第二病院　看護部

○屋
おくみや

宮　大
だいき

樹（介護福祉士）

【はじめに】Ａ病棟は58床の療養病棟で、医療区分ⅡとⅢが８割を占める医療ケアの高い病床である。今回頸椎
損傷後、褥瘡がある状態で転院してきた患者に対し、福祉用具の選定・活用をすることで、ベッド上の生活か
ら標準型車椅子の自走に至った。その過程を通して、得られた成果と今後の課題について報告する。【対象者】
Bさん、60代男性、外傷性頸髄損傷の術後、頸椎後縦靭帯骨化症、仙骨部褥瘡、２型糖尿病、起立性低血圧【期間】
2019年3月～2021年5月【方法】①ベッド上での食事姿勢の検討②リフト使用での車椅子移乗③チームアプロー
チ【経過】①転院時当初は床走行リフトによる移乗をしていたが、一か月離床中止となる。②ベッド上の食
事姿勢で痛みが生じ、食事時の姿勢及び福祉用具使用の検討をした。褥瘡部の圧を回避するためにスライディ
ングシートを試験的に敷きこんだ。③6月スリングをパオ（ハイバック）に変更。【結果】①褥瘡の治癒②Ａ
ＤＬの向上③リハビリ施設への退院【考察】再発を繰り返す褥瘡に注意しながらの車椅子移乗や、ベッド上で
のポジショニングは、一進一退の状況が続き、職員はじめ本人もモチベーションを維持することが難しかった。
しかし、リフトやスライディングシート等の福祉用具を取り入れ、職員・本人双方に負担なく介入できたことが、
その後のＡＤＬ向上につながったのではないかと考える。【おわりに】今回の対象者は意思疎通の図れる患者の為、
目標設定やそこまでのチームアプローチが比較的容易にできた。今後は意思疎通が図れなくとも、今回の経験
を活かして、より良い福祉用具の選定・統一したチームアプローチが実践できるようにしていきたい。
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令和元年度の反省を基に実施した歩行改善教室の活動報告

熱川温泉病院　リハビリテーション部

○石
いしだ

田　陣
じんし

士（理学療法士），榎本　典子，牧　尚弥，渡邉　康介，山田　國友，小山内　隆

【はじめに】
　当院では東伊豆町の依頼を受け,介護予防事業として歩行改善教室を実施している.令和元年は東伊豆町に在
住の65歳以上で歩行能力が低下していると判断された方を対象とし,能力別に4グループに分けて実施した.各
グループにはセラピストを1人配置し運動内容は担当セラピストに一任した.セラピストが利用者を個別に対応
している際に待機している他の利用者（以下,待機者）への対応が不十分であった事.またセラピストによって
運動の難易度設定が異なる事が反省点として挙がったため,令和2年度はこの反省を基に実施した.

【目的】
　令和2年度歩行改善教室の課題を抽出し更なる改善策を立てる事

【方法】
　対象は65歳以上,歩行能力が低下している方で参加者は21名である.教室は週に1回,3か月間実施した.在住地
域別に3グループに分け,セラピストを1人配置した.グループ担当の他にセラピストを1人用意し,転倒リスクが
高い訓練を実施するグループに追加した.運動内容は筋力増強訓練,バランス訓練,二重課題訓練と内容を統一
した.運動は各グループ15分毎に交代して実施し運動の間に休憩5分を設けた.

【活動報告】
　令和2年度はグループにセラピストを適宜追加した事で他の待機者の対応ができ,運動時間が確保出来た.グルー
プ分けを在住地域別にすることで歩行改善教室から地域の体操教室への参加を促すことが出来た.また,運動内
容を担当セラピストに一任せず,セラピスト全員で設定し統一した事で経験年数の少ないセラピストでも運動
の難易度設定が容易となった.しかし,運動内容の統一や在住地域別にグループ分けをしたことで利用者の能力
に合った運動の提供ができず個別性への配慮が欠けていた課題が挙げられた.

【まとめ】
　待機者の対応と運動難易度設定について対策した所,新たに個別性に関する課題が挙げられた.今後はグルー
プ作成の条件設定を明確にし,そこに特化した運動処方をすることで個別性の確保ができると考える.
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「つるぴくと」導入前後の職員の掲示物に関する意識と業務負担感の変化

鶴巻温泉病院　看護部

○黒
くろかわ

川　聖
せいや

矢（介護福祉士）

【目的】
A病棟には、患者のプランの内容が簡略化された掲示物がベッド周囲にあるが、効果的に職員へ伝わらず、作
成時の業務負担感があった。本研究では、ピクトグラムの要素を取り入れたオリジナル掲示物（以下、つるぴ
くと）のデザインを5種類作成し、ベッドサイド（ネームプレート上）に掲示することで、職員の意識や掲示
物作成時の業務負担感に変化があるのかを調査する。

【方法】
5種類のつるぴくとを作成し、2020年12月25日から2021年1月8日の期間で患者のベッドサイド（ネームプレー
ト上）に掲示した。その期間に在籍しているA病棟の看護職、介護職、作業療法士、理学療法士、言語聴覚士
の計54名の職員を対象とし、導入前後の1週間で無記名自記式質問紙調査を実施した。調査内容は、「①ケア
時に掲示物は目につくか」「②環境設定の把握に役立っているか」「③掲示物の作成にかかる時間」「④掲示物
作成時のストレス」の質問に対して多項目選択式回答とし、「⑤掲示物を作成している時間」の項目は2項目選
択式回答で調査した。導入前後のアンケートはSPSSVer.23のMann-WhitneyU検定を用いて分析した。

【倫理的配慮】
当院臨床研究倫理審査小委員会より承認を得たのち、対象者に目的や方法について十分な説明を行い、同意を
得て実施。

【結果】
つるぴくと導入前後のアンケートの回収率は81％であった。「ケア時に掲示物は目につく」と回答した職員が
増加した（ｐ＝0.023）。「環境設定の把握に役立っている」と回答した職員が増加した（ｐ＝0.018）。「掲示物の
作成にかかる時間」で作成時間が短縮したと感じている職員が増加した（ｐ＝0.005）。「掲示物作成時にストレ
スを感じる、掲示物を業務外で作成している」と回答した職員が減少したが有意差は認められなかった。

【結論】
つるぴくとの導入がきっかけとなり、掲示物に対しての職員の意識や掲示物作成時の業務負担感に変化が認め
られた。
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介護医療院における回想法を用いたQOL向上の取り組み

医療法人碩済会　吉田記念病院介護医療院　リハビリテーション科

○熊
くまがい

谷　さおり（作業療法士），堂園　美保子，池端　昭彦，原　三幸，湯田　法弘

当院は令和元年10月に介護医療院を開設し、ご利用者やご家族、地域において長期療養生活を送るのにふさわ
しい充実した生活、自立支援の場の提供を目指した展開を図っている。
活動や参加の拡大、認知症予防、進行防止を目的とした活動の実施、模索を行う中で、今回「回想法」に着目
した。
回想法は1960年代にアメリカの精神科医バトラー博士により考案され、現在は病院・施設だけでなく自治体の
介護予防事業など地域の取り組みにおいても活用されている。
そこで、実際に回想法を実施し、どのような変化をもたらすかを検証したいと考えた。
方法は日本回想療法学会による手法を基に、4名のご利用者を対象とし、毎週1回から2回、40分間の「お話の会」
を約3ヶ月間実施。内容は、大正後期から昭和初期の生活道具や生活風景などの画像を用い、それらを見なが
ら「思い出話をしてもらう」という事を中心として、今日の日付や過去にあった今日の出来事を確認しての見
当識の促し、ことわざや掛け算九九の暗唱、歌唱での発声の促しを行った。変化点を見るにあたり、認知症スケー
ルHDS-RとDCL（日本回想療法学会版）、客観的ＱＯＬ評価ShortQOL-D、自己幸福感スケール改訂版PGCモラー
ルスケールの4種を用いた。結果は、全4種のスケールのうち3種向上が見られた人1名、2種向上が2名、1種向
上が1名であった。また、1種下降した人が2名、2種下降した人が1名、1種も下降が見られない人が1名であった。
向上した内容について個人差がある中で「人との交流においての積極性」に関連する項目が最も向上者が多く、
施設内での交流はもちろん、地域との交流を促進するツールにできる可能性もあると考える。今後もこの活動
を他者との交流の促進や生活の活性化、認知症進行防止や、さらにご家族や地域との交流の活動ツールとして
活用できるようさらに工夫改善していきたいと考える。
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介護医療院における自立（律）支援の取り組み
－LIFEの活用を通して考える－

1有吉病院　ケア部，2有吉病院　医師

○塩
しおかわ

川　清
せいじ

治（介護福祉士）1，山本　ルリ子1，伊藤　健太1，籾井　かなこ1，西村　穂子1，吉田　信代1，
河野　佳苗1，芳中　由美子1，嶋田　和子1，田中　圭一2

【はじめに】
当院では平成14年に介護療養病床でユニットケアを開始し、利用者の尊厳を保持し、本人や家族の思いを尊重
する個別ケアの経験を重ねてきた。令和3年の介護報酬改定において科学的介護情報システム（以下LIFE）が
導入され、その中の自立支援促進の取り組みには個室ユニットケアの実践の中で培ってきた経験が反映できる
要素が多いように思われた。多職種連携でのLIFEへの取り組みについて報告する。

【経過】
令和3年3月に多職種で対策チームを発足し、LIFE関連加算項目の選定・様式の記入等取り組みのプロセスを
決定した。自立支援促進の取り組みの中で必要とされる支援実績や支援計画には、ユニットケアの24時間シー
トが有効に活用できるように思われた。紙ベースでの運用を進める中で担当のNsや介護スタッフで様式への
記入を実施した。ユニットリーダーを中心にそれぞれの職種が分担して記入を進め、当初予定していたよりも
順調に記入が終了した。

【結果】
ユニットケアの実践の中で、日々の業務に加えて定期的に24時間シートの見直しをするのは負担に感じている
スタッフもいたが、今回のLIFEとの関連で日々のケアの積み重ねの意義を実感した。利用者の現状の評価と
必要なケアの可視化により、今まで行ってきたケアを見直す良い機会となった。

【考察】
長年ユニットケアを実践してきたが、利用者の重度化・高齢化に伴い日々の業務を優先し24時間シートや個別
ケアの見直しが不足していると感じる場面もあったが、今回のLIFE導入により改めて個別ユニットにおける
自立（律）支援という視点で利用者のケアを見直すと共に、スタッフ個々が自身のケアを振り返り、当院で実
践してきたユニットケアの見直しにもつながっている。LIFEの活用を通して利用者・スタッフのケアを客観
的に評価し、フィードバックによるPDCAサイクルの活用と併せて更なるケアの質の向上を図りたい。
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Covid-19の影響よる地域支援活動の変化

札幌西円山病院

○稲
いながき

垣　千
ち か こ

香子（事務職），伊藤　隆

【はじめに】当院では医療公開講座や認知症カフェ・介護予防教室などの地域支援事業を実施してきた。コロ
ナ禍によって2020年度には全ての事業は感染拡大により中止せざるを得ない状況になった。一時は開催をあき
らめていたが、地域からのニーズが高まってきた為、新たな形で事業を再開したので報告する。

【これまでの経緯】以前は、院内で多職種による講義や実技のコンテンツを作り、地域に向けて一方的に発信
する形が多かった。コロナ禍以降は、院内での実施が困難になったこともあり、行政や自主グループ等からの
依頼を受けてテーマを組むようになった。開催場所も院外に変え、出前講座の形で公民館や区民センターなど
を活用して実施した。内容も地域住民のニーズを拾い上げてそれに従ってコンテンツを作った。介護予防教室
では、普段、地域の高齢者が実施しているウォーキングについてリハ的な視点を入れて解説したり地域の方が
実際に困っているテーマについてプログラムを組みなおした。また認知症カフェも施設や病院内での開催が困
難なため、札幌市の区が場所の提供と広報を担当し、民間のスタッフが運営を担当するなど官民での共同開催
する形に変化した。

【考察】開催に当たっては感染予防対策を十分に行った上で実施しているが、当面、病院での開催は困難であ
ろう。行政の支援を受けながら地域住民のニーズをしっかり捉え、それに対して出前講座の形で行うことは本
来の地域支援の形に近づいてきたと考えている。コロナ禍によって高齢者は出かける場所や集える場所を奪わ
れてしまい、フレイルや認知症に悪影響を及ぼしている。2020年度の依頼が14件に対して2021年度は33件と増
えてきていることがそれを裏付けている。デジタル世代ではない高齢者に対してどのような形で支援していけ
ば良いかなどまだまだ課題が多いが、今後も慢性期医療の役割の一つとして活動を継続していく事は必要だと
考えている。
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コロナロコモを防げ！通所介護事業所での集団起立訓練の取り組み

1桜十字病院，2Let’sリハ！健軍店

○ 古
ふるしょう

庄 　諒
りょうた

大（理学療法士）1,2，坂本　篤史1,2，田中　光宏1,2，飯村　涼香2，竹田　温子2，篠崎　裕一2，
早川　祐馬2，有田　有樹乃2

【はじめに】
当事業所は2021年2月にオープンした一日型の通所介護事業所である。オープン前より多くの居宅介護支援事
業所からCOVID-19により、地域在住高齢者の外出頻度や運動習慣が以前よりも大幅に減少しており、日常生
活に介助が必要な状態になってきている等の相談が寄せられた。日本臨床整形外科学会の調査ではCOVID-19
による自粛により運動機能の低下が70代で30％に達し、80代では40％を超えている。このことからも当事業所
圏域の地域在住高齢者のコロナロコモが疑われた。当事業所は一日型の通所介護事業所であり、要支援1から
要介護5の方まで利用されている。近年、急速に増えてきているリハビリに特化した短時間型介護事業所等で
はない為、リハビリや運動に重点を置く利用者、入浴・食事等の介護面に重点を置く利用者もおり利用目的も
様々である。そのためリハビリや運動に対し能動的に参加する方もいれば受動的な方もいるのが現状である。

【取り組み】
前述したコロナロコモへの対策と利用者の運動への参加・運動量確保のため集団起立訓練を導入した。利用者、
スタッフ全員で行えるよう午後14：40分からタイムスケジュールに割り当てた。方法は椅子に着座して頂き、
4秒間で起立、4秒間で着座を行った。8秒間の一連の動作をカウントしながら行い20回の2セット、計40回を
反復した。身体的自立度に応じて平行棒やスタッフの介助下にて実施した。

【結果】
利用者の参加率は100％であり現在も継続して実施できている。継続・参加率が維持できている理由としては、
①利用者へ集団起立訓練の効果や実施後の変化を定期的に発信していること②各テーブルに集団起立の案内を
設置していることなど啓発的な活動が大きいと考える。このような集団での活動は利用者同士での一体感、自
主性が育まれ心理的満足感も高いとの報告もある。今後も集団で実施する活動のため感染対策を徹底し継続し
ていきたいと考える。
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介護職員における自尊感情と自己注目の関連について

1医療法人竜仁会牛尾病院　リハビリテーション科，2医療法人竜仁会介護老人保険施設けやきの郷，3医療法人竜仁会牛尾病
院指定居宅介護支援事業所，4医療法人竜仁会牛尾病院　看護部，5医療法人竜仁会牛尾病院キャリア開発室

○原
はらやま

山　佑
ゆうた

太（理学療法士）1,5，伊藤　健士朗2,5，小坂　尚志1,5，徳永　智史1,5，永井　洋一3,5，桑田　今日子4,5

はじめに
介護職員の離職要因として精神疾患が挙げられており,対策が急務といえる.自己注目は反芻と省察に分類され,
反芻は抑うつとの関連が報告されている.また,自己注目に影響を与える要因として自尊感情が指摘されているが,
介護職員を対象とした自己注目と自尊感情の関連性についての報告は見当たらない.
目的
介護職員における自己注目と自尊感情の関連性を調査し,離職予防の一助とする.
方法
当法人介護職員205名（41.6±12.3歳）を対象に基本属性（10項目）,自己注目の評価としてRumination-
ReflectionQuestionnaire日本語版（以下RRQ）,自尊感情の評価としてRosenbergの自尊感情尺度日本語訳（山
本ら1982）を使用した.統計処理は,基本属性と各尺度との関連をSpearmanの順位相関係数にて,自尊感情尺度
とRRQの関連を性別・年齢を制御変数とした偏相関分析を行った.
結果
自尊感情得点は平均24.7±5.9点,RRQ得点は平均72.2±10.3点（反芻得点平均37.6±7.1点,省察得点平均34.6±5.9
点）であった.年齢と自尊感情得点は有意な正の相関（r=0.25）があり,自尊感情と自己注目との関連については,
自尊感情と反芻に中等度の負の相関（r=-0.47）を認めた.
考察
結果より,年齢と共に自尊感情は高くなると考えられるが,介護職員（平均41.6歳）を対象とした本研究の自尊
感情得点は,青年期を対象とした先行研究に比べて相対的に低かった.つまり,介護職員であることが自尊感情
低下の要因の一つと考えられた.また,自尊感情と反芻に負の相関を認めた.自尊感情低下が反芻を媒介し,抑う
つ傾向を示すと報告されており（関,2013）,介護職員の自尊感情低下が反芻を介して離職要因になりうると示
唆された.自尊感情を高める支援は介護職員の離職予防に寄与すると考えられた.
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＋αの施設紹介を目指して

国分中央病院

○二
ふたがわ

川　優
まさる

（理学療法士）

【背景】
2013年に30室のサービス付き高齢者向け住宅（以下、サ高住）を開設して、7年が経過した。その間に、介護
医療院などの新しい施設形態も出現し、高齢者にとっての選択肢は多様化したといえる。しかし、利用する高
齢者にとって、自分がどの形態の施設を選択すればいいのかという点では、違いがわからず難渋するケースも
少なくない。
今回、施設入所を検討する高齢者に対しての施設見学・紹介の仕方を検討・変更し、その後アンケート調査に
てその反応を集計したため、ここに報告する。

【アンケート調査内容】
対象：2019年4月までに入居されている方、20名
内容：実際に入居しての想像とのギャップに対しての調査

【調査を踏まえての施設紹介の変更点】
・施設見学段階で、入居者から聞かれているマイナス面での意見を伝える
・入所見学でのやり取りに応じて、サ高住の説明と入居検討者の心身機能を聴取したうえで、選択できる施設
の紹介と行政が発行している介護施設資料を配布
・サ高住を選択される入居検討者に対応するために、近隣サ高住の関係性強化と当施設以外のサ高住見学の呼
びかけを実施

【再度アンケート調査】
対象：令和2年4月～令和3年3月に入居された方、14名
内容：入居の決め手になった要因に対しての調査

【結果】
今回、見直した広報の変更点が、直接入居を後押しする要因となったと回答した入居者・ご家族からの意見が
あった。

【結語】
高齢者の立場から考える施設入居は、その後の終の住処となりえる重要な環境因子の決定だといえる。その中
で、施設職員として入居者の立場にたち、相互にその後の『住む』ということを考えることは、それらを提供
する者として重要なことだ。
今回、取り組みを実施したことで、施設を検討されている方が何を求めているのかを見つめなおす機会となった。
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終末期患者の家族と看護師の関わりから見えてきた関係と心理

島の病院おおたに　看護部

○松
まつうら

浦　聡
あきこ

子（看護師），山崎　ひとみ，沖　満恵

Ⅰ．はじめに
　家族は第二の患者と言われるように家族看護も大切な看護である。そのため、日々家族との関わりの中で、
出来る限りのことを行うようにしている。しかし、別の関わりが出来たのではないかと振り返ることも少なく
ない。そして、そのような場合は印象に残ることが多い。今回、何故か強く印象に残り続ける家族がいた。無
意識下で十分な関わりが行えなかったという思いがあるのか否かも含め、この感情がどのような理由から発生
しているのか明確にしたいと考えた。
Ⅱ．目的
　看取りまでの家族との関わりの中で、出来る限りの関わりを行えたと考える一方で、印象に残り続けている
この感情が如何なる理由から発生しているのか明確にする。
Ⅲ．方法
　1．事例紹介
　　　対象者：肺MALTリンパ腫の告知を受けた50歳代の家族（娘）
　　　患者：A氏、90歳代、女性、独居。
　2．方法
　　　患者家族との関わりの場面を切り取り、プロセスレコードに再構築。
　　　患者・家族及び家族・看護師の関係とそれぞれの心理について内容分析した。
Ⅳ．結果
　娘の言動からA氏と娘の親子関係を分析する中で、娘の母親に対する感情が明確になった。また、娘と看護
師との関わりから、看護師の自己概念や感情の特徴が明らかになった。そして娘と看護師の自己概念が相互に
関係していた。今回の事例が継続的に心に残り続けている要因が分かった。
Ⅴ．考察
　自己概念や大切にしている看護観が明確になったため、今後自分の強みを活かした看護を継続したい。しか
し、感情主体の看護は患者・家族をその感情に巻き込み偏った看護にもなり得る可能性を秘めている。そのた
め、多職種との情報共有やカンファレンスの充実を図り、チームで関わっていきたい。
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A病院の介護療養病棟におけるリモート面会に対する満足度調査

公益社団法人　有隣厚生会　富士小山病院　介護療養病棟

○鈴
すずき

木　正
まさひろ

大（介護福祉士），山崎　琴乃，赤平　奈美，花澤　眞由美

Ⅰはじめに
2019年12月、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）が報告され、世界中に感染拡大した。今では日本でも
集団感染のニュースが連日報道されている。A病院においても2020年2月、新型コロナウイルス感染症対策委
員会が発足され、直接面会を見合わせることとなった。
しかし、どうにか面会する方法はないかと検討し、6月からリモート面会を開始した。実施頻度は月に1回10分
程度とした。リモート面会を行うことで家族から様々な声が聞かれたため、満足度について調査を行った。

Ⅱ方法
<対象者>
A病院介護療養病棟入所者の家族で、リモート面会を実施した16組
<調査方法>
聞き取り調査
<分析>
単純集計、コード化・カテゴリー化した

Ⅲ結果
リモート面会に対し、68.75％が満足と答えた。しかし、満足としながらも会えないことへの不安や心配、窓
越しでもいいから会えないのかという意見も聞かれた。

Ⅳ考察
家族はコロナ禍のリモート面会について、現時点で他の面会方法がないことを理解し満足されているが、直接
面会を強く希望されていることもわかった。タブレットを通し顔を見ることは嬉しいが、顔色や触感、声色な
ど五感で得られる家族にしかわからない変化が伝わりづらいこと、家族の面会希望時間に沿えないことなどか
ら、改善の余地があると考える。

Ⅴまとめ
私達はリモート面会を直接面会の「代替え」として行ってきたが、家族の中では「リモート面会＝直接面会で
はない」ということに気付かされた。感染管理の立場から、面会者経由の感染を防ぐため、直接面会ができな
い事も理解しているが、会わせたい気持ちとが未だに葛藤する複雑な心境である。今後はワクチン接種も始ま
り、面会制限の状況が変化してくるだろう。「会いたい」という双方の希望に沿えるよう、院内感染対策委員
会に提議し面会実施に向けて取り組みたい。
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コロナ過における退院支援の振り返り
～事例を通じてコロナが及ぼした影響を分析する～

札幌西円山病院　地域連携推進室

○貝
かいだ

田　将
まさたか

隆（ソーシャルワーカー），解良　真知子

【はじめに】
新型コロナウィルス感染症の蔓延により、全国的な医療の逼迫状況が続く中、本年5月に当院にてクラスター
が発生した。感染防止策として、家族・関係者の来院を一切禁止するといった強い措置を講じ、面談等が実施
できない状況となった。コロナ対策がソーシャルワークに及ぼした影響を分析し、課題を抽出する。

【事例】
80歳代、男性、知的障害を抱える長男と二人暮らし。腰椎椎体骨折後のリハビリ目的で当院に入院。入院中に
保護申請、高齢者住宅入居と在宅サービス導入の支援計画を立てたが、当院にてクラスターが発生し、職員以
外の院内立入を禁止することとなった。この頃より、本人が昼夜を問わず家族へ連絡し、職員への依存傾向も
見られるようになった。電話でのコンタクトも試みたが、本人の難聴や認知症、長男の障害もありＭＳＷが介
入。本人からは、『会って話さないと話しにならない』『（施設見学も）実際に見てみないと判断できない』といっ
た発言が聞かれた。本人が希望する家族面談や施設見学は叶わなかったが、ＭＳＷが意向を代弁する形で支援
を継続し、概ね計画通りの退院となった。

【考察】
今回の事例では、意思決定場面において本人が不在となり、ＭＳＷが代弁者となる場面が多く、自己決定の原
則や意向尊重といった権利擁護が十分になされない状況が発生していたと考える。有事、ケース内容に関わらず、
日頃から本人の意向を尊重し支援に反映させる意識を持って、情報収集やアセスメント業務を行う必要がある
と感じた。また、withコロナ時代を見据え、感染対策を継続しつつ意向確認・意思決定を行う場面設定とし
て、オンライン面談などのＩＴ化を積極的に進めていく必要があると感じた。外部の会議等にも応用することで、
移動時間の省略やタイムリーな情報交換が可能となり、関係者共通のメリットになるとも考える。今後は、ソー
シャルアクションの視点を持って業務開発に取り組みたい。



第29回日本慢性期医療学会

6-6-4　家族とのかかわり、医療ソーシャルワーク

慢性期救急のソーシャルワーク  ～在宅生活困難者の入院相談から退院支援まで～

富家病院　医療相談連携室

○野
のざわ

澤　佑
ゆうすけ

介（ソーシャルワーカー），濁川　沙由里，田中　奏美，眞下　紗代，宮川　志保，志奥　菜緒，
越阪部　洋子，唐戸　雅浩

【はじめに】
　慢性期救急とは、在宅生活上、何らかの疾病を発症又は急性増悪により在宅での生活が困難となったが、急性期病
院で入院の適応がない救急患者の事である。
　近年、慢性期救急の患者様の入院相談が多くなってきている。実践したソーシャルワークについて、事例を交えて
報告する。

【事例】
W・M様（70歳・女性）
本人、夫、長男の3人暮らし。
主介護者は長男31歳（無職:母親の介護が不要になれば復職希望）。入院時は介護保険未申請。
徐々に認知機能の低下が出現。認知症の急性増悪で当院に入院。入院後のBPSDは異食、過食、ろう便、性的欲求等。

M・S様（94歳・女性）
本人、長女夫婦、孫夫婦、曾孫3人の8人暮らし（家族は日中不在の為、介護サービスを利用して欲しい希望だったが、
本人が希望せず）。入院時は介護保険未申請。
自宅ベッドから転落し、急性期病院の整形外科を受診。左肩甲骨骨折の診断。4日後、疼痛症状強く、地域包括支援
センターから入院相談が入り緊急入院。入院後の検査にて胃癌と診断された。

【方法】
　入院相談時には不足していることの多い、症状の出現時期や既往歴の詳細を家族、関係者に繰り返しアセスメント
し、カンファレンスにて全職種と共有した。

【考察】
〇W・M様
　BPSDは内服加療にて安定し、特別養護老人ホームのショートステイに入所。長男は退院2か月後に復職。6か月後
に家族・本人希望通り、同じ特別養護老人ホームに正式入所となった。

〇M・S様
　カンファレンスにて多職種で胃癌の進行性について話し合い、家族ともアセスメントを重ね、介護サービスを使い
ながら在宅生活することになった。

【まとめ】
　慢性期救急の患者様は、入院時には必要な情報が不足していることが多いため、家族はもちろんのこと、関係各所
からのアセスメントを繰り返し行うことが治療方針の決定やソーシャルワークの判断材料として欠かせないと学んだ。
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『会いたいね』
～オンラインを活用したコミュニケーション～

和恵会医療院　看護部

○北
きたがわ

川　史
しおり

織（看護師），蛯江　美佳

【はじめに】
　コロナ禍で面会が制限されることにより、御家族とのコミュニケーションが減少しQOLの低下、認知症や
ストレスが増加。オンライン面会を活用することで、御家族の笑顔が御利用者の笑顔、意欲や安心に繋がると
事例を通し検証できたので報告する。

【対象】
　長期面会制限により、状態に変化があった御利用者3名

【方法】
　御家族に協力の手紙を郵送しお願いする。オンライン面会に登録されている御家族に都合を聞き、動画や写
真を撮影したものを見て貰う。また、御家族からも動画、写真を配信してもらい、御利用者に見て貰う。

【結果】
　日常生活の様子を撮影し送信「こんなことまでしてもらえて」と御家族から喜びの声など感想を貰えた。オ
ンラインで直接顔を見ながら会話が出来ることで、御利用者の顔も笑顔で穏やかな状態に変化がみられた。オ
ンライン面会や動画、写真を配信することで、ほんの少しの時間だが御家族とのコミュニケーションが与える
影響は大きく、施設での生活を継続するうえで大切であると感じた。

【考察】
　今回の取り組みで、普段電話や文章で生活の様子を御家族に伝えてきたが、目で見るコミュニケーションが
御家族、御利用者の安心感に繋がったと思う。また、職員も御家族の表情が見えることで、思いなども感じ取
ることができた。近年核家族化する中、遠方にいる家族の新しい面会方法にもなるのではと思う。そして信頼
関係作りにも繋げていきたいと考える。
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ナラティブ活動の活性化～患者と向き合いながら～

富家病院

○川
かわい

合　美
み ほ

穂（介護福祉士），田島　慎也

【はじめに】
今、コロナ渦で家族の面会などの制限が余儀なくされており、家族にとって不安な日々が続いている。そんな
中で、自分たちに何が出来るのか、何が求められているのかを考えてきた。当院では、ナラティブという活動
があり、この活動が今のコロナ渦の状況で必要であると再認識した。それは、面会ができなくなってしまった
家族に代わり、私たちが患者様の日々の些細な出来事をノートに綴ることで、この止まってしまったような時
間が確実に進んでいた事を家族に伝えることが出来るからだ。しかし、日々の多忙な業務の中で職員にナラティ
ブノートの大切さを伝えても、なかなか記入してもらえない状況が続いていた。そこで、書けない理由を知り、
どうしたら自発的に書いてもらえるのか研究したのでここに報告する。

【対象者】
当院の介護職員

【研究期間】
令和2年10月25日～12月25日

【方法】
アンケート調査。ナラティブノート達成表を作成。ノート１冊記入ごとにシール１枚を貼っていく。

【結果】
ナラティブノートに書けない理由は、業務が忙しいという意見が大半であった。しかし、ナラティブノート達
成表を作成し、病棟の介護職員が見える場所に表を掲示すると、少しずつ表にシールが貼られていき、１週間
後には、全員が最低１冊以上を記入した。

【まとめ】
今回、ナラティブノート達成表という見える化をしたことで、自らが周りと比較し、積極的に行わないといけ
ないという気持ちにさせた。さらに、他人が書いた内容にも興味を持ち、同じ気持ちを共有することや、書き
方を参考にしようとする姿勢も垣間見られた。また、達成表にはゴールを決め、誰が１位になるかというゲー
ム感覚にしたことで、大変な業務という考えではなく、楽しい業務へと意識が少し変わった。他人から言われ
てやることから、自分から進んでやることへと変わった時、さらに素晴らしい活動になると感じた。
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6-7-3　家族とのかかわり、医療ソーシャルワーク

意思表出が困難な患者に寄り添うケアを目指して
～グループワークと家族の協力を通して見えたもの～

いけだ病院　看護科

○新
にいやま

山　弥
やすこ

子（看護師），佐藤　妙子

Ⅰ.はじめに
　当院は４８床の療養病棟であり、言葉や表情での意思表出が困難な患者が９割をしめる。コミュニケーション
から患者を知ることが難しい中で、どうしたら一人一人の患者に寄り添うケアができるかは、私たちの最大の
課題の一つである。
その課題に取り組んだ結果を報告したい。
Ⅱ.方法
1.家族の協力が得られた１２人の患者を６グループ（１グループの職員の人数は５、6人）で受け持つ。
2.病棟職員のコミュニケーション能力のアンケートを実施する（患者家族と職員の自己評価）評価にはクリニ
カルラダーを取り入れた。
3.グループワークは「その人らしさを考えたケア」を目標としチームで取り組む。期間は３か月とした。
4.終了後家族と職員に再度コミュニケーション能力のアンケートを実施した。
Ⅲ.結果.考察
　グループワーク実施後のアンケート結果は、コミュニケーション能力の自己評価が、少し上がっていた。グ
ループワークは、家族の協力も得ながらコミュニケーションの手段をグループで模索した。結果的に患者の状
態が悪くなった時と重なり、悩んだグループもあった。また、「患者の反応がわからないのに寄り添うケアと
いうのは押し付けでは？」という意見もあった。
　トラベルビーは、「人間対人間の看護」の中で
看護師－患者では人間関係を確立できない。各個人が他人を一人の人間として知覚する時に関係は可能である
と述べている。私たちは、家族との関りが増えることで、元気だった時の患者や家族の中の患者の存在を知る
経験をした。それは、意思表出が困難な患者と人間関係を作る重要なプロセスであると思う。この経験を積み
重ねていきたい。
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6-7-4　家族とのかかわり、医療ソーシャルワーク

就労支援の現状と課題

霞ヶ関南病院　医療福祉相談部

○太
おおた

田　佳
か な こ

菜子（ソーシャルワーカー），岩佐　香織，石井　悠也，藤原　綾乃，仲條　由貴子，鈴木　美保，
星　智子，川俣　千秋，菊地　絵美子，高瀬　紀子

【はじめに】
　近年、回復期リハビリテーション病棟（以下、回復期）に入院する患者で、就労に関する相談が増加してい
る。退院に向けて必要な支援が多岐にわたり、ソーシャルワーカー（以下、SW）として悩むことが多い。就
労支援についての課題を整理するため、これまでの就労支援について、後方視的に研究した。

【方法】
　2019年度と2020年度に回復期を退院した患者の中で、就労に関する相談を受けた事例をまとめた。併せて、
担当SWに支援内容や連携先、就労の有無等をヒアリングした。また、SWから見て、就労支援をスムーズに
行えた事例・困難さを感じた事例を振り返り、本人、家族、職場の観点からそれぞれの要因を挙げ、KJ法を
用いて分類し考察した。

【結果】
　就労に関する相談があった患者数は2019年度は43人、2020年度は67人と約1.5倍に増加した。就労に関し相
談があった患者数は全退院患者の約10％で、そのうち約80％が64歳未満だった。
　個別事例の振り返りからは、職場の相談窓口や復帰に向けた本人の目標が明確であると、就労支援が円滑に
なることが分かった。また、当院のSWが「職場や仕事内容の情報収集の難しさ」「SWが就労支援に不慣れで
ある」といった課題を感じていることが読み取れた。

【まとめ】
　2019年度と2020年度の間でも、就労支援が必要な事例は増加している。入院時より本人や家族、職場を含む
周囲の環境の情報を収集し、それを深め、就労を見据えた関わりを早期から行っていく必要があり、事例の振
り返りから読み取れた課題を解消し、就労に向けた本人の目標を明確にしていきたいと考える。そのため、就
労先との連携を円滑に行う手段の一つとして、活用できるツールの作成が必要と考え、検討を始めている。
　今後も、本人、家族、職場等との情報共有がしっかりと行えるよう取り組んでいきたい。
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6-8-1　癒し・療養環境・レク

その人らしい生き方を支えたい

特別養護老人ホーム　四街道苑　介護

○森
もりづか

塚　ゆかり（介護職），小山　憲子，新井　裕之，斎藤　光彦，小倉　和美，大島　祐一郎，佐々木　泰斗，
浅野　明彦

【はじめに】
当施設のナラティブ活動としては、ご入居者が施設で過ごしている時間をスタッフと共有しながら一緒に物語
を作っている。
その中で、ご入居者お一人お一人の今まで生きてきた物語を知る事によってその人に合った良いケアに繋げる
のではないか。また、ご家族にもナラティブノートというツールを通して、施設での生活を見てもらえたらと
いう思いがあり成果がでたので報告する。

【目的】
介護が必要になっても最期までその人らしい生活を送ってもらうために、その人らしい生活とはどういうこと
なのかという介護職の認識を深めて、ナラティブノートを通じてご入居者が本当に望んでいるサービスを提供
してく為である。

【方法】
①　当施設で従事する全職員を対象に「その人らしさ」についての認識の調査を行っていく。
認識を職員全体ですり合わせ、全職種がナラティブノートを使用してケアに反映していく。日々の様子が明確
になりご入居者の「その人らしさ」に近づけていく。
②　コロナウイルス蔓延により直接面会を行えないので、オンライン面会やメール・手紙を通じてナラティブ
ノートを見て頂きご家族の反応を確認する。

【結果】
職員も一人一人の「その人らしさ」という認識がバラバラであり、その人らしさを実現するためには多職種間
の連携が必要であると認識をひとつにした。
ナラティブノートの運用が活性化したことにより、トライ＆エラーを繰り返しているがご入居者の「その人ら
しさ」を追求している。
ご家族からも「苑での様子、イベントに参加している様子が見れて安心しています。」と良い反応を多く頂けた。

【まとめ】
「その人らしい生き方を支える」為には過去と現在とこれからを理解することにより、介護が必要な状態になっ
ても、今までの普通の生活を営むことできると確信した。
今後も「その人らしい生き方を支える」ためにさらにサービスの質を向上していく。
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6-8-2　癒し・療養環境・レク

笑いを増やして心を豊かに
～笑いヨガと集中力の関係性～

介護老人福祉施設　ヴィラ町田　デイサービス

○高
たかぎ

木　真
ま り な

理菜（介護福祉士），平野　久美子

【はじめに】
デイサービスを利用されている方の中には、さまざまな生活状況から、人とかかわることが減り感情を出す機
会が減少。これにより笑う機会も減っているのではないかと考える。
沢山笑う事により、どのような効果があるのか笑いヨガを実践し、気持ちの変化を考察したため報告する。

【方法】
１，笑いヨガを行う
（ラフターヨガとも呼ばれており、笑いと深い呼吸を組み合わせた健康体操）
・皆が一斉に笑い、一斉に笑いが終わる構成とする
・笑いは大爆笑でも良し、作り笑いでも良しとする
２，かなひろいテスト
・前頭前野が賦活化される効果に注目し、笑いヨガ前後にかなひろいテストを実施
・笑いヨガ前後でテストの内容を変える

【結果】
笑いヨガ前に楽しいと答えた利用者　18名
笑いヨガ後に楽しいと答えた利用者　48名
かなひろいテストの結果では、68パーセの方に効果がみられた。

【考察】
笑いヨガ後に楽しいと答えた方が９０％に上昇。
笑う事で幸福感が増し、心が豊かになり、ストレスが軽減されたと考えられる。
かなひろいテストは平均で21.28秒タイムが速くなった。
笑う事で、前頭前野が賦活化され、集中力が高まり、文字が拾いやすくなったと考えられる。
一方で、耳が遠くて内容が理解できなかった方、笑いヨガに参加することが恥ずかしくて、笑えなかった方は、
気分の変化が見られなかった。

【まとめ】
笑いを増やしストレスを少なく暮らしていくために、今後も笑いを提供していくことは必要と考える。今後の
課題として、耳が遠い利用者にも楽しんでいただけるよう、衣装やフリップ等の道具を活用し、笑いを提供し
ていきたい。



第29回日本慢性期医療学会

6-8-3　癒し・療養環境・レク

千里リハ×ANA リハビリテーション接遇モデルの構築

千里リハビリテーション病院

○岡
おかざわ

澤　陽
ようこ

子（事務職），橋本　康子，佐々木　雅子，池田　吉成

■はじめに
当院は身体的ケアだけでなく精神的なケアができる病院を目指し、「リハビリテーションリゾート」をコンセ
プトにしている。リゾートホテルのような施設により、ハード面では満足いただいているが、スタッフの接遇
というソフト面では十分とは言えない状態であった。この課題に取り組むため、2021年4月に全日本空輸株式
会社（ANA）からの出向として客室乗務員1名を受け入れた。現在、本出向者とともに当院に適した接遇モデ
ルを構築しているので、その状況を報告する。
■方法
航空会社のマニュアルをそのまま取り入れるものではないため、「1.現状把握」「2.改善ポイント設定」「3.研修
実施」の３段階で行うこととした。
1.現状把握（4～5月）：病棟ラウンド
医療現場の状況や特性を把握するため、病棟を中心に１現場あたり3～4日張り付いた。その際、患者視点、家
族視点からの良い点、気になる点を抽出し、毎日の部署長ミーティングでそれらを共有した。
2.改善ポイント設定（6月）：接遇モデル構築
各部署での課題から、当院の接遇ポイントを「あいさつ」「身だしなみ」「言葉遣い」とした。これら3つのポ
イントを有効に組み合わせるため、接遇モデルを入院受入やカンファレンスなどの場面ごとにまとめた。現状
とあるべき姿の動画も作成し、患者家族がどのように感じるかを視覚的に理解できるようにした。
3.研修実施（7～8月）：全職員研修
教科書的な基本講義は動画配信とした。研修はロールプレイングなど実践的な内容とし、1回3時間の研修を延
20回実施、全職員の受講を予定している。
本プロジェクトは進行中のため、研修前後のアンケートを持ってアウトカムとしたい。また、病棟ラウンドで
はスタッフへのお褒めの言葉をいただいていることもわかった。これまではクレーム報告のみであったため、
こういった声を共有する「GoodJobレポート」の運用も始めた。これらも合わせて報告したい。
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6-8-4　癒し・療養環境・レク

病院の枕と私物枕との睡眠評価比較

鶴巻温泉病院　看護部

○小
こぬま

沼　伸
のぶひろ

紘（介護福祉士）

Keyword睡眠枕OSA睡眠調査票MA版スマートウォッチ
【目的】
病院の枕と自宅でしていた枕で、睡眠に変化があるか検証する。

【方法】
１.期間：11月1日から1月15日の起床時
2.対象：FIM（機能的自立度評価表）認知項目の理解、表出が5点以上であり、OSA睡眠調査票MA版に記銘
することが可能で、尚且つスマートウォッチが装着可能な患者6名
3.研究方法
1）病院の枕を3日間、私物枕を3日間使用する。
2）就寝から起床までXIAOMI社製MIスマートバンド4を装着してもらう。
3）起床時、OSA睡眠調査票MA版用紙を本人または職員が聞き取りし、記入する。
4.分析方法
1）スマートウォッチの睡眠スコア（0～100）の数値が高ければ良い睡眠と示す。眠りの深さは時間で
計測した。
2）OSA睡眠調査票MA版のZc得点（反応尺度値）の統計的検定を実施。標準化得点の平均を5因子とも50点
とする。50点以上が良い結果を示す。

【倫理的配慮】
本研究は、当院の臨床研究倫理審査小委員会の承認を得て、本人と家族の同意を得たうえで実施した。

【結果】
対象者は、女性4名と男性2名の計6名。OSA睡眠調査票MA版の得点で、私物枕が50点を上回った人が6名中4
名、病院の枕が上回った人は1名で、両方ともに下回った人が1名だった。私物枕の因子別では、第2因子の入
眠と睡眠維持、第3因子の夢み、第4因子の疲労回復での得点が高い結果となった。スマートウォッチの睡眠ス
コアは病院の枕の得点が高く、深い睡眠は私物枕で時間の上昇がみられた。

【結論】
私物枕は入眠と睡眠維持、夢み、疲労回復の心理的尺度が上がることが示唆された。スマートウォッチの睡眠
スコアは、入眠の時間によってスコアが変動するため、一定の条件をそろえて測定する必要がある。
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6-8-5　癒し・療養環境・レク

毎日続けられるレクリエーション

原土井病院　看護部

○植
うえむら

村　恵
めぐみ

（看護師），西島　秀昭

はじめに
　当病棟は地域包括ケア病棟で、自宅や施設への退院を目指し、リハビリ等の在宅復帰支援を行っている。高
齢で認知機能が低下した患者も多く、1日の大半をベッド上で過ごしている現状である。毎日継続したレクリエー
ションを行うことで、活動機会を増やし、退院に向けて活気ある入院生活が送れる様に本活動に取り組んだ。

目標
・患者の活動機会を設け、習慣化する
・スタッフのレクリエーションに対する意識向上と活動の定着

方法
・レクリエーションの実施
　時間：昼・夕食前１５分間
　内容：口腔体操・リハビリ体操・ぬり絵・折り紙など
・スタッフへのレクリエーションに関する勉強会の実施
・レクリエーション開始１ヶ月後にアンケートによるスタッフの意識調査の実施

結果
・患者は積極的に参加できており、楽しみにしているなどの発言が聞かれた
・不穏症状のある患者の気分転換となり、落ち着きがみられた
・患者の状況によっては実施できない時があった
・スタッフのレクリエーションに対する不安が大きかったが、活動を通し積極的に参加するスタッフが増えた
・活動中は不急のナースコールが減り、その分他の業務に集中できた
・新型コロナウイルスへの感染対策により、レクリエーションの内容や参加人数を制限しながら、可能な範囲
で工夫し実施した

考察、まとめ
　食事前の15分間という短い時間だったが、患者は意欲的に笑顔で参加しており、レクリエーションへの参加
が患者にとって気分転換となり、不穏症状の軽減などにも繋がったと考える。スタッフの活動に対する意識の
向上もみられ、短い時間設定のためレク係の負担も少なく、無理なく続けられた。入院中の患者にとってレク
リエーションによる効果は大きいと実感できたため、今後も感染対策に配慮し継続していきたい。
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6-8-6　癒し・療養環境・レク

離床時間の改善による生活リズムへの影響   ～睡眠パターン表を用いて～

神戸平成病院

○岡
おかもと

本　敏
としえ

江（看護師），小高　久留美，秋本　裕美，森本　早紀

【はじめに】
睡眠は環境に適応するために、生物が進化の段階で獲得してきた休息様式である。睡眠不足だと眠くなるとい
う調整機能とおよそ一定時刻になると眠くなる機能がある。認知機能が低下している患者は、上記のメカニズ
ムが乱れ不眠が起きる可能性がある。そこで日中離床と臥床時のバランスを取り生活リズムの改善を図り、不
眠の予防に繋げたいと考えた。

【研究方法】
睡眠パターン表を作成し睡眠の変化を調査する。
1週目普段の睡眠パターンを調査、2～3週目離床時間を変更し睡眠パターンを調査する。

【研究対象】
認知機能低下かつ不眠傾向にある80～90代の患者

（男性1名、女性3名）

【結果】
A氏：離床時を促し睡眠時間が増加した。発語が増えた。
B氏：睡眠時間に変化はないが、離床が増えるに伴い追加の眠剤の使用が減少した。
C氏：3週間を通し離床時間、睡眠時間の変動はなかったが、談話室などで過ごし他者と関わることが増えた。
D氏：睡眠時間は6～8時間取れているが巡視や処置の度に覚醒したりと浅眠傾向。離床時園芸療法など参加す
るが2～3週目も睡眠時間と浅眠傾向は変わらなかった。

【考察】
A氏、B氏は離床を促し何か作業をすることで睡眠状況が向上したと考えられる。C氏は睡眠時間は変わらな
いが日中活動したり他者と関わることで意欲の増加に繋がったと考える。
D氏は離床時も傾眠傾向であった。また尿閉であり導尿を行うため、浅眠であった可能性がある。

【結論】
離床時の延長は睡眠状況に良い影響を及ぼすとは限らないが、以前の日常に近づけたり他者と関りを持つこと
は意欲の向上に繋がると分かった。離床の際その人に合った目的や内容を提供し、様々な刺激を与えることが
重要である。
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6-9-1　癒し・療養環境・レク

足浴による睡眠へのアプローチ
～本当の眠りとは何か～

柴田病院　看護部

○木
きぐち

口　孝
たかこ

子（准看護師），下村　葉子，柏野　恵里

【はじめに】
当院は190床を有する介護療養型医療施設で、平均年齢は81.6歳である。Ａ病棟では夜間中途覚醒しトイレに頻
回に行き、昼夜逆転する姿を見る。足浴には温熱刺激によって循環促進・リラックス効果があると言われ睡眠
時間の改善に繋がるのではないかと考え取り組んだ結果を報告する。

【研究方法】
（対象）A氏60歳代男性
B氏90歳代女性
C氏80歳代女性

（期間）
R１年9月2日～11月6日

（実施方法）
①週２回の入浴日以外
②温度39度～42度、15分程度実施

（評価方法）
・実施前後の23時・2時・4時の睡眠状態、言動、覚醒回数
・実施時の言動や表情
【倫理的配慮】
本人とご家族に文章と口頭で説明し同意を得た

【結果・考察】
C氏は実施前、独語が多くベッド上で体動あり、足浴は拒否的も段々と気持ちに変化があり、実施後の夜は独
語なく入眠する。循環障害で手足が冷たかったが足浴の温熱刺激により血行が促進され中途覚醒が減ったと考
える。
A氏は実施前、体動多く畳上で寝ることが多い。足浴開始時は気持ちよさそうにするが10分位でバケツから足
を出す。しかし実施後の夜は布団の中で入眠し、朝まで体動みられなかった。足浴で血行促進され皮膚状態の
改善・掻痒感軽減した事で精神状態安定し体動が減少したと考える。
B氏は実施前、他患者の大声に対し機嫌が悪く気分の沈みから否定的な発言が聞かれた。足浴を通し笑顔にな
り感謝の言葉や昔話をする事で表情は穏やかになったが、実施前後で睡眠の差はなかった。足浴時に会話を行
うことで人間関係が構築し不安は軽減されたと考える。

【おわりに】
コミュニケーションとして足浴は有効であったと共に精神的安定やスキントラブルの改善に効果を感じる事が
出来たが、睡眠時間に効果があったのは1名だった。睡眠の時間だけでなく質を見極める事も大切である。また、
消灯時間も一律に決めるのではなく、個々の生活リズムに合わせた対応をしていく事も今後の課題と感じた。
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6-9-2　癒し・療養環境・レク

楽しくできる運動 ～はじめよう、グラウンド・ゴルフ～

特別養護老人ホーム　四街道苑　デイサービス

○阿
あ べ

部　秀
ひでこ

子（介護職），澤田　泉

【目的】
高度な技術を必要とせず、全力を出す場面と、集中力や調整力を発揮する場面がうまく組み合わされており、
ルールもごく簡単なことから、初心者でも楽しく運動ができる。

【方法】
対象者をデイサービスのご利用者様とし参加者を募った。準備はご利用者様が自治会でグラウンド・ゴルフを
行っており、そのチームの見学をし助言をいただきながら行った。専用のクラブ、ボール、ホールポスト、ス
タートマットを使用して、苑庭を利用して楽しんでいただいた。

【結果】
運動に消極的な方も楽しんで取り組む事ができた。
普段交流のない方との交流も増え、「運動に積極的なった」「デイに来るのが生きがいになった」とのお声をい
ただいた。

【結論】
高度な技術を必要としないので男女問わず楽しめる運動であり、他者との交流も深まった。
また集客にもつながった。



第29回日本慢性期医療学会

6-9-3　癒し・療養環境・レク

ドールセラピー
～認知症患者に対するモンチッチの有効性～

1信愛病院　看護部，2信愛病院　診療部

○青
あおき

木　恭
きょうこ

子（介護福祉士）1，永田　愛1，堤　しのぶ1，渡辺　純子1，立花　エミ子1，渡辺　哲弥2，
越永　守道2

【はじめに】
世界中で新型コロナウィルス感染症が蔓延しており、当院でも病院全体で積極的に行っていたレクリエーショ
ン活動が、感染対策の観点から縮小している。このことは、当病棟の認知症患者にとって刺激が少ない生活と
なっているのではないかと考え、ダイバージョナルセラピーとしてドールセラピーがあることを知り、当病棟
でも導入してみてはどうかと考えた。ドールが傍にいることで患者の心身に良好な変化がみられたため報告する。

【研究方法】
①実践方法：病棟スタッフがドールセラピーについての共通認識をもち、患者の観察・対応を出来るように勉
強会を行い、対象患者データを収集する。
②対象者：Ａ：女性　８７歳　アルツハイマー型認知症
Ｂ：男性　７２歳　知的障害
Ｃ：女性　８６歳　認知症
③データ：（１）収集方法：行動記録シートに基づいた観察を行う。

（２）収集期間：2020年１１月１３日～2021年４月２４日
【結果・考察】
認知症患者は記憶障害を伴う事が多いが、感触や感情という原始的な感覚は忘れずに残るものであるため、今
回のドールは、柔らかい毛や赤ちゃんのような重み・大きさであるモンチッチを採用し効果を観察した。対象
者のうち１名はドールを人間の赤ちゃんとして認識し自分が世話をするという意識を持ち関わっていた。ドー
ルを与えたことで世話をしなければという意欲を引き出すきっかけとなり、このような意欲は生活のハリや自
立的な生活につながり徘徊し感情変化が見られていた患者が穏やかとなった。また他者との関わりがほとんど
ない患者にもドールを用いて声をかけたところ、今まで見たことのない笑顔をみることが出来た。赤ちゃんや
ぬいぐるみを可愛いと感じることは、多くの人が抱く感情でありドールを用いたコミュニケーションは、その
対象の感情表出を促す方法であることが実証されたため、今後も対象に合わせたドールセラピーの実施を継続
していきたいと考える。
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6-9-4　癒し・療養環境・レク

コロナ禍における脳トレ～満足度アップに繋がる取り組みについて～

1花の丘病院　通所リハビリテーション，2花の丘病院　看護部，3花の丘病院　院長

○加
かとう

藤　英
ひでゆき

幸（介護福祉士）1，山戸　桂子1，池田　江里1，谷中　眞奈2，松本　隆史3

はじめに：新型コロナウイルスの影響で密になるような行事が出来ない中、利用者様個々の空き時間が増えて
いる。そのため、利用者様が退屈されずかつ有効な方法について検討し、試みた結果、ゲーム感覚で取り組む
ことができる脳トレメニューに
興味が集中したのでその経過について報告する。

対象：令和3年1月17日から令和3年2月6日に利用された70名の利用者様

方法：複数の脳トレーニングメニューを準備し、各自が自由に持ち出してもらい、用紙がなくなり次第5枚ず
つ補充し、補充の回数でどの脳トレに人気があるかを集計した。メニューの種類として塗り絵・迷路・間違い
探し・不等号ナンプレ・ナンプレ・漢字５種類・計算２種類の計12種類を提供。さらに性別や年齢層での人気
に差が出るのかについても調査した。

結果：不等号記号を用いたナンプレが年齢、性別問わず1番人気となった。逆にナンプレのように持ち出しが
全くなかったメニューもあった。脳トレに取り組まれるのは比較的女性の利用者様が多く、特に80歳代以上の
女性の利用者様が多く取り組まれていた。

考察：不等号ナンプレは難易度が低く、誰でも手軽にできゲーム感覚で楽しく出来ることが一番人気になった
要因と考えられた。以前より提供していた計算問題、間違い探し、塗り絵等はコンスタントに持ち出しが見ら
れたが、ナンプレのような難易度の高いものは、職員が積極的に勧めなかった点や難しいという先入観の為か
人気が無かった。年齢層が80代の女性が多いのは、参加された70名の利用者様の比率でも女性の方が７割を占
めており、女性同士のコミュニケーションから広がっていったと考えられた。

終わりに：様々な脳トレメニューを提供し、利用者様の退屈になる時間を少しでも減らしていきたい。また、
これらは認知機能低下の予防にも効果があると考えられる為、これからも継続して取り組んでいきたい。
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6-9-5　癒し・療養環境・レク

特養入居者において、嗜好に合わせた離床活動は主観的幸福感が向上する

1介護老人福祉施設　ヴィラ都筑，2緑成会病院，3泉佐野優人会病院

○吉
よしだ

田　文
ふみひろ

裕（理学療法士）1，西本　寛子1，柳下　梢1，宮本　智子1，東條　ゆかり1，佐藤　章礼2，
泉谷　佑美3

【はじめに】
WHOの健康の定義は「単に身体に病気がないとか虚弱でないという事だけでなく、身体的、精神的、社会的
に完全に調和のとれた幸福な状態であること」とされている。しかし、山下らは在宅の健常高齢者と養護老人
ホーム在住の高齢者で比較すると、後者で主観的幸福感が低いと報告しており、社会活動性の低下が影響を与
えていることが示唆されている。今回、特養入居者において嗜好に合わせた作業や趣味などの離床活動を実践
し、余暇時間の充実を図る事で主観的幸福感が向上するか検証した。

【方法】
対象は当施設入居者のうち、嗜好に合わせた離床活動および質問による評価が可能な9人（84.4±6.7歳女性
7人・男性2人）とした。2021年5月6日から2021年6月4日の間で、通常実施している活動に加えて興味関心チェッ
クシートで興味を示した活動を1回15－60分、週3回実施し、評価は改訂版PGCモラールスケール（17項目）
を使用した。統計分析はWilcoxonの符号付順位検定を使用し、有意水準は5％未満とした。

【結果】
PGCモラールスケールの有意な改善が示された（介入前9.2±4.2点、介入後11.4±3.5点、P=0.04）。1週あ
たりの活動実施頻度は平均3.2±0.7回、1回あたりの実施時間は平均42.7±16.7分であった。活動時は、積極性、
他者への指導、回想、植物を育む様子が観察できた。

【考察】
嗜好に合わせた離床活動を30日間実施し、PGCモラールスケールが有意に向上した。特養入居という社会的
活動に制限を受けやすい環境において、嗜好に合わせた離床活動は主観的幸福感が向上する事が示唆された。
中村らは「スキルを教えることや他人に知識を伝えるなどの利他的な行動は、より高い主観的幸福感と関連し
ている。」と報告しており、画一的なプログラムを実施するのではなく、それぞれの入居者に合わせた活動を
実施した事で、スキルや知識を発揮する場が形成され主観的幸福感の向上につながったと考える。
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7-1-1　褥瘡・スキンケア、認知症

当院のフットケアの現状と今後の課題

泉佐野優人会病院　看護部

○ 要
かなめ

　恵
え み

美（看護師），酒井　千明，竹本　清美

【目的】
当院は、医療療養病棟と、回復期リハビリ病棟を有し、入院患者の大半が高齢者である。慢性疾患や運動量の
減少など多様な要因から、足病変をかかえる患者が多い。特に、白癬菌感染症による爪の変形や肥厚が多く、
フットケア介入が必要だが、その優先度は低いと考えられている。
そこで、足病変の実態とフットケアの現状を把握し、今後の課題を明らかにする為に本研究を実施した。

【方法】
期間：令和３年２月～３月
対象：当院４階医療療養病棟入院患者59名看護師18名

①入院患者の足病変保有率の調査。
②病棟看護師への聞き取り調査。
③セミナー受講後に、院内伝達講習の実施。

【結果】
入院患者の約84％に白癬菌感染症や浮腫、循環不全などの足病変が認められた。特に、白癬菌感染症による爪
の変形や肥厚が多いにも関わらず、フットケアの実施は極一部に限られていた。
聞き取り調査では「時間が無い」「手技を知らない」「認知症患者は危険を伴う」などの意見が聞かれた。
また、伝達講習と各部署への資料の配布を実施。訪問看護の部署には「足病変チェックシート」を配布活用で
きている。

【考察結論】
当院でのフットケアの現状は、足病変が多いにも関わらず見過ごされている。日々多忙な業務の中、後回しに
なるのも頷ける。しかし、フットケアを行うことは、循環障害、感染予防や全身状態の把握にも繋がり、重要
性は高いと考えられる。
白癬菌感染が多い現状を踏まえ、まずは、清潔を保ち、その上で爪切りなどの手技を安全に提供する必要がある。
そして「足を看る」事を周知すると共に、多職種が協力し足の保清、足病変の予防、早期発見に努める事が今
後の課題である。
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7-1-2　褥瘡・スキンケア、認知症

認知機能低下のある患者に個別性でゆとりを求めた関わりの工夫
～病棟デイケアを試みて～

江藤病院

○打
うてび

樋　聡
さとみ

美（看護師），大和　孝子，田中　幸子，由宇　教浩，武久　洋三

［背景・目的］
　当院の入院患者の約半数に認知機能低下があり、他疾患合併や環境変化など様々な要因で行動・心理症状へ
進展し、在宅支援が困難になる事も少なくない。高山らは、入院生活では認知症の人の個別性に合わせた対応
が後回しにされる為、認知症症状が急速に悪化してしまうと示しており、早急な関わりが求められている。
　今回、残存機能に合わせた関わりができる場所として、病棟デイケアを立ち上げた。この活動への参加を通
じて、その人らしい生活の継続へと繋がり、認知機能維持また改善に繋がると考え、認知機能の変化を評価し
たので報告する。

［方法］
①期間：2020年10月21日～同年12月24日
②対象者：認知機能低下のある患者・約40分座位可
③内容：週1回40分間。体操、興味がある作業又は認知症の程度に合わせながらの作業

［評価］
①出席回数②NMスケール③在宅復帰

［結果］
　入院患者参加総数17名。平均出席回数2.6回。35％がNMスケールがアップ。94％が在宅復帰した。NMスケー
ルが低下した患者はいない。

［考察］
　入院中に体操やレクリエーション活動ができる環境を整え実施した事で、生活の中の楽しさへと繋がり、認
知機能維持に至ったと思われる。周りの社会環境と再び関係をもつ事により、自分にとって意味ある活動や楽
しい活動の中で、健康状態も向上すると言われている。今回、デイケアで体を動かす事の楽しさや興味のある
作業をする事は、認知機能・身体機能維持にも少なからず有効だったと考えられる。今回の研究結果を更に発
展させ、慢性期病院における認知症看護の充実に繋げたい。



第29回日本慢性期医療学会

7-1-3　褥瘡・スキンケア、認知症

認知症患者の不安や焦燥に対するケアで大切なこと

札幌西円山病院　障害者一般病棟

○井
いのうえ

上　春
はるな

奈（看護師），菅野　衣美

【はじめに】認知症患者は、不安や焦燥などの周辺症状が出現することがあり、その症状には個人差がある。
A氏は行動抑制のコントロールが困難な際に薬剤コントロールを試みた結果、過鎮静やADLが低下した。そ
のようなA氏に対し、行動の背景を把握し、統一したケアを行うことで安心感が得られ、持てる力を活かした
生活が可能になるのではないかと考えた。【事例】A氏、80代、女性、脳梗塞、HDS-R16点、MMSE15点。【目標】
不安や焦燥感なく持てる力を活かしながら穏やかな生活を送ることができる。【看護実践】A氏の行動や訴えと、
それに対するスタッフの対応を把握するために観察表を作成し3週間記載した。観察表からA氏の不安や焦燥
の背景には「トイレに行きたい」「家族に会いたい」という思いがあることが考えられたが、スタッフの対応
の統一性が不十分であった。そこで、落ち着かない時等にはトイレ誘導を実施、家族への訴えが聞かれた際に
は家族からの手紙を読んでもらう等のケアを統一した。【結果】落ち着かない際は、尿意を確認しトイレ誘導
を行うことで状態が落ち着いた。家族からの手紙を読んだ際は、安心する様子も見られたが、すぐに忘れ同じ
訴えが聞かれることがあったことから、A氏のペースに合わせた会話や行動を共にするよう心掛けた結果、落
ち着きを取り戻し、薬剤に頼らずに過ごせる時間が増えていった。【考察】A氏の持てる力を把握し思いを傾
聴しながらA氏を理解しケアの統一性を図ることが、穏やかな生活に繋がったと考える。今後はA氏の楽し
みを見つけ実践していくことで、不安や焦燥に対する予防的な介入が図れると考える。【結論】認知症患者の
不安や焦燥感は、ケアで改善や予防を図ることを優先し考えていくことが大切である。また、認知症患者の看
護で大切なことは、患者の行動の背景をアセスメントし、対象を理解した上で統一したケアを行うことである。
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7-1-4　褥瘡・スキンケア、認知症

アルツハイマー型認知症利用者における、アクティビティケアを通したBPSDの変化について

グル－プホ－ム鶴ケ岡苑

○阿
あ べ

部　哲
てつや

也（介護福祉士），田中　加奈子，佐藤　良美

【はじめに】
当施設は令和2年4月下旬に開設したグループホームです。1ユニット9名の2ユニット、計18名の入居者が日常
生活を送っています。1年が経ち、入居者様がされたいと感じるケアの必要性を感じた為今回の取り組みを実
施したので報告する。

【対象】
アルツハイマー型認知症（認知症高齢者生活自立度Ia／日常生活自立度J2／HDSR9点／要介護1）
被害妄想的であり入居前は衝動行動に至り自殺企図をした経緯があり、作話や感情が不安定な面が見られる。
施設を会社だと思い、施設長が社長で他入居者様を職場仲間だと思っている。感情の起伏が激しく、泣く、暴
力を振るうなど、抑うつ症状が多々見られる。体が動かなくなる事を何より心配されており運動を希望される。
ただし運動機能が優れているため、他入居者との差が大きく一緒の運動では満足できない。

【方法】
期間中、アクティビティメニューをご本人の希望に沿う運動メニューを中心に、スケジュールを組み直す。特
に本人が希望される卓球を職員と1対1で行うことのできる環境を設ける。

【結果】
実施前と実施後を比べ不穏状態や感情失禁を起こす回数などのBPSDの変化、改善は見られなかった。

【考察】
今回の実施期間では特にBPSDの変化、改善は見られなかったが実施前に比べ笑顔が見らている。今後も継続
することにより変化、改善されていく可能性の１部だと思われる。入居者様がされたいと感じるケアをおこなう為、
今後も実施していく事とする。
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7-1-5　褥瘡・スキンケア、認知症

認知症治療病棟における認知機能評価のためのＭＭＳＥの実施手順について

橋本病院　3B病棟

○草
くさの

野　奈
な み

美（臨床心理士）

〔はじめに〕
当院の認知症治療病棟には、記銘力や見当識障害、その他周辺症状により、自宅や施設での対応が困難な方が
ご入院されている。入院治療における上記の認知機能の変化に関しては認知機能検査のMMSEの結果を参考
にしている。しかし、検査の実施においては、同意を得ることができても初めに行う見当識の質問に答えられ
ず、そこから拒否を示されることによって検査の実施が困難となる場合がある。そこで、比較的回答の得られ
やすい項目から検査を開始することにより、拒否を低減し適切な査定を行う事が有用ではないかと考えた。

〔方法〕
対象は認知症治療病棟の入院患者32名のうち、検査の実施に同意を得ることができ、データに不備のなかった
19名（平均年齢87.7歳）。
期間は2021年3月1日～同年5月31日。1カ月目はMMSEの実施における拒否に関して調査を行った。2ヶ月目は
MMSEを拒否が示されにくいと思われる順序で実施し、3ヶ月目はマニュアルに従って実施した。そして、実
施手順の違いによって検査の得点に差が見られるか検討した。

〔結果〕
見当識に関する問いに拒否を示された患者様の割合は26.3%おられたが、物品呼称では拒否は見られなかった。
そして、物品呼称から実施した場合と見当識から実施した場合のＭＭＳＥの平均点の差が統計的に有意か確か
めるために有意水準5％で両側検定のｔ検定を行ったところ、統計的に有意な差はみられなかった［ｔ（18）＝1.04，
p＝0.31］。そのため、実施順序の違いによるＭＭＳＥの得点に差はないということが明かとなった。

〔考察〕
マニュアルに沿って実施した場合と回答が得られやすい項目から実施した場合の得点に差は見られなかった。
このような結果から、見当識に関する問いに対し顕著な拒否を示される場合には、回答しやすい下位項目の実
施に移り検査に対する意欲を低下させないよう配慮しながら進めていくことも適切な査定を行うために有用で
はないかと考えられた。
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7-2-1　褥瘡・スキンケア、認知症

当病棟における脆弱な皮膚へのアプローチ
～適切な保湿剤の選択を目指して～

堺平成病院　看護科

○岩
いわた

田　愛
あいな

奈（看護師），萩本　百合子

1．はじめに
当病棟は、透析患者・高齢者が多く皮膚が乾燥しているため剥離などの皮膚トラブルが絶えない。先行研究よ
り保湿剤による皮膚のバリア機能向上は明らかにされているが、複数ある保湿剤による違いは明確化されてい
ない。今回、適切に保湿剤選択が出来るよう本研究に取り組んだ。
2．研究目的
患者の皮膚の乾燥状態を評価するためスキンチェッカーを用いて水分量・油分量を測定。その上で複数の保湿
剤の効果を検証し保湿剤ごとの性質を知る事で、使用する保湿剤選択を行う事を目的とする。
3．研究方法

（1）研究対象：当病棟入院中の70歳以上の透析患者20名（うち5名は、退院や転院・死亡の為、途中中断）
（2）研究期間：2020年6月～2020年12月
（3）研究方法：4種類の保湿剤塗布前の状態をスキンチェッカーで患者の皮膚状態を測定。研究開始前、開始
直後、その後は2週間毎に水分量・油分量を上下肢で測定。その後は毎日1回保湿剤を塗布。2週間ごとに皮膚
状態を測定。保湿剤の種類別に水分量・油分量のデータを収集し平均値として算出。
4．結果
水分量はどの保湿剤でも塗布前に比べて塗布直後に上昇、油分量はどの保湿剤でも塗布前に比べて塗布直後に
下降、水分量・油分量ともに継続して塗布している期間は一定の数値を保持していた。
5．考察
水分量・油分量のデータの結果から、ワセリンの油分量は持続性はあるが水分量は上昇しないためワセリン単
体では保湿効果は期待できないと考えられる。この事から水分喪失を防ぐ密封効果のあるワセリンと併用する
事で、水分量・油分量ともに維持できるのではないかと考えられる。
6．結論
4種類の保湿剤は、単体使用ではなく水分量の多いヘパリン類似泡スプレーとビーソフテンローション、密閉
効果の高いワセリンを併用することが望ましいとわかった。
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7-2-2　褥瘡・スキンケア、認知症

アルブミン値・日常生活動作能力の違いによる褥瘡保有率の差

富家病院　リハビリテーション室

○桑
くわはら

原　健
けんた

多（理学療法士），小林　啓太，湯澤　司，冨張　修平

【はじめに】当院は、看護師、介護士、リハビリテーションが連携し、褥瘡リスクの高い患者に対しポジショ
ニングや体位変換等の褥創予防を行っている。また、栄養管理の一環として、体重測定や血液検査等を行って
いる。褥瘡の発生要因の一つにタンパク質の低下が挙げられ、指標の一つであるアルブミン（以下Alb）値3.0g/
dl以下（以下危機値）となることで褥瘡が発生しやすく、日常生活動作（以下ADL）能力低下が褥瘡発生を
助長するとある。

【目的】AlbとADL能力を示すFIMに着目し、褥瘡保有率を知ることで傾向を探り、褥瘡予防に繋げる事を目
的とする。

【対象と方法】1療養病棟に令和2年4月～令和3年3月の1年間で入院された患者（男女43名）をAlbとFIMの数
値でまとめる。Alb値が危機値より高く、FIM19点以上をA群。危機値より高く、FIM18点をB群。危機値よ
り低く、FIM19点以上をC群。危機値より低く、FIM18点をD群とし褥瘡保有率を算出する。

【結果】褥瘡保有率がA群0/13件（0％）、B群2/6件（33％）、C群1/15件（7％）、D群6/9件（67％）となった。

【考察】
褥瘡あり群の結果からAlb値3.0g/dlから低くなるほど褥瘡の保有数は1.5～2倍と増加し、FIMの18点で褥瘡保
有数は増加している。このことから、Albが危機値より低く、FIMも低い対象者は褥瘡のリスクがより高くな
るためより注意が必要だと考えられる。
褥瘡なし群ではFIMが褥瘡あり群に比べて高く、危機値以下であっても体動により褥瘡が予防できていたと
考える。また、FIMが低くともAlb値が高い方が褥瘡の保有率は低く、体動が少ない場合には、よりAlb値が
高いことが重要だと考える。
今回調査し褥瘡のリスクとしてAlb値やFIMは指標の一つになると考えるが、他にも褥瘡の危険因子は存在
するため、皮膚状態、体重の推移、四肢周径やその他の血液データを注意深く見ていく必要があると考える。
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7-2-3　褥瘡・スキンケア、認知症

難聴と認知症とコロナ禍の環境変化
～こうちゃんを探して～

柴田病院　看護部

○小
こだに

谷　智
ともこ

子（介護福祉士），田邊　せつ子

<はじめに>
当院は介護療養型医療施設である。
Ａ病棟では認知症患者が約4割を占め、ＢＰＳＤの対応に日々取り組んでいる。
難聴がありコミュニケーションを図るのが難しくA氏のＢＰＳＤの対応に苦慮するが、安心して生活を送れる方
法を探る。

<対象者>
Ａ氏95歳女性介護度４
難聴があり発語は簡単な単語のみ
認知症高齢者の生活自立度度Ⅳ

<方法>
・データ収集（R1.12月~R2.12月）
・ＢＰＳＤの分析考察
・家族より情報収集

<倫理的配慮>
ご家族へ研究目的を説明し、得られた結果は研究発表以外で公表しない事を伝え同意を得た

<結果・考察>
入院当初から叩くつねるなどのケア拒否があった。難聴のためコミュニケーションツールとしてホワイトボー
ドを使用する事で気持ちが伝わるようになったが、特定の患者Ｂ氏に対し「こうちゃん」と呼んで後追いする
ようになったり、食事中食べ物を投げたりと摂取量の低下や急激な言動の変化があった。症状が現れる際の患
者の様子を食事中のＢＰＳＤと捉え食事形態や食事場所等検討し対応してきたが変化なく苦慮したため、原因を
探ることにした。患者の様子を観察し、記録の振り返りと家族から情報収集を行った。入院2か月間は3～４回
/週家族の面会があったが、コロナ禍の影響で会えなくなった。見当識障害からＢ氏とひ孫のこうちゃんを重
ね合わせていると推測できた。
食事場所周辺に家族写真を掲示し、いつも家族と一緒にいると感じられる環境を作った。優しい表情で喜び、
食事を投げることなく全量自力摂取でき、Ｂ氏とこうちゃんが別人と分かり落ち着いた生活ができるようになった。

<おわりに>
コロナ禍では十分な感染対策はもちろん、環境の変化に伴う認知症患者の不安を理解し、安心して入院生活を
送れる環境設定をする必要がある。今後も大切な家族に会えない不安をいかに解消していくのかが課題と感じた。
患者にとって心地良い環境をこれからも提供していきたい。
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7-2-4　褥瘡・スキンケア、認知症

握力とMMSEの相関からわかる今後のリハビリテーションへの展望

世田谷記念病院　リハビリテーション科

○日
ひ の

野　誠
ともや

也（作業療法士）

【要旨】
現在、認知症の有病者数は増加傾向である。厚生労働省による高齢者（65～79歳）の体力測定によれば、平均
は男性で27.1±7.3、女性で18.6±4.9kgと述べているが、その基準に達していない患者が多くいる。その反
面で、握力が平均値以上あっても認知機能を理由に病棟生活の自立へ至らないケースも散見する。本研究で
は、当院の回復期病棟入院患者を対象に握力向上と低下群に分け、運動FIM（以下mFIM）、認知FIM（以下
cFIM）、MiniMentalStateExamination（以下MMSE）との相関関係について調査した。

【対象,方法】
令和2年1月から同年11月に当院回復期病棟に入院した、年齢76±22歳の運動器疾患の患者50名を対象とした。
右握力（以下GR）・左握力（以下GL）・mFIM・cFIM・MMSEで分類し統計分析を行い、握力との相関関係
を調べた。統計解析には、スピアマンの順位相関係数を用いた。

【結果】
GRとmFIM（P=0.97）、GRとMMSE（P=0.75）には相関関係が、GLとMMSE（P=0.65）GLとmFIM（P=0.1）
に相関関係を認めなかった。

【考察】
GRとmFIM、GRとMMSE、の順で相関があり、GLとmFIMに相関を認めなかった。これにより、右手の握
力と認知機能面は病棟生活動作自立の一つの指標になる可能性が示唆された。そのため、支持物を利用できる
環境を設定することで、病棟や退院後生活の自立度向上を検討する必要性も示唆される。今後の展望として、
退院後に握力増強のホームワーク提供や握力など上肢帯の活用機会が増える環境にすることで、身体・認知機
能面の低下を防ぐ要因となることが考えられる。
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7-2-5　褥瘡・スキンケア、認知症

睡眠日誌を活用した認知症高齢者の睡眠覚醒リズム改善のこころみ

医療法人喬成会　花川病院

○藤
ふじた

田　由
ゆ き え

紀江（看護師），桐腰　祐子

【はじめに】
当院は回復期リハ病棟150床、地域包括ケア病棟30床を有し、ADL能力の向上と家庭復帰を目標としたリハビ
リを集中的に行っている。しかし入院患者の高齢化に伴い、認知症による昼夜逆転、徘徊、夜間せん妄、夕暮
れ症候群などの周辺症状が見られ睡眠障害を有し、向精神薬の投与や日中の覚醒不良によりリハビリの実施が
困難な患者が、増加している。そこで向精神薬に頼らず睡眠覚醒リズムを改善するため、睡眠日誌を活用し、
日光浴短い仮眠を組み合わせた介入を病棟スタッフが統一して実施したことで睡眠覚醒リズムが改善した症例
を報告する

【事例紹介】
患者：Ｓ氏、92歳、男性
病名：第3腰椎椎体骨折、肺気腫、多発性脳梗塞
入院期間：令和2年7月27日～令和2年11月11日
背景：長男夫婦と同居、身の回りの事は自分でできていた。物を持った時に腰痛が出現
第3腰椎椎体骨折の診断を受け、リハビリ目的にて入院。入院当初より認知症によりケア拒否
行動心理症状（BPSD）がみられ、向精神薬を使用

【方法】
介入期間：令和2年9月～11月
介入方法：9時から1時間日光浴、その後リハビリ、昼食後30分の仮眠、午後のリハビリ
睡眠日誌を活用しながら、離床時間と臥床時間、スタッフ全員でケアの統一を実施
夕方より帰宅願望、夜間せん妄、昼夜逆転があった

【結果】
約1週間で1～2時間ほどの睡眠時間が3～4時間、1ヶ月で5～6時間と夜間入眠できるようになった
日中の覚醒時間の延長により不穏になることも少なくなり穏やかに経過。リハビリも積極的に参加
1日のリズムが整い向精神薬の減量もできた

【考察】
今回、先行研究をもとに睡眠障害を持つ認知症高齢者へ、日光浴、短時間の仮眠、夕方の運動を実施し、睡眠
覚醒リズムを改善することができた。また、睡眠日誌を活用することでスタッフが統一した関りができ、客観
的に評価することで向精神薬の減量に繋がったと考えられる
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7-3-1　身体抑制廃止、褥瘡・スキンケア、認知症

経鼻胃管自己抜去リスク患者に対する身体拘束廃止に向けた取り組み

掛川北病院　看護部

○中
なかむら

村　彩
あやみ

美（看護師）

１、はじめに
　身体拘束という行為は患者様の自由を奪い、行動を制限されることにより様々な弊害をもたらす。当病院で
も身体拘束廃止を目指しており、チューブ類自己抜去予防の為ミトンなどの身体拘束を実施している患者に対
し、毎日の観察やアセスメント、身体拘束廃止に向けたカンファレンスを開催している。その中で経鼻胃管の
自己抜去が見られている患者に対し、軍手を着用する事で自己抜去を減らし、経管栄養注入中のミトン中止に
繋げようとケースに取り組んだ。
２、方法
　経管栄養投与時両手ミトン装着、その他の時間は軍手や握りガーゼ使用
３、結果
　事例1は軍手使用開始から経鼻胃管の自己抜去回数が減少。開始から1カ月で軍手を外し経鼻胃管の自己抜去
が見られたため経管栄養注入中の軍手使用は危険と判断し、終了。事例2は軍手使用開始から経鼻胃管の自己
抜去回数は減少するも全身状態悪化が見られ一時終了。その後状態が落ち着き経管栄養投与開始。上肢動き活
発にて注入時のみ軍手着用開始。軍手を外してしまうことあり現在は常時両手軍手装着と握りガーゼを使用。
自己抜去はみられていない。
４、考察
　今回の取り組みでは両事例共に軍手を使用することで自己抜去回数を減少させることができ、事例2におい
ては軍手と握りガーゼの使用でミトンを使用せず過ごす事が出来ている。これは軍手や握りガーゼを使用する
事で患者の意識が軍手へいった可能性や、物を握っている事での安心感によるものではないかと考える。今後
は更に経鼻胃管を自己抜去する際の動きなども観察しより患者の個別性にあった対応を考えたい。また両事例
ともに上肢、手指の状態に問題がなく軍手を使用することができたが、拘縮やリウマチのある患者では軍手を
使用することが難しい場合も考えていきたい
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7-3-2　身体抑制廃止、褥瘡・スキンケア、認知症

頭皮の皮膚トラブルの改善を目指して
～はちみつパックによる脂漏性皮膚炎の予防・改善～

北摂中央病院　看護部

○ 林
はやし

　かおる（看護師），長谷川　福美，西本　愛弓，奥野　真知子，池田　七恵

　当病院は、医療療養型病院で当病棟には４０名が入院中である。当病棟の入院患者は高齢で認知症や廃用症
候群を伴っており、15％の患者に多量の鱗屑、紅斑を伴う頭皮の皮膚トラブルや脱毛による容貌の変化がみら
れた。脂漏性皮膚炎と診断され、治療でステロイドを使用したが、改善・再燃を繰り返していた。また脂漏性
皮膚炎を発症している患者が多いのは職員間での洗髪方法の相違により頭皮の洗浄が十分にできていなかった
事も原因の一つである。保湿と統一した洗髪方法による汚れの除去を行う事で、頭皮の環境が変化するのでは
ないかと考えた。そこで蜂蜜の抗菌作用・抗炎症作用・保湿力、そして、オリーブオイルの抗酸化作用と保湿
効果に着目し、ステロイド薬の代替療法になるのではないかと考えた。蜂蜜とオリーブオイルを使用し、脂漏
性皮膚炎の改善、再燃予防の有効性について検証した。今回の研究では、脂漏性皮膚炎を併発している患者を
対象とし、洗髪前に蜂蜜とオリーブオイルを混合したはちみつパックを頭部に塗布した。パック前後にスキン
チェッカーにて水分、油分値を数値化した。そして写真撮影を行い肉眼的な変化を観察した。
　結果、はちみつとオリーブオイルを使用したパックを実施し、肉眼的に鱗屑の軽減や、紅斑の消失などの改
善みられ効果が得られた。また平均的に水分値の上昇、油分値の下降がありデータ的にも健康な肌の基準値を
維持できた。しかし、正しいヘアケアを行わなければ、再燃することが考えられ、引き続き統一したケアの継
続も重要である。
　療養型病棟では入院期間が長期になる為、毎日が快適に過ごせるように日常生活援助を中心としたケアが重
要となる。統一したヘアケアを実施し、はちみつパックを有効に使用することで頭皮の環境を整えられる事が
検証された。今後もこの研究を活かしたケアを実施していこうと考える。
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7-3-3　身体抑制廃止、褥瘡・スキンケア、認知症

改訂DESIGN-R2020褥瘡状態評価スケールを取り入れた褥瘡対策の取り組みについて

三条東病院

○土
つちだ

田　こずえ（看護師），田中　亮，岡田　栄子，佐藤　涼子，小林　昌之

【はじめに】
2020年12月にDESIGN-Rの改定にて「DTI：深部損傷褥瘡（DTI）の疑い」が追加され、当院でも2021年4月
から褥瘡対策を見直し、急性期の状態から褥瘡の評価し褥瘡対策を行っている。当院での褥瘡対策の見直しを
紹介し症例を報告する。

【取り組み内容】
①褥瘡委員会にて改定DESIGN-R2020褥瘡状態評価スケールについて勉強会を実施し各病棟スタッフへ褥瘡委
員を中心に勉強会を実施②褥瘡委員会で悪化の原因を評価及び対策を検討③院内ネットにアセスメント結果を
掲載し情報共有④体位変換とポジショニング及び体交枕、エアマットレスの検討⑤入浴方法の検討

（症例）
82歳　女性
病名：脊髄小脳変性症、家族性形成対麻痺、多発性脳梗塞
ＡＤＬ：経鼻経管栄養、寝たきり状態（オムツ排泄、移乗・移行全介助）、両下肢麻痺
褥瘡発生までの経過：
4月上旬より発熱持続。検査の結果、尿路感染症の疑いにて経鼻経管栄養を中止し抗生剤等点滴治療を行うも
改善みられず検査の結果、敗血症と診断。状態悪化に加えて栄養状態不良の為か4月下旬ごろに左臀部に硬い
紅斑部出現。DTIの疑いとして褥瘡アセスメント開始。
対策：①リハビリスタッフによるポジショニング表の作成および体位変換とポジショニングについて勉強会実
施②エアマットレスの見直し③入浴方法の検討（看護師・介護士間で情報共有）
治療の経過：上記対応にて創部徐々に改善し6月に治癒。

【結果】
・全職員で意識して観察、対応が行い、褥瘡治癒へ向けて取り組むことができた。
・褥瘡の早期発見・治癒につなげることができた。
【考察】
今回の症例では早期に対応・対策を行うことが出来たため悪化することなく治癒に至ったと考える。創部のケ
アを行う看護師のみならず日常的な介護を担う介護士やリハビリテーションを行うリハビリスタッフなどとの
情報共有が必要になると考える。
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7-3-4　身体抑制廃止、褥瘡・スキンケア、認知症

レッツレクレーション！　～認知症をわかって～

杉病院　看護部

○平
ひらた

田　梨
り さ

紗（看護師），福﨑　明美，長野　奈緒美，坂井　エミ

【初めに】
当院では認知症患者が多く、患者は入院により突然の環境の変化を余儀なくされ、集団生活への適応が困難な
ことから認知症の周辺症状の出現が懸念される。当院地域包括ケア病棟では、夜間の不眠、不穏が一番の問題
となっており、日中にレクレーションを行ったり、夜間のケアの時間を見直すことで、患者の生活リズムが整
い、夜間の不穏行動の頻度や眠剤の使用率の減少、入院患者のQOLの向上がみられたのでここに報告する。

【方法】
期間、対象者：令和3年4月1日～令和3年5月31日までに入院中の患者。
病棟スタッフに上記目的を説明し、週4回日勤帯にレクレーション（院内デイ）を導入した。
またケアについては、夜間遅い時間に行っていたオムツ交換を、睡眠に支障が出ないように早めの時間に行う
ようにして、前後での夜間の問題行動の頻度及び眠剤の使用率の変化を調査した。また入院生活のQOLにつ
いては認知症を有さない患者に対してアンケートを行い、効果を評価した。

【結果、考察】
レクレーション、ケアの時間の見直しを行うことで眠剤の使用や夜間の放声回数が減少した。
リハビリ以外での活動で適度な疲労感が生まれ、夜間の睡眠も確保できたことが要因であったと考えた。
更にはスタッフの夜間の負担を軽減することにもつながり、また患者の個別性を把握できケアの際に活かすこ
とができた。レクレーションを通じてレクレーションに否定的だったスタッフもケアに対する関心が増え、認
知症ケアの勉強会に参加したり、レクレーションの内容を検討する動きがみられた。
今後の課題としては、認知症の勉強会を継続し、問題となる症例に対してはロールプレイングを導入していく。
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7-3-5　身体抑制廃止、褥瘡・スキンケア、認知症

「或る利用者様が残してくれたもの」
ケア記録ナラティブ化の取り組み

富家病院　富家デイサービスセンター

○丸
まるやま

山　圭
けいすけ

介（介護福祉士），軸屋　幸子，野村　光男，松井　雅子

【はじめに】
今演題中の「或る利用者様」は「富家病院　ものわすれ外来」「富家在宅クリニック居宅室」「富家デイサービ
スセンター」が介入、支援していたが、同居家族の意向により精神病院へ入院し支援が終結した。
通所介護利用開始時、週1回だった利用は終結前には週5回となった。
提供した支援が適切なものであったか、過不足により支援終結に至った部分がなかったか、振り返るなかで「ケ
ア記録の重要性」を再認識したため、経緯と現在までの取り組みを報告する。

【経緯】
86歳　女性　アルツハイマー型認知症
障害老人自立度　「自立」　痴呆老人自立度　「Ⅳ」
長男夫婦と同居。物忘れや活動量低下から前述3部門連係による支援開始。
平成31年4月　通所介護利用開始　令和3年1月　通所介護利用終結

「支援内容の振り返り」の中で、本人の様子や変化を職員間で共有した際、認識に齟齬があり、認知症周辺症
状や本人の資質へのアプローチに改善の余地があったことがわかった。
認知症ケアの正答は一つではなく、環境因子の中には職員自身も含まれる。

【取り組み】
利用者様の様子は客観的事実以外にも、環境因子としての職員自身の関わり方や生活背景などの情報収集、そ
れを精査した上での多角的視点が必要と考えられる。
複数の職員が視点の確度を向上させ、一人の利用者様の「生きる姿」を共有するためには「ケア記録」が有効
であり、「生きる姿」とは当法人が以前から取り組んでいる「ナラティブ（物語）」に他ならない。
そのため、「バイタルサイン」「実施アクティビティ」「食事摂取量」などの記録から

「言葉」「表情」「好きなこと・嫌いなこと」などを時間、場所、人など環境を含め記録している。
【考察】
ケア中に通りすがりで交わす挨拶でも、「その人を知りたい」と思えば察知できることがあり、気に掛かる変
化があれば時間を作って「生きる姿」を追うことができる。
そうして共有する記録がナラティブとなる。
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7-3-6　身体抑制廃止、褥瘡・スキンケア、認知症

自分らしさを引き出す関わりとは
～周辺症状の変化により介護負担の軽減が見られた症例～

介護医療院　湖東病院　リハビリテーション部

○疋
ひきだ

田　健
けんご

悟（作業療法士）

【はじめに】
アルツハイマー型認知症を呈した入所者様に対し作業療法の介入を行なったところ、自発的な行動、言動が増
え、周辺症状に変化が見られたためその内容を報告する。

【症例紹介】
・症例：90歳代、女性、アルツハイマー型認知症
・周辺症状精神症状：幻覚、妄想行動症状：徘徊、興奮、易怒性
・服薬：リスペリドン、エチゾラム、ミルタザピン＊BPSDに関する服薬のみ記載
・知的好奇心が高く相手の行動に関心を持ち、年齢を問わず友好的な交流が可能
【リハビリ介入内容】
テレビ鑑賞や院内散歩、同年代利用者様との交流などの好まれる刺激への誘導、レクリエーションへの参加等
を中心に介入した。
症例が主体的に活動し、その上で他利用者様となじむことで、対人緊張を和らげ、介護への抵抗感の軽減を図
ることができると予測し、症例の長所である「性格」を介入へ活かすことを意識した。

【結果】
・NPI ‐ Q症状23→17/30点（最重度→重度）介護負担度24→15/30点（重度→中等度）
・興奮、易怒性、脱抑制の項目で改善
・集団生活場面で落ち着いた活動が可能となった
【考察】
本症例が残存能力を活かし、自分らしさを表現できる生活の場を提供する手段として、落ち着く場所の提供が
必要であると考え対人交流機会を創出した。その結果、攻撃性のある症状が改善し、自己安定化・介護負担軽
減に繋がったと考えられた。認知症では、感情や表情は最期まで保たれやすいと考えられており、それを引き
出すことでこのような結果に繋がったと考えられる。
また、周辺症状の改善だけでなく、残存能力や周囲の資源を活用し、個人因子も含めポジティブな面を最大限
に引き出せるかも重要である。
介護医療院は生活の場であると位置づけられており、自分らしい生活を支援していくためには、利用者様がポ
ジティブな感情・笑顔を表現できるような環境設定が大切であると考えた。今後一人一人に合った環境設定を
多職種で考えていく必要がある。
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7-4-1　褥瘡・スキンケア、身体抑制廃止、認知症

脂性肌の改善に向けての取り組み

長島中央病院

○森
もりした

下　志
し ほ

保（介護福祉士），三股　賢

１．目的
当院は96床のI型介護医療院である。利用者に、毎日の蒸しタオル洗顔と週2日入浴時に石鹸を使用して洗顔
を行い皮膚の清潔保持に努めた。しかし、ケア後30分ほど経過すると油分が平常より多く出てしまう事が度々
見られた。適切な保湿ができていない事で水分の蒸発を防ぐ為かえって皮脂が分泌されるのではないかと考え
られた。その為保湿効果のあるグリセリンを使用した化粧水を作成し、摂取水分量を一定にするため経管栄養
者を対象に１日３回（9時、13時、17時）掌に2振りした（約1㎖）化粧水の塗布を実施したのでここに報告する。
２．方法
対象
脂性肌の経管栄養利用者5名
期間
令和2年9月16日～令和2年11月15日
調査
①化粧水を作る
②対象者にパッチテストを行う
③１日3回洗顔後に塗布する
④塗布後チェックリストに記入
⑤毎日17時塗布前に皮膚状態を評価
⑥10日毎に写真撮影、油取り紙で油分チェック
⑦1ヶ月毎に職員へのアンケート実施
３．結果
グリセリンを使用した化粧水が効果的だった。研究前と比べ油取り紙でとれる油分が減少した。油分が減少し
たことにより肌への不快感や顔の赤み、テカりやベタつき等の皮膚トラブルが軽減された。塗布時声掛けに発
語や笑顔がみられるようになった。
考察
効果を得るには長期的に続ける必要があると考えられる。化粧水を塗布すること以外変えずに油分が減少した
ことから保湿をすることで皮脂の過剰分泌が抑えられたと考えられる。研究に参加したことにより職員の皮膚
に対する意識が向上したと考えられる。
結論
対象者全員に大きな変化があったわけではないが化粧水を塗布し保湿をすることの大切さを知ることができ、
職員からも「さっぱりした」「やってよかった」という声が見られた。
利用者とのスキンシップの大切さを再確認した。
これからも個々に合ったケアを続けていきたい。
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7-4-2　褥瘡・スキンケア、身体抑制廃止、認知症

身体拘束に対する意識調査と拘束解除に至る要因

佐倉厚生園病院　看護部

○宮
みやもと

本　貴
よしえ

枝（介護福祉士），酒和　昭子，米満　恵，飯塚　あや菜

（目　　的）
ミトン（手指の行動を制限する医療用手袋）による身体拘束を解除する時のアセスメントについて調査し要因
を明らかにすることで、個々に判断されていた身体拘束解除を標準化し判断基準作成に繋げる。

（対　　象）
4東病棟　看護師14名　看護補助者13名

（方　　法）
病棟職員に記述を含むアンケート及び半構造的面接を実施し、単純集計およびカテゴリー抽出を行い、看護記
録のミトン使用状況と照合し分析をした。

（結　　果）
中心静脈カテーテルもしくは経鼻胃管の抜去予防等でミトンを使用していた20名の患者が研究対象となった。
そのうち、身体拘束が解除できたのは10名で理由としてADLの低下が4名、症状悪化が2名、代替策で対応可
能2名、理解力ありが2名であった。
アンケートから、多くの職員が身体拘束の長期化や患者の苦痛な思いや弊害を感じていた。危険行為再発の不
安から身体拘束解除の判断には迷いがあり、判断基準が必要と回答した。
インタビューも含め身体拘束解除の要因は、看護師、看護補助者の罪悪感や弊害を感じた等の意識、　適切な
処置、環境設定や代替策などの介入、患者の身体、精神状態の変化の3つのカテゴリーに分けられた。

（考　　察）
これらの結果から、看護師、看護補助者の拘束解除に向けた意識、適切な処置、ケア、環境設定などの介入が
重要と考えられた。
具体的な例として勉強会を実施し不必要な拘束をしないこと。業務にゆとりがある時に解除を試みること。認
知症スケール・FIMを用いて評価しカンファレンスで情報共有を行い判断基準を設けることなどが必要と考
えられた。
意識調査以降、さらにミトンによる拘束解除やミトンを外す時間を多くとる動きが自然と現れた。
このことから常に身体拘束を減らす意識を保つことが、安全安楽な看護に繋がると考えられた。
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7-4-3　褥瘡・スキンケア、身体抑制廃止、認知症

継続した褥瘡対策における院内の変化

キラメキテラスヘルスケアホスピタル　リハビリ室

○小
お だ

田　和
かずひこ

彦（作業療法士），石井　宏明，平川　智士，萩原　隆二，髙田　昌実

１．はじめに
　当院では院内褥瘡発生数が増加傾向であった。平成３０年度より褥瘡委員会による褥瘡対策の取り組みを行っ
た結果、院内褥瘡発生数の減少がみられた。平成３０年度、３１年度に引き続き取り組みを行った結果、職員の
意識の変化、業務負担軽減、院内褥瘡発生数の減少がみられたため以下に報告する。

2．研究方法・結果
　平成３１年度のアンケートを基に少人数体験型の勉強会を導入し、これまでの取り組みを含め職員の意識の
変化、業務負担軽減に関するアンケートを行った結果、平成３０年度以前と比較しポジショニングを意識する
ようになった割合がリハビリ97.4％、看護師96.8％、介護士96.7％。平成３０年度以前と比較し業務負担軽減に
繋がっていると答えた割合がリハビリ74.3％、看護師81.3％、介護士67.8％という結果となった。
人的要因・環境的要因の双方にアプローチを行った結果、院内褥瘡発生数は、平成27年度81件、平成28年度65
件、平成29年度84件、平成30年度38件、平成31年度（令和元年度）29件、令和２年度17件と減少がみられている。

3．考察
　今回の結果でポジショニングに対する意識の変化と褥瘡発生率に関連性が示唆された。それらをふまえた今
後の課題として今まで取り組んできた事柄をマニュアル化することで業務の適正化・効率化を図る。定期的な
勉強会を開催することで知識、意識の向上に繋げていく等、無理のない継続可能な長期的取り組みを行う必要
があると考える。
　３年間の研究で行ってきた取り組みが褥瘡数の減少に結果として表れている。本研究終了後もこの取り組み
が途切れることのない環境作りを行っていきたい。



第29回日本慢性期医療学会

7-4-4　褥瘡・スキンケア、身体抑制廃止、認知症

転倒・転落0を目指して ～簡易エルゴメーターを使用した運動療法～

橋本病院

○宮
みやもと

本　和
かずのり

紀（看護師）

〔はじめに〕
当院認知症治療病棟では、転倒・転落リスクの高い患者が多く、転倒・転落を防ぐ事は病棟の課題の一つと
なっている。入院患者のヒヤリハット件数をみると、転倒・転落の報告が多い。下肢筋力の維持・増強を目指
す事が、転倒・転落の減少に繋げられるのではないかと考え、簡易エルゴメーターでの運動療法を実施した。
MMSE、FIM、下腿最大部の周径が日中活動時間、転倒・転落との関係性について以下に報告する。

〔方法〕
対象、当病棟入院患者10名（平均年齢87.6歳）とし、期間は2020.4.1～2021.3.31の12ヶ月間。
簡易エルゴメーターによる運動療法を実施。実施の際は、内科的、整形外科的疾患、当日のバイタルサインや
精神状態を考慮し、実施した。
簡易エルゴメーター使用前後での転倒・転落件数、MMSE、FIM、下腿最大部の周径を比較・検証した。

〔結果〕
毎日の日中の活動量の確保は、転倒・転落件数は減少傾向となった。活動を促すことで、意欲向上にも繋がった。
短時間ですぐに止めてしまう患者もいたが、声掛け等の介入により比較的実施出来た。立位保持困難な患者は
座位にて実施した。転倒、転落件数は若干減り、MMSE、FIM、下腿最大部の周径の変化はあまりみられて
いないが、患者の日課の中で習慣化出来た。

〔考察〕
簡易エルゴメーター実施時間は患者により個人差はあったが、日課にしていくことで転落・転落数の減少に有
用であると考え、今日まで継続して実施出来ている。
今後も下肢筋力の維持・増強や日中の活動量や活動時間を確保するため、扱いやすく、負担の少ない簡易エル
ゴメーターを使う事は、転倒・転落防止の一助になると考える。
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7-4-5　褥瘡・スキンケア、身体抑制廃止、認知症

経管栄養管理中の苦痛軽減に対する取り組みについて

1泉佐野優人会病院　看護部，2泉佐野優人会病院　診療部

○山
やまもと

本　ちづか（准看護師）1，濱野　仁子1，土山　真生子1，加藤　寛2

【目的】
意図しない行動や動作から胃管カテーテルの抜去を繰り返す。レントゲン検査による被爆や再挿入時に大きな
苦痛を伴い、嘔吐による誤嚥のリスクなど有害事象に繋がる可能性がある。
問題行動にフォーカスし、抑制を行わずに予防が行えれば患者様の苦痛を少しでも減らすことができるのでは
ないかと考え今回の研究に至った。

【研究方法】
1.研究期間：2020年9月25日～2020年12月8日
2.研究対象：嚥下機能障害があり胃管カテーテル挿入中のＡ氏。言語聴覚士による嚥下機能訓練を実施してい
るが、経口摂取のみでの栄養確保は難しい状態である。認知機能低下があり胃管カテーテルの必要性が理解
出来ない。
3.研究方法：指手袋を作成し、両手指の第1～3指まで装着する。指手袋の外れや胃管カテーテル抜去があった
際に、指手袋装着の有無、装着が外れていた場合にはどの指の指手袋が外れていたのか、日付と時間の記載を
約1か月間行った。

【結果】
指手袋使用前の抜去回数は1か月間で31回、指手袋使用開始後15回であった。胃管カテーテル抜去時は指手袋
が外れていた。指手袋の外れが目立ち、指手袋が外れやすいため見直しが必要であった。外れないように強く
固定してしまうと皮膚への圧迫が生じる為、指手袋の大きさを検討し、縫製などの準備に時間を要した。

【考察】
指手袋装着時は、胃管カテーテルが抜去されていなかったことから、指手袋装着時は予防が行えていたと考え
られる。どのような状況でカテーテルの抜去があるのか、調査や評価が対策を講じることに繋がった。患者様
の行動を制限せず、皮膚トラブルのリスクを考慮して取り組むことができた。栄養を確保する為の胃管カテー
テルが苦痛となっており、食事の認識と嚥下機能回復へのアプローチを考えることが大切であると感じた。
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7-5-1　身体抑制廃止、褥瘡・スキンケア、認知症

身体拘束に頼らない看護

白澤病院

○福
ふくとみ

冨　早
さなえ

苗（看護師），石田　瞳，阿久津　直美，木下　汐美，大嶋　弘子，中村　汐里，青木　貴子，
市村　利枝，菅間　康夫

【はじめに】
　A病院では長年慢性期医療に携わり、年々認知症患者の入院が増加している。さらに医療処置の必要な患者
が多く、安全確保のため身体拘束を実施している。B病棟でも、入院患者の20％が身体拘束を実施している現
状がある。しかし、身体拘束は患者の自由を制限し、身体的、精神的苦痛の弊害を来す要因となっている。そ
こで今回、病棟スタッフの身体拘束への意識調査を行い、スタッフの身体拘束への思い、理解度を把握し、身
体拘束解除への意識向上を図った経過を報告する。

【目的】
　身体拘束解除に向けスタッフの意識向上を図り、身体拘束回避の方法を確立する

【方法】
　①アンケートにより意識調査を実施し身体拘束解除に至らない原因を調査する
　②スタッフの身体拘束解除意識向上のため、掲示による啓蒙、教育の実施

【結果】
　身体拘束をする一番の理由は点滴・CV・経鼻胃管自己抜去であった。医療上やむを得ないという気持ちが
ある反面、スタッフの56％がガイドラインに対する知識が低く身体拘束を行っていた現状が明らかになった。
勉強会後には全スタッフが周知する事ができた。しかし、身体拘束へのジレンマを感じているものの、患者の
医療安全の観点が優位になり、倫理の意識が薄くなっていた。そこで再度倫理面の教育を実施、スタッフ自身
も拘束を体験する事で患者の立場になり、意識改革を実施した。

【考察】
　今回の取り組みで身体拘束の知識、手順の再確認をする事ができ病棟スタッフの身体拘束に対する意識の変
化が見られた。個別性のあるアセスメントを病棟全体で常に意識し、ケア継続の重要性を認識した。
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7-5-2　身体抑制廃止、褥瘡・スキンケア、認知症

腋窩の皮膚トラブル改善に向けての取り組み
～個別性のあるケア内容や方法を評価して～

金沢脳神経外科病院　看護部

○ 東
ひがしかた

方 　美
み き

紀（介護福祉士），岩井　勝美，干場　政慶，田口　順子，天満　千尋

Ⅰ．はじめに
当病棟は54床の医療療養病棟で、全患者が重度要介護状態である。また拘縮がある患者が73％であり、拘縮に
より皮膚が密着し、発赤や糜爛などの皮膚トラブルを起こしやすい。当病棟では7年前より、皮膚の保護のため、
全身にワセリンを使用しているが、2019年度に腋窩の皮膚トラブルが年間で8名発生した。
今回、腋窩の皮膚トラブルに応じたマニュアルを作成し、腋窩の皮膚状態を評価し、統一したケアを実施する
ことで腋窩の皮膚トラブルの改善につながった結果を報告する。
Ⅱ．目的
腋窩の皮膚トラブルの悪化の原因や改善に繋がるケアを明らかにする。
Ⅲ．方法
研究期間：2020年7月～2021年1月
対象：研究期間内に腋窩の皮膚トラブルがあった9名。
Ⅳ．倫理的配慮
研究対象となる患者・家族に、研究内容及び結果の公表について説明し承諾を得た。
Ⅴ．結果
腋窩でのワセリンの使用を中止し、皮膚を清潔に保つこと、腋窩にティッシュを挟むことや、クッションを当
てるなど皮膚の湿潤や密着を避け通気性をよくすることで全員改善された。
Ⅵ．考察
腋窩の皮膚トラブル発生から1週間後に皮膚状態を4段階に分類し、各段階に応じたケア手順をマニュアル化し
たことでケアの統一が出来た。
研究開始時にワセリンのメリットデメリットを再度勉強し、ワセリンで皮膚を保護することで、
自然治癒力の妨げになることもあり、保湿力は高いが、皮膚が密着し湿潤しやすい腋窩の皮膚の保護には期待
できないことが分かり、保湿や皮膚の保護よりも、肌を清潔に保つことの重要さを理解することに繋がった。
Ⅶ．結論
腋窩の皮膚トラブルに応じたマニュアルを活用し、皮膚を清潔に保ち、通気性を保つためのケアが重要である。
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7-5-3　身体抑制廃止、褥瘡・スキンケア、認知症

療養病棟における拘縮手に対するハンドケア
～効果的なハンドロールの検討～

セントラル病院　看護科

○雨
あめやま

山　琴
こと

（看護師），伊藤　苑美，佐藤　侑，大谷　喜俊

［はじめに］
今回、当病棟では拘縮手に対する効果的なハンドロールの使用方法について研究した。

［方法］
手浴実施後、対象患者に3パターンのハンドロールを把持させ、一週間毎に臭いの評価を実施した。臭いの評
価には6段階臭気強度表示法を使用した。

［結果］
指股付ハンドロール使用時の臭気強度の平均値…3.9→2.8に低下
緑茶葉入りハンドロール使用時の臭気強度の平均値…2.5→2.7に上昇
コーヒー粕入りハンドロール使用時の臭気強度の平均値…2.7→2.1に低下

［考察］
ハンドロールを使用し、手掌内を湿潤させないように努めた事が皮膚トラブルの発生、悪化を防止できたのだ
と考えられる。防臭剤いりよりなしでガーゼの把持方法を工夫した時の方がより、消臭効果が高くなっていた。
この事からも、手指間の密着を避け、出来る限り湿潤環境を作らない事が重要であることがわかった。
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7-5-4　身体抑制廃止、褥瘡・スキンケア、認知症

認知症患者が穏やかな入院生活を取り戻した一事例

医療法人社団健育会　熱川温泉病院　看護部

○佐
さとう

藤　昌
まさたか

隆（介護福祉士），内山　伸浩，山田　成美

はじめに
入院による環境の変化の為、BPSDが強く出現した認知症患者に、持てる力を引き出すケアを多職種で実践し、
穏やかな入院生活を送る事が出来るようになった事例を報告する。
患者紹介
U氏90歳代女性
主病名水疱性類天疱瘡
既往歴多発性脳梗塞脳血管性認知症ステロイド性糖尿病緑内障
入院時の状態HDS-R2点FIM運動25点・認知8点
前院では、不穏と夜間せん妄に対して体幹抑制と薬物療法を行っていた
経過
入院日よりBPSDが強く現れ安全確保が困難な為、前病院と同様に抑制帯を使用した。家族の「歩けるように
なってほしい」という思いを目標にケアを実践した。他職種と情報・目標を共有し①日常生活リズムを整える
ケア②行動抑制しない寄り添うケア③現在の機能を保つためにレベルに合わせたケア④環境を整えるケアを実
践した。その結果、向精神薬の使用を中止し抑制を外すことができ、表情が穏やかになった。リハビリの継続
的な介入、ご家族の面会などがあり、落ち着いて過ごすことが増え他患者と話すようになった。また、緑内障
の手術を行い視力も回復し不安が軽減した。車いすから終日歩行器使用となり、日常生活はほぼ自立し笑顔で
過ごすことが多くなった。
考察
BPSDが強く出現した認知症患者に対し①早期からリハビリを導入したことで日中の活動量が増え入眠が促進
され規則正しい生活リズムができた。②抑制も強制もしない環境をつくり寄り添い同じ時間を過ごすことで安
心できる感情記憶に残すことができた。③1人の立って歩ける人として向き合うことでその人が持っている残
された力を引き出すことができた。④なじみのある物を置き家族の面会・出来る限り同じスタッフが関わりな
じみのある環境をつくることで不安の軽減ができた。4つのケアを多職種で実践したことで笑顔を取り戻すこ
とができた。
おわりに
認知症患者をひとりの人として尊重し患者の持てる力に多職種で働きかけADL,QOLともに向上した事例であっ
た。
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7-6-1　ターミナルケア・暖和ケア・看取り

本人・家族の思いを尊重したがんリハチームでの取り組み

北中城若松病院

○加
かとう

藤　祐
ゆうき

樹（作業療法士），南　洋平，前原　夢乃，又吉　春菜，長浜　カンナ，町田　恵美，新里　尚美，
新垣　初絵，新城　かずさ

【はじめに】
今回、病状等を忘れ、説明・疼痛の度ショックを受ける症例を担当した。兄の協力のもと思いに沿った支援が
行えたため報告する。

【症例紹介】
60代独居男性で定年後は友人と釣り等をされていた。2018年肛門・咽頭・肺癌を治療。翌年緩和ケアへ移行。
既往に認知症があり、嚥下障害で入院。本人「自分の船で釣りがしたい」、兄「できる事はしてあげたい」と
希望があった。

【経過】
トイレ動作見守り。初回カンファで本人の船を見に外出を検討。港では痛みあり、以降疼痛コントロール等を
検討。その後疼痛・身体機能が悪化し移乗は介助となった。カンファで釣り・飲酒等を検討後、兄・友人と外
出し、疼痛なく笑顔で晩酌。翌日釣った魚を摂取。外出時のアルバムも作成し想起を促した。数日は「良かっ
た」と穏やかだったが疼痛増強、意思疎通・心身機能低下し、暴言・悲観的発言・臥床時間が増加。帰宅希望
あり実家への外出検討。外出時涙見られ数日は「良かった」と涙ぐまれた。全身状態悪化し（カンファで）服
薬・最期のケア検討。兄との面談で「釣りや実家へ行き満足なはず・いい思い出になった」と発言あり。本人
も服薬調整で疼痛なく笑顔が増えた。入院64日目穏やかに逝去。仕立屋の兄が作ったスーツを着た見送り式で
は兄嫁から「幸せだったね」と声が掛かった。デスカンファではチームで支援できた・次に繋げたい等と話し
合った。

【考察】
平原は「認知症でも意思は尊重されるべき。思いを紡ぐ旅は意思決定の連続。生き方に根差した意思表明を継
続的に支援する家族含めたチームの役割が重要」と述べている。今回、本人・兄の思いを尊重し支援を繰り返
した事で次々と思いを引き出せた。しかし不穏時の介入に悩み勉強会を開きながら支援したが、死への葛藤を
繰り返す患者・関係者の負担も実感した。

【結論】
癌・認知症合併者の支援の難しさを実感したが、情報共有を強化し支援法を考え、皆で支え合っていきたい。
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7-6-2　ターミナルケア・暖和ケア・看取り

透析を離脱、最期を看取らせていただいたご利用者から学ぶ

特別養護老人ホーム　大井苑　看護部

○西
にしむら

村　敏
としゆき

行（看護師）

はじめに：大井苑は平成18年2月に開設された、現在10ユニット100床の特別養護老人ホームである。特徴とし
て、現在77名ものご利用者が透析治療を受けており、平均介護度は4.1。安心して透析治療を続けられるよう、
日々の生活のサポートをさせていただいている。ご利用者の高齢化や高度の認知症、透析導入後10年以上とい
うご利用者も生活されている。
大井苑は「終の住処」として最後までご利用者の意志を尊重し、その人らしい最期が迎えられるような看護・
介護を目指す中、私達に何ができるのか、ご利用者だけでなくご家族に対しては何ができるのか。今回は実際
に私が関わって、感じ、学んだことについてまとめたのでここに報告する。
方法：苑内の関連職種に対して、透析を離脱し大井苑で看取らせていただいたご利用者について聞き取り調査
を行い、2名のご利用者について振り返りを行った。
考察：透析の継続・検査を受けることに対してご利用者自身が「しない」ことを選択されたケースについて、
その選択が一時的な感情ではなく、ご利用者が今までどう考え、感じてきたのか、透析・検査を受けないと言っ
たその心情をひとつひとつ確認しながら紐解いていくことが必要であると考えることができた。また透析を離
脱する形で大井苑に帰苑されたご利用者については、看護師からの状況報告と相談員との面談を通し、ご家族
の意向を捉え、今必要なケアについて考えることができた。また、透析室看護師と情報を共有することで、日々
変わる体調の変化がどういう状況にあるのか学ぶことができ、ケアにつなげることができた。
新型コロナウィルスが蔓延する現在において、最期の時をご家族とともに過ごすことさえ難しくなっている。
今回の研究を通して、改めて大井苑で最期を迎えていただくにあたり、職員一同がご利用者・ご家族にどのよ
うなケアができるのか、日々考えながら寄り添うケアを行うことが重要であると深く学ぶことができた。
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7-6-3　ターミナルケア・暖和ケア・看取り

多職種が協働し想いに寄り添い, 不安を軽減した看取りの取り組み
~面会が制限される中での支援~

いま泉病院　リハビリテーション科

○森
もりた

田　汐
しおん

音（作業療法士），米倉　杏奈，森　真由美，島津　康二，福林　由香

（はじめに）
今回,コロナ禍での面会制限中,多職種が協働し想いに寄り添い,不安を軽減する取り組みを行ったので報告する.

（倫理的配慮）
ご家族に発表の目的,個人情報保護について説明し同意を得た.

（事例紹介）
A氏70代男性.肝細胞癌により余命1~3ヶ月と宣告を受け,療養･リハビリを目的にX年Y月介護医療院入所と
なる.

（経過）
入所時の希望は,A氏「歩いて散歩したい」家族「足を動かすリハビリをしてほしい」だった.歩行訓練を実施
したが徐々に拒否的となり,訓練中に家族への想いを涙ながらに訴える様子が多くみられた.Y+2月A氏「ご飯
が美味しくない」家族「好きな物を食べてほしい」と希望があり,リハビリで食べたい物を聴取し,病棟職員を
通し家族に差し入れを依頼した.また,栄養科では希望に沿った食事内容に変更した.この期間は週に1回10分間
のリモート面会が許可された.家族から面会制限の不安が聞かれ,職員の情報共有を密にし,互いの状況を詳し
く伝えられるよう配慮した.Y+3月A氏の誕生日に家族からフォトフレームが贈られ, ｢何かお返ししたい｣ と
希望があり,リハビリ時に手紙を綴り,家族に手渡した.Y+4月家族「苦痛のないよう過ごしてほしい」と希望
があり,負担が少ない体位変換を実施した.この期間は短時間の直接面会が許可され,A氏の様子を詳しく記録
した24時間シートを使用し,家族と共有した.Y+5月家族に見守られ永眠された.

（考察）
人生の最終段階を迎えたA氏と家族にとって,互いの想いを尊重すると共に,面会制限の不安を軽減する事が重
要と考えた.想いに寄り添いながら多職種で情報共有を密にし,短時間の面会で互いの状況をより詳しく伝えら
れるよう配慮した事がA氏･家族の安心感に繋がったと考える.

（まとめ）
介護医療院は医療機能を持ちながら生活の場となる施設であり,人生最期の場となる事も多い.今後も利用者･
家族の想いに寄り添い,その人らしい最期を迎えられるよう支援してゆきたい.
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7-6-4　ターミナルケア・暖和ケア・看取り

コロナ禍における面会制限下での家族への関わり方

京都南西病院　看護部

○髙
たかき

木　沙
さ ら

良（看護師）

【はじめに】
　当介護医療院59床のうち、1割以上が終末期の入所者となっており、その看取りに携わることを日々経験し
ている。新型コロナウイルス感染拡大に伴い令和２年２月以降、当院では直接の家族面会を原則制限せざるを
得ず、十分な感染対策をしながら、終末期の入所者に対してのみ短時間での家族面会を進めてきた。今回、コ
ロナ禍における直接の家族面会の意義を検討したため報告する。

【事例】
　入所者1：73歳、男性。終末期像は慢性腎不全増悪に伴う意識障害。終末期を迎えた際に、他府県在住の長
男と連絡を取ることができたため、コロナ禍ではあるが短時間の直接面会の場を設け、最後に親子だけの時間・
空間を共有することができた。これまで疎遠であった長男は、直接入所者の手を握りとても嬉しそうな表情を
されており、看取りに至った。
　入所者2：87歳、女性。終末期像は急性心不全に伴う循環不全。長男に対して、看護師からの現状説明やオ
ンライン面会を定期的に実施。終末期を迎えた際のオンライン面会では、長男の呼びかけに対して開眼し柔和
な笑みをたたえていた。また、コロナ禍ではあるが短時間の直接面会を実施し、数日後に看取りに至った。住
職である長男は読経され、臨終の祈りを捧げることができた。

【考察】
　当院ではコロナ禍における家族面会制限のため、電話や病院窓口での伝言のみが、入所者の現況を家族が共
有・把握する場となっていた。終末期において入所者との直接面会の場を設けることで、家族はその状態を正
確に把握し、悔いなく安心しながら最期を受容することができた。
　終末期以外においては、当院ではオンライン面会の活用を積極的に進めている。しかしながら、入所者及び
家族の受け止め方が異なり、両者の繋がりを深めることが困難な事例を多く経験している。コロナ禍において
は、入所者及び家族の両者に対する繊細で多面的な関わりが看護師に求められている。
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7-6-5　ターミナルケア・暖和ケア・看取り

コロナ禍での終末期患者への最善の看取りケアとは
～コミュニケーションが図れる患者への関わり方～

柴田病院　看護部

○奥
おくだ

田　莉
り こ

子（介護職），黒木　優，山﨑　真由

【はじめに】
新型コロナウイルスの感染拡大で面会者１～２人、１０分以内と面会制限がある中、患者と家族、医療従事者そ
れぞれに影響を及ぼしました。特に予後が限られた終末期患者への影響は計り知れず、私たちの関わりは、本
当に良かったのか振り返る事にした。

【目的】
人生の最後の時期に大切な人と過ごせないという厳しい状況の中、私たち職員がどれだけ患者１人１人に最善
の看取りケアができたか振り返った結果を報告する。

【研究方法】
１．2020年2月29日～9月30日
２．対象者　最期に叶えたい事を直接聞き取ることができた終末期患者６名の家族、４階看護師１６名、介護士１２名。
３．亡くなった患者に関わった家族と職員にアンケート（５段階で総合評価、それについて記述）を実施。
【倫理的配慮】
対象の家族全員に研究内容と写真使用についての同意を得た。

【結果】
家族は全員高評価で、職員は高い評価と低い評価があった。
高評価としての内容（家族・職員）
大好きな犬に会う事ができた。好物の食べ物を食べ、お酒を飲む事ができた。特に職員の高評価として挙がっ
ていたのは最愛の妻へ愛を伝える手伝いができた事。
低評価としての内容（職員）
行事や散歩に行きたいと望みがあったが、コロナで制限がありできなかった。

【考察】
コロナ禍でも最善の看取りケアに繋げるためには本人の要望をしっかり聞く事。そのためには家族・本人と信
頼関係を築き、そして主治医との橋渡しをする事、患者の状態を把握した上で家族にも本人の要望を伝え、同
意をもらう事である。

【まとめ】
低評価として挙がった事については、コロナ禍で出来ない事はある。満足できた事については、達成感を味わ
いつつも驕れる事無く、振り返る事が大切である。コロナ禍でも患者自身の最後の願いを実現する為オンライ
ン面会の積極的利用を始め、模索していき最善の看取りケアにつなげていけるケアを提供したい。
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7-7-1　意思確認カンファ、ACP

介護者のACP活動への取り組み
～もしバナカードを使って～

富家千葉病院　介護部

○三
みはし

橋　香
かおり

織（介護職）

【はじめに】
当病棟は４２床の神経難病や意識障害、麻痺などで身体の不自由な方、人口呼吸器を装着している患者様が療
養する病棟である。
今回医療従事者としてACPの勉強会を実施し、もしバナカードを体験する事により介護者の意識の向上と変
化がみられたのでここに報告する。

【目的】
当院の理念である「されたい医療されたい看護されたい介護」を目指した、患者様の立場に立った介護を提
供するために知識習得に努め感性を磨いた。

【期間】
令和３年4月～現在

【対象者】
介護職員10名

【方法】
①アドバンス・ケア・プランニング（ACP）とは何かを学ぶ。
②活動のひとつとしてもしバナカードを体験。
③ACP活動の意識の変化についてアンケートを実施。

【結果】
今回のACP活動により介護者がACPを身近に感じ、「死を前提に生を考える」自らを振り返る良いきっかけ
になった。

【考察】
勉強会の内容を現場で活かす為、勉強会後に介護職員と実際のケアの必要性や目的を含めた情報・知識の共有
を計るとともに、各症例に対する具体的な実施形態も含め、内容形態を検討しながら今後も積極的にACP活
動を継続していきたいと考える。
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7-7-2　意思確認カンファ、ACP

最終段階に向けた患者（家族）の意思決定支援の現状
～入院時から積極的に進めるＡＣＰの試み

1ベトレヘムの園病院　総合診療科，2ベトレヘムの園病院　看護部，3ベトレヘムの園病院　医療連携課

○井
いのうえ

上　仁
ひとし

（医師）1，青木　信彦1，岡田　隆晴1，須田　加矢子2，遠藤　かほる2，窪田　由佳2，
大和　理恵3

　社会福祉法人を母体とし医療療養病棟のみ擁する当院では終の住処とする転入院が多く、約８割がみとりの
転帰を迎える。入院時点で自分の意思を伝えられないことがほとんどで、家族からの聞取りにより本人の価値
観を確認し、本人の自律を尊重した入院計画を立案していく。予後予測を含め、早期に医師患者（家族）関係
を構築し、意思決定の支援を積極的に進めることで、人生の終焉を豊かなものにできると考えられる。
　本報告では悪性リンパ腫、脳血管障害、神経変性疾患、認知症、廃用などを背景とする62歳から92歳まで6
名を抽出し、それぞれのACPのあゆみを提示する。自力歩行の見守りから寝たきりで中心静脈カテを頼みの
綱とするまでADLは様々で、入院当日と1～2週間後に20分程度行う面談を中心に、以降オンライン面会など
の来院の際に反復される情報共有によりACPの醸成を図っている。
　前医で危篤に陥り心の準備を求められたり、予後の予測を告げられたりなどで、死を意識する機会は半数で
認められたが、今後の療養に対する希望（受けたいのも受けたくないもの）はほとんど明確にできなかった。
本人を交えた狭義のACPは2件で行われている。衰弱していく過程をわかりやすく優しい言葉で綴った冊子「大
切な人との別れ」を適切なタイミングで活用し、電子カルテで進行状況を共有できる「ACP」タブの利用も
始められた。
　どのような医療介護の提供を受けたいか、必ずしも持合わせぬままで入院することが少なくないとわかり、
残された日々を大切にするプランの早期着手が望まれた。いまだコロナ禍にあり対面での情報交換の場が限ら
れる現状に照らして、どのように切れ目なく介入していくことができるだろうか。最期まで患者を愛するなら
ばACPの参加に専門性は不要であり、多職種のかかわりの中で創意と工夫を重ねていく。
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7-7-3　意思確認カンファ、ACP

当院のAdvanceCarePlanningの取り組みに対する意識調査

1小林記念病院　入院診療部リハビリ係，2小林記念病院　入院診療部看護係，3小林記念病院　入院診療部

○前
まえだ

田　里
り ほ

歩（言語聴覚士）1，堤　大地1，刑部　直樹1，加藤　美紀2，小田　高司3

【はじめに】
　終末期においては約70%の患者で意思決定が不可能と言われており，今後の治療・療養について患者・家族
と医療従事者があらかじめ話し合う自発的なプロセスであるAdvanceCarePlanning（以下ACP）が重要と
されている．
　当院医療療養病棟では，2020年度から入院時にACPの聴取や勉強会，カンファランスを積極的に実施して
きた．2020年5月からの1年間のACPに対する病棟スタッフの意識の変化を調査し，今後の課題について検討
した．

【方法・対象】
　質問票を用いたアンケートを，2020年5月と翌年5月に，医療療養病棟の看護師，理学療法士，介護福祉士，
ケアワーカー等を対象に実施．設問は，①ACPについて家族に説明できるか？②患者・家族に入院中どんな
生活がしたいのか聞き取りはできているか？③ACPに沿ったケアができなかったことはあるか？とした．

【結果】
設問①で「できる」と答えた割合は前12％→後16％，「少しできる」と答えた割合は前31％→後47％であった．
設問②で「はい」と答えた割合は前46％→後47％であった．設問③で「ある」と答えた割合は前65％→後52％
であった．

【考察】
　設問①で「できる」「少しできる」と答えた割合が増加したことから，勉強会等を通してACPへの意識や知
識の強化ができたと考えられる．設問③に関してはACP聴取を基に患者・家族の要望に応えることで，取り
組みが「できた」結果に繋がったと考える．設問②の患者自身への聞き取りでは，入院時より意識レベル低下
で聴取困難な場合や，性格により信頼関係構築に時間を要することなどが課題と考えられた．
　今後の展望として，各職種の聴取する技術の強化が必要であり，それに向け引き続き勉強会開催や，各職種
間での情報共有の場を多く設ける必要があると考える．
　病状の進行によってはACPの実施にスピード感が求められるため，カンファランス内容や開催時期の検討をし，
多職種連携がとれる体制を整えていきたい．
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7-7-4　意思確認カンファ、ACP

神経難病患者のレスパイトケア目的入院について
～患者と家族の意思決定支援の機会としての意義～

1公益財団法人脳血管研究所　附属美原記念病院　看護部，2公益財団法人脳血管研究所　附属美原記念病院　連携室，3公益
財団法人脳血管研究所　附属美原記念病院　脳神経内科

○横
よこた

田　直
なおや

也（看護師）1，大野　雅志1，伊藤　千勇野1，杉戸　和子1，鈴木　三和1，髙橋　陽子1，
瀬間　良礎2，古井　啓3，金井　光康3，美原　盤3

［はじめに］神経難病患者は病状進行に伴い医療方針の選択を迫られ、レスパイトケア目的の入院は介護者の
負担軽減のみならず、患者の意思決定を支援する機会としても重要と思われる。今回、経口摂取が困難となっ
た2事例を通し、レスパイトケア目的入院の意義について検討した。

［事例1］A氏、80歳代、男性。X-6年、右上肢の振戦でパーキンソン病を発症、X年、歩行困難が出現し、レ
スパイトケア目的の入院利用を開始した。主たる介護者は妻であり、A氏の症状進行とともに介護負担が増大し、
頻回に短期入院を利用するようになった。看護師は、入院毎にA氏と妻とケアや今後について話し合う機会を
設けた。X+4年、34回目の入院時、経口摂取が困難なることが予想され、経管栄養の必要性について説明があっ
た。本人は経管栄養を行わないとの意向を示し、妻も同意した。看護師は経口摂取の継続を援助した。X+5年、
全身状態の悪化で51回目の入院、妻より「（介護を）やりきったので」といった言葉が聞かれ、経管栄養は行
わない意向を再度確認し、入院後38日目で死亡した。

［事例2］B氏、70歳代、女性、Y-5年、左下肢単麻痺で多発性硬化症を発症。Y年、食欲低下、経口摂取拒否を
主訴に近医に入院、症状が改善しないため、当院に転院した。嚥下機能に問題ないが経口摂取を拒否するため、
精神科を受診したが要因不明であった。栄養管理が困難なため経管栄養の必要性について説明されたが、B氏
は拒絶的であった。一方、家族は経管栄養の実施を強く希望しB氏を説得、経管栄養が開始された。B氏は頻
回に栄養チュ－ブを抜去するため身体拘束をせざるを得なかった。入院後158日、PEG実施、現在施設への転
出調整を行っている。

［考察］神経難病患者のレスパイトケア目的入院は、在宅療養支援による患者のQOLの維持とともに、患者と
家族にとって適切な意思決定支援の機会としての意義も大きい。
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7-7-5　意思確認カンファ、ACP

エンディングノートで人生を振り返る
～ありがとうファイルを活用して
自分らしい最期迎えるために～

柴田病院　看護部

○草
くさち

地　みどり（介護福祉士）

【はじめに】
皆さんは2018年に交通事故で亡くなった方は何人いるかご存知だろうか？
交通事故による死者数は3532人。自然災害による死者数は419人。合計3951人。多くの尊い命が不慮の交通事
故や自然災害で失われた。残された家族は、どんな気持ちになるだろうか。どんなに事故に気をつけていても、
明日どうなるかなんて想像もつきません。
また日々勤務している中、患者様を看ていると自分の思い描いていた最期になっているのか疑問を抱いた。
そこで、いま生きているからこそ出来るエンディングノートに注目し、自分らしい最期を迎えるために何をす
べきか考え、自分自身のエンディングノート作成についての取り組みを報告する。

【期間】2019.9～2020.1
【対象者】2階病棟職員合計22名
【方法】事前アンケート、エンディングノートとは？の説明
『ありがとうファイル』を使用し、各自ファイル作成後アンケート実施
【結果考察】
事前アンケートでのエンディングノートについて5名が興味あり。家族に介護が必要、亡くなった時の話し合
いをしたことがある方は12名。自分自身の最期について考えたことがあるかについては、9名となった。家族
にしても自分自身にしても何となくは考えているが、具体的な話し合いまでは出来ていない結果となった。
作成後では、全員が記入して良かったと答えた。悪かった点もあり、個人情報を記入するため保管場所に困る。
項目が多く、すぐ記入するのは難しい。自分には必要ではないと思う項目があったなどの意見あり。

【まとめ】
エンディングノートや終活について、最期のことなんて考えたことがない。まだ早いのではないか？という意
見も聞かれた。実際作成する事で、全部の項目を埋めるには時間と労力がいることが分かり、自分自身の事を
見つめ、振り返るいい機会になった。そして、自分自身だけではなく家族や大切な人にも自分らしい最期を迎
えるために、このファイルを活用してもらいたい。
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入院患者層の適正化による療養病床施設基準向上の過程と今後の課題

（医）明倫会　日光野口病院

○目
めぐろ

黒　浩
ひろあき

昭（医師），戸松　佳子，星　敦子，金山　和弘，湯澤　浩二，鈴木　大雅，熊谷　安夫

【はじめに】
当院は2003年に開院以来、療養２の施設基準であった。当初は経営も安定していたが、時流に乗り損ねてしま
い診療報酬改定ごとに赤字体質となった。理由を分析し、弾力的に解決することで黒字体質への転換および療
養１への施設基準の向上ができた。経過と今後の課題を報告する。

【分析結果】
以下のように問題点が抽出できた。
①PFM（PatientFlowManagement）が未熟であった。
②稼働率優先の結果、リハビリ算定機関も過ぎた医療区分1の患者が入院し続けた。
③家族も患者のいない生活に慣れ退院への動きが止まっていた。
④状態が安定した患者ばかりとなり、スタッフもモチベーションも下がるばかりであった。

【介入】
・医療連携室は事務部門所属で介護福祉士2人専従であった。それを看護部所属としベテラン看護師1人を専従
の師長とし、スタッフを事務系4人と拡充した。
・各病棟にリンクナースを配置し、医療区分１相当の患者の退院調整を本格化した。
・算定漏れも多数認めたため、毎週、各病棟入院患者の総覧を行い、是正に取り組んだ。
・リハビリ実績・患者層・稼働率を月2回、モニターし可視化した。
・リハビリ困難例もIVH管理等で全身状態を安定させ積極的リハビリを行った。ADLが向上し自宅・施設退
院の事例を増やすことでモチベーションも向上しスタッフの協力も得やすくなった。

【結果】
50%超であった医療区分２・３の割合も80%を超え、管理会計上の医業利益も黒字化、療養１も算定できた。病
棟クラーク、リハビリクラーク・看護スタッフの新規雇用も可能となり現場に活気が漲るようになった。

【今後の課題】
医療区分が高い患者で経過が長くなり転院先が見つからないケースも一定程度存在する。出口の開拓も必要で
ある。

【おわりに】
しっかり治療し、良いアウトカムを出す慢性期病院への転換を図ることは、地域医療構想に合致すると考える。
この路線を更に強化し地域に貢献したい。
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7-8-2　病院管理・経営、病院建築・設備・環境、IoT・ロボット

COVID-19流行前後のリハビリテーションスタッフのストレス状況の違い

神戸平成病院　リハビリテーション部

○徳
とくしま

嶋　慎
しんたろう

太郎（理学療法士）

はじめに
COVID-19の流行により厚生労働省から新しい生活様式が公表されるなど、環境の変化が起こっているのは明
らかである。
本研究では、COVID-19流行前後でリハビリテーションスタッフのストレス状況に違いがあるのかを明らかにし、
対策を計画していくための基礎資料にすることを目的とした。

方法
対象者は当院リハビリテーション部スタッフ47名であり、質問紙票によるアンケート調査を実施した。ス
トレスを測定する尺度として、日本版バーンアウト尺度（JapaneseBurnoutScale:以下JBS）を採用し、
COVID-19流行前後の状況をそれぞれ回答してもらった。加えて、①他者とのコミュニケーション減少、②研
鑽機会減少、③医療従事者として働くことのストレスを設け、2件法で回答してもらった。①の結果をもとに2
群に分けてJBS下位項目の分析をした。質問紙への回答を研究への同意とみなすことを説明し、個人情報の取
り扱いに注意した。

結果
回収率は93.6%で、有効回答率は91.5%であった。JBSの下位項目である情緒的消耗感は平均0.49（±2.8）の増加、
脱人格化は平均0.93（±2.7）の増加、個人的達成感は平均1.05（±2.2）の減少であった。①は有りが74.4%、
②は有りが67.4%、③は有りが46.5%であった。コミュニケーション減少群の方が情緒的消耗感が増加していた。

考察
結果からCOVID-19流行前後でリハビリテーションスタッフのストレスに違いがあることが明らかになり、下
位項目がネガティブな方向に変化していた。他者とのコミュニケーション減少がバーンアウト傾向に影響して
いる可能性が示唆された。
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7-8-3　病院管理・経営、病院建築・設備・環境、IoT・ロボット

100日間を通してやさしく包まれる病院～ゼロ動線病棟～

1キラメキテラスヘルスケアホスピタル　看護部，2医療法人玉昌会

○朝
あさぬま

沼　亜
あ ゆ み

由美（看護師）1，三反田　美保1，萩元　由美1，井手下　直美1，村上　裕樹1，田島　紘己2，
萩原　隆二2，髙田　正実2

【はじめに】
医療法人玉昌会高田病院は2021年1月31日をもって65年の歴史に幕を下ろした。
新たな一歩として『100日間を通してやさしく包まれる病院』をコンセプトに、2月1日急性期機能を担う他法
人の病院と隣接し、複合施設キラメキテラス内にキラメキテラスヘルスケアホスピタルを新築移転開業した。
以前の病院は、階移動が必要な縦動線で看護・介護が行われており、患者さま・スタッフにも負担が大きい環
境であった。
新築移転するにあたり、三菱地所設計と協力し、今までにない新しい概念の病棟として、《動線》《療養環境》

《視線》に着目した『ゼロ動線病棟』を設計したので報告する。
【現状】
新病院は、「昔なつかしい」をテーマに病室の外側に日本家屋の縁側をイメージした広い廊下（縁側廊下）があり、
単なる動線としての廊下ではなく患者さまと家族が触れ合う優しいロビーになっている。縁側廊下に面した病
室には扉が2つ存在しており、1つは縁側廊下に面し、もう1つの扉はスタッフステーションに直結した作りになっ
ている。これにより、看護動線距離が『ゼロ』という特徴を持ち、患者さまとスタッフの顔が見える療養環境
を作ることができた。また、横導線を意識し、入院生活のすべてが病棟で対応可能な病棟完結型になっており、
さらに、スタッフステーション・デイコーナー・リハビリスペースは、見通しが良く死角がない一体空間となっ
ており、様々な職種が分け隔てなく患者さまへの医療サービスが提供できる病棟設計となっている。

【おわりに】
今回《動線》《療養環境》《視線》に着目しゼロ動線病棟を設計したが、移転後にゼロ動線病棟の有用性検証が
十分に行われていない。今回の発表を機に、今後はゼロ動線病棟の特性を活かした設計から見えてくる業務改
善・感染・医療安全面など、三菱地所設計と協力を行いながら、患者さまが安心して入院生活が行える環境と
して、多方面からの検証を行うことにする。
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7-8-4　病院管理・経営、病院建築・設備・環境、IoT・ロボット

電子カルテ移行後の意識調査

岸和田平成病院

○池
いけがみ

上　剛
たかひさ

仙（事務職），八幡　志帆，上津　佳寿美，山口　恵美子，百﨑　由香，荒尾　徳三

【目的】
新電子カルテ（以下Aloeカルテ）移行後の業務効率の変化をアンケート方式で調査する。

【背景】
平成医療福祉グループ内の病院では自社開発の電子カルテへの移行を進めている。当院では2020年12月14日よ
り新電子カルテへ移行した。Aloeカルテと日医標準レセプトソフトの連携が強化されている。

【方法】
医事課職員計9名を対象として旧電子カルテとAloeカルテの比較のアンケート調査を行った。アンケートは医
事業務に関する10個の質問から構成され、各質問を5段階評価での回答を求めた。

【結果】
全ての質問について以前の業務より改善されたとの結果であった。以下に一部の結果を示す。
質問1.新規カルテ作成の手間は短縮されたと感じますか？→平均4.2。質問6.入院受付業務について、病床管理
での入院処理等の手間は短縮されたと感じますか？→平均3.7。質問7.入院会計についてAloeカルテと日医標
準レセプトソフトの連携により、入力・確認作業は改善されたと感じますか？→平均3.3。質問8.退院処理につ
いて、退院登録・会計処理に対する入力業務は短縮されたと感じますか？→平均3.1。

【考察・結語】
質問１と質問６はAloeカルテでは日医標準レセプトソフトと連携され、基本情報等の患者情報の２重登録がな
くなったことが高評価に繋がった。電子カルテの移行期には不慣れな部分が多くあり戸惑いや操作方法の理解
に苦労する等の業務効率が上がらなかった場面もあったが、現在は安定している。今後もグループ内での意見
が取り入れられたバージョンアップが予定されており、よりよい環境下で業務を行うことができる。アンケー
ト調査においてAloeカルテは業務効率改善に寄与することが示唆された。
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長野県COVID-19宿泊療養でのICT医療管理に対する報告

1医療法人芙蓉会　筑紫南ヶ丘病院，2医療法人社団　いばらき会，3社団法人　日本遠隔医療介護協会

○前
まえた

田　俊
しゅんすけ

輔（事務職）1，戸田　隆洋1，石井　祐司1，小森　知恵1，仁保　宏二郎1，三好　富士子1，
野中　賢吏1，伊達　豊1，照沼　秀也2，矢野　捷介3

【背景】
新型コロナ急増による病床逼迫により、長野県ではホテルでの宿泊療養が実施されたが、日替わりの医師と看
護師による管理のため、紙・エクセルによる情報共有では限界があった。そこでICT健康管理システム『安診
ネット』によるバイタル・症状・既往歴、及びMEWS（修正早期警戒スコア）によるトリアージを用いた医
療管理を行った。

【方法】
感染防止のため、居室内の患者はバイタルを自身で測定し、症状と共にスマホの専用アプリに入力した。デー
タは看護師が確認し、必要に応じて遠隔の医師や長野県庁・保健所で確認した。またスマホのビデオ通話機能
を利用して、患者と看護師が通話し必要であれば医師に相談した。これらの運用に関するヒアリングを使用し
た看護師・医師に行った。
また取得したバイタルデータから新型コロナ向けに配点したMEWS（修正早期警戒スコア）を利用し、トリアー
ジを算出した。2020年12月～2021年2月に長野県のCOVID-19感染者のうち軽症で宿泊療養を行った患者301名
を対象に病院搬送に対する精度を検証した。

【結果】
17名の入院対象者のうち、スコア合計3点以上（トリアージ赤）の感度58.8%、特異度85.6%、YoudenIndex：0.444
であった。実際の現場では簡易型の電子カルテとして、また遠隔の医師はトリアージ赤の対象者を中心に事前
に患者情報をスクリーニングできたため効率的であったとの意見だった。看護師もトリアージを見て、観察の
順番や観察密度を決めており、医師・看護師共に、宿泊療養の情報共有システムとして有用との評価を受けた。

【考察】
病院搬送に対する感度はあまり高くなかったが、トリアージの高い対象者は複数のバイタル測定値が閾値を超
えた患者で、医師・看護師にとっては要観察対象であった。その対象者がスクリーニングされ一覧表で表示、
更にボタン１つで必要な医療情報「バイタル・看護記録・症状が一画面」で確認できたことが、高評価につながった。
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カンファレンスの準備ができないスタッフへの行動分析学的介入

1千里リハビリテーション病院リハビリテーション科，2千里リハビリテーション病院看護部

○中
なかた

田　圭
けいすけ

亮（理学療法士）1，飛田　伊都子2，佐々木　雅子2，橋本　康子1

<背景>当院では、患者、家族、担当する医療者全員を交えたカンファレンスを月1回行っており、担当する
医療者は患者の経過や今後の目標についてカンファレンス当日までに診療録に記載することがルールとなって
いる。しかし一部のスタッフはこのルールを遵守しない状況が継続していた。これまで個人面談等で対応して
きたが改善みられなかったため、今回は行動分析学を用いた介入を行い、その有効性を評価した。
<方法>「カンファレンス当日までに患者の経過や今後の目標を診療録に記載すること」を目指して、ルール
が遵守できていない対象者の日程管理に焦点をあてた。具体的な日程の管理方法は本人が提案するものを採用
することにした。さらに、カンファレンスまでに記載したかどうかを本人へフィードバックし、達成した場合
は称賛することとした。称賛する頻度は、介入後70日間はカンファレンス毎に実施する連続強化、その後の50
日間は週に1回程度の間欠強化とした。介入前後で記載できた回数を測定し、記載できた場合はカンファレン
スの何日前に記載できていたかについても測定し、介入前90日間と介入後120日間について比較検討した。
<結果>対象は作業療法士12年目の男性であり、日程管理には本人の提案により手帳を用いた。介入前90日間
のカンファレンス14回中、記載できたのは11回、介入後120日間のカンファレンス15回中、記載できたのは15
回であった。さらに、介入前90日間の記載があった11回は全て当日に記載されていたのに対し、介入後120日
間の記載は1-4日前に記載されていた。
<考察>カンファレンスに必要な情報記載について、これまでの個人面談等では改善は見られなかったが、今
回の介入で記載漏れがなくなった。これは、本人が提案する方法で日程管理をしたこと、さらに記載有無のフィー
ドバックおよび目標達成時の称賛が目標となる行動強化に効果的であったことを示唆された。
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新型コロナウイルス感染症対応を通して再検討した法人事務局の役割

1医療法人玉昌会法人事務局，2加治木温泉病院，3キラメキテラスへルスケアホスピタル，4在宅サービス事業部　しあわせの杜

○田
たじま

島　紘
ひろき

己（医師）1，熊迫　健綱1，山本　陽生1,4，岡元　英昭2，坂元　真一3，中村　真之1，島田　親房1,4，
髙田　昌実1

はじめに
医療法人玉昌会は鹿児島県内の2医療圏で、それぞれ病院・介護サービス事業を運営する法人である。当法人
では各病院内の事務機能とは別に、『法人事務局』を設置し、法人全体の運営を行なっている。法人事務局には、
医師・看護師・薬剤師・理学療法士など実際に臨床を経験した医療従事者が在籍している。今回、入院患者や
スタッフの新型コロナウイルス感染を経験し、法人事務局の役割を再検討した。
これまで
当法人内で、入院患者1名・スタッフ2名の計3名の新型コロナウイルス感染を経験した。当該施設では、新型
コロナウイルスPCR結果が陽性と判明した後、保健所への連絡・接触者の洗い出し・各所消毒・関連各所へ
の周知・病院機能制限の検討などを行う必要があった。すでに施設ごとに感染者発生時のシミュレーションを
行っていたが、実際に経験してみると、非常に多くの情報が飛び交い、混乱が生じた。現場をフォローするた
めに、法人事務局が情報収集を行い、現場責任者と共同で検討・指示を行い、対応した。
生じた課題
・新型コロナウイルス感染発生後、法人事務局への連絡報告体制の構築
・他の入院患者などへの診療体制の確保
・病院機能制限の検討
・接触者（職員）へのメンタル面含めてのサポート
考察
当法人では、複数施設を運営しており、そのために必要な組織体制として、法人事務局を独立させ活動してい
る。今回の感染対応でも、臨床を経験した法人事務局スタッフが、診療体制の確保・職員のサポート方法など、
各施設と連携し協議検討した。法人事務局が中心となり、欠員スタッフの穴埋め、臨床心理室への介入依頼、
法人負担での自費PCR検査実施などの対応を行った。単なる事務機能だけではなく、臨床を経験したスタッ
フがより現場に則した課題を客観的に検討することが可能と考える。コロナウイルス流行下において、法人事
務局の役割を再認識することができた。
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新型コロナウイルスクラスターを経験して
～経営的視点を踏まえた報告～

札幌西円山病院　経営管理部

○大
おおうえ

植　友
ともき

樹（事務職）

当院は北海道札幌市にある663床の慢性期病院（内介護医療院60床）である。ここ数年、慢性期多機能病院を
目指し、急性期病院からの受け入れに加え、在宅や施設からの受け入れも強化し、新型コロナウイルス対策も
並行して行ってきた。ただ、個室は有料含め30.室と限られ、この感染状況下でも多床室で受け入れるしかなく、
常に感染拡大のリスクと向き合いながら対策を講じ、職員の単発発生事例はあるも、クラスターは回避してきた。
2021年3月頃、市内では新型コロナウイルス第4派が到来し、陽性患者は増加の一途を辿った。病床は逼迫し、
4月末に市長から「院内で新型コロナウイルス感染症が発生した場合、重点医療機関以外の医療機関でも自院
で対応する体制を整えるように」と発信があった。当院はその4日後の5月1日に職員1名の陽性が確認され、そ
の後数日でクラスターとなった。同時に併設の特養でも大規模クラスターが発生し、支援しつつも院内の対策
に追われた。
しかし、陽性者や濃厚接触者による就業制限により実働可能な職員が減少し、一部の病棟を閉鎖して人員確保
を行うが、変異株は想像以上のスピードで拡大をみせた。このままでは感染拡大が止められず、病床も崩壊す
ると確信し、5月11日に新型コロナウイルス感染症専用病床（全107床）の開設に踏み切り、同時に重点医療機
関の申請も行った。専用病床には院内で発生した陽性者や疑似症者の他、併設の特養から48人、一般からも数
人受け入れ、慢性期病院だが軽症者～中等症者への治療に寄与した。
院内のクラスターは無事6月4日に終息し、法人グループ間の応援も終了した。クラスター中、経営面は補助金
等による救済措置があるが、終息と共にこの支援も終了する。終了直後に経営が急激に傾く可能性を避け、6
月5日以降も重点医療機関を継続し、現在も15床稼働している。本学会ではこれらの経験を経営的視点も踏ま
え報告していく。
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電子カルテ・記録システム導入における医事業務の改善検証報告

医療法人真正会　事務部　医事課

○西
にしだ

田　尚
なおふみ

史（事務職），賀口　香，谷口　祥子，塩原　美沙，大原　匠

【目的】
現在、医療機関における電子カルテ等の普及率は病床規模別に差異はあるものの、年々増加している。このよ
うな状況の中、当法人では2020年度に電子カルテ（医療）・記録システム（介護）を導入した。導入の狙いと
しては、医療部門だけではなく介護部門も電子化したということで、各部門間においてペーパーレス化はもと
より、部内の情報の共有化、業務の効率化、医療介護連携を図り、法人内サービスを利用される方々にとって、
よりよいサービスを提供するということである。
今回、当法人の医療・介護部門に配属されている医事スタッフの業務において、業務の電子化により得られた
効果について検証したので報告する。

【方法】
対象：医事スタッフ22名（医療部門15名・介護部門7名）
調査方法：アンケート調査
調査項目：医療・介護部門における医事業務の電子化により改善できた点と今後の課題を調査し検証

【結果】
改善点は、電話対応でこれまで患者さんの担当を探すのに手間取り、取次に数分お待たせすることがあったが、
現在はお待たせしても1分以内に対応が可能となった。予約などの業務が複数カ所で対応可能となった。外来
予約・受付から会計までが電子カルテにより全体の流れがわかることで窓口での対応がスムーズになった。入
院カルテ作成時間が大幅な短縮となった（1時間→30分）。介護部門では1日の利用者実績入力作業に30分かかっ
ていたのが0分となったなど、業務の効率化が見られた。
今後の課題は、ペーパーレス化が進んでいないものが残っている。医療介護連携の機能を活かしきれていない
という点である。

【考察】
電子カルテ・記録システム導入から1年ということでまだまだ課題はあるが、各場面で業務の省力化と効率化
を図ることができた。今後の展望としては、課題であるペーパーレス化と医療介護連携の促進に取り組むこと
で、更なる業務の効率化を図り、よりよいサービス提供に繋げていきたい。
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Virtual Realityリハビリテーションにより
歩行能力が改善した脳幹梗塞の一例

1社会医療法人石川記念会HITO病院　リハビリテーション部，2社会医療法人石川記念会HITO病院　統合型歩行機能回復セ
ンター

○工
くどう

藤　正
まさかず

和（理学療法士）1，藤川　智広1，桑野　亮太1，篠原　直樹2

【はじめに】VirtualReality（以下VR）技術を用いたリハビリテーション（以下リハ）医療機器が注目されている。
その1つに株式会社mediVR社製のmediVRカグラ（以下カグラ）がある。カグラは座位でヘッドマウントディ
スプレイを装着し、両手に持ったコントローラーで対象物へのリーチ動作を反復させる。セラピストが難易度
を調節しながら、姿勢バランスのトレーニングをVR下に行える機器である。今回、VRリハにより歩行能力
が改善した脳幹梗塞の一例を経験したので報告する。

【症例】80代男性。左片麻痺を呈する脳幹梗塞（橋）。Brunnstromrecoverystageは左上肢Ⅳ、手指Ⅳ、下肢Ⅴ。
歩行は見守りレベルであるが、四肢・体幹の失調により頭頚部が過緊張となり、両上肢の振りが乏しく、上肢
と体幹の分離運動が低下していた。

【方法】発症108目から5日間連続で左上肢は介助し20分実施した。VR開始前と最終実施後に最大リーチ、
FunctionalReachTest（以下FR）、TUG、最大10ｍ歩行速度を測定した。

【倫理的配慮】当院倫理委員会にて承認を得て実施した。
【結果】最大リーチ（右/左）は97/95㎝→110/99.4㎝、FRは右20cm→36cm、TUGは16.2秒→13.1秒。10ｍ歩
行は10.1秒、25歩→9.3秒、19歩と改善を認めた。

【考察】脳卒中片麻痺患者はリーチ側に重心を移動させることが困難である場合が多い。本症例はリーチ動作
時に体幹伸筋群の緊張が高まるため、重心移動が困難であった。そこで、VR下に対象物を大きく、速度を遅
く設定することで重心移動を促した。また、VRによりバランスを崩す恐怖を忘れさせ、ゲーム感覚で動作を
反復させることが体幹を安定させ、肩甲骨の可動性を高める結果となり、リーチ範囲の延長や重心移動を促せ
た。歩行時には肩甲骨の動きと骨盤が連動し、両上肢の振りが引き出され、歩行スピードが向上した可能性が
ある。カグラは、脳卒中片麻痺患者における潜在能力を引き出し、歩行能力の改善が期待できる。



第29回日本慢性期医療学会

P-1-1　医療の質、クオリティインディケーター、医療安全・事故対策、褥瘡・スキンケア、認知症、
家族とのかかわり、排泄ケア・リハ

ナースコール減少への取り組み―実態調査から分析した看護介入を試みて―

堺平成病院　看護科

○笠
かさい

井　美
み な

菜（准看護師），花谷　奈津子

【研究目的】
調査にてコール件数と内容を把握、患者の要望と看護師の行動を明らかにし事前にケア介入することでナース
コールを減少させることを目的とした。

【対象】
当病棟の看護師准看護師看護補助者40名

【方法】
無記名の意識調査アンケートナースコール調査
改善策を施行した上で再度ナースコール調査意識調査アンケート

【結果】
アンケート調査において、ナースコールの改善策が必要であるという意見が多数得られた。実態調査では1日
平均310回のコールがありセンサーコールが一番多い事、スタッフコールの中では排泄に関するコールが多い
事が分かった。それらをふまえ改善策を行い、毎日のセンサーカンファレンス、食事前後のトイレ誘導、声掛
けによる連携などの対策を立てた。2回目の実態調査では1日平均225回のコールがあった。その後のアンケー
ト調査では自己の意識が変わったという意見や、コール対応が迅速となり重複した対応も減ったという意見が
得られた。ナースコールの大幅な減少は認めなかったが、患者への対応やケアに対する意識に変化がみられた。

【考察・結論】
当病棟は入退院が多く訴えも変化しているため、正確なデータを得ることが困難でありナースコールが減少し
たという結果には至らなかった。しかしアンケート調査から高い割合でコール対応や意識の変化を実感してい
ることが分かった。その中でもセンサーに関するカンファレンスは有意義であり、適切なセンサー使用を検討
し病床周囲の環境を整えることができた。トイレコールに関しては改善案が十分には活かされなかったが、誘
導を続けていくことは患者の負担を軽減させる。ナースコールが有効に使用され迅速に対応するためにコール
の原因を予測して予め解決する事が必要であり、事前の看護介入を継続して行うことでナースコールの減少に
つながっていくと考える。
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回復期リハビリテーション病棟でのKYT
―　５年前からの変化　―

1信愛病院　看護部，2信愛病院　医局

○森
もりやま

山　緑
みどり

（看護師）1，荻野　秋子1，及川　裕行1，増尾　智代子1，立花　エミ子1，越永　守道2

<はじめに>
回復期リハビリテーション病棟での転倒事故が多いのは退院支援を円滑に進める上で重要な課題である。
当病棟では2016年に看護研究として「危険予知トレーニング（以下KYT）」の看護研究に取り組み、今学会で
発表を行った。それから、５年が経過したが現在KYTを継続して病棟内で活用するには至っていない。また
スタッフの入れ替わりもあり危険予知力が低下している可能性も考えられた。実際、直接の関係性は定かでは
ないが2016年度の転倒発生回数が31回から翌年の2017年度には52回と増えている。
そこで以前の資料を基に現在の危険認識に対する意識調査を行い危険に対する共通認識などに変化があるか調
査を行った。
その結果、危険な指摘箇所は初回の回答で前回7.2箇所から今回9.1箇所と増えおり、初回としては好成績であっ
た。しかし、前回の研究後の指摘箇所の10.1箇所までには達しておらず、危険認識が薄くなっている可能性が
考えられた。その為、再度KYTについての勉強会やグループワークを行う事で共通の危険認識を高める事を
期待して研究を行った。
<研究方法>
KYTを開始する前後に質問用紙に危険箇所のチェックを付けてもらい前後での危険個所の個数を調べた。
KYTの勉強会やグループワークを行い病棟での危険認識の向上に努めた。
<結果>
初めの質問では前回より今回の研究時の方がKYTを知っているスタッフが多かった。これは看護・介護の世
界にKYTが浸透している表れではないかと思われた。その後、KYTの勉強会やグループワークを行う事で前
回よりも多くの危険個所に印が付けられた。今後は日々の業務の中でKYTを定期的に取り組み、新しく配属
されたスタッフにも指導していく体制作りが課題として残された。
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演題取り下げ
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介護医療院における認知症ケアの現状と改善への取り組み

北九州若杉病院　介護医療院

○横
よこせ

瀬　侑
ゆうこ

子（介護福祉士），辛島　信子，三宅　和弘

Ⅰ、はじめに
　令和元年9月療養病棟から介護医療院へ転換し介護職員を中心とした状況の中で、認知症利用者の様々な
BPSDの対応に困惑し、認知症の症状が増強するような場面が多く見られていた。
まずは介護医療院において現状の認知症ケアはどう施されているかを知り、生活の場として安心して過ごせる
環境を提供する為には何が必要であるかを検討、利用者本位のよりよいケアを目指し研究に取り組んだ。

Ⅱ、目的
　認知症ケアの現状を明らかにしケアの質の向上と改善を目指す

Ⅲ、結果・考察
　まず、アンケートより医療院全体のケアの現状を職員へ報告、実際に行われているスピーチロックや介護者
都合によるケア等の『不適切なケア』について学び、配慮を欠いたケア＝『不適切なケア』という事を周知す
る事で少しずつ慎重な行動に繋がったと思われる。
　私達は限られた時間、人数で日々変動する認知症利用者の対応に追われているが、その中で業務をこなさな
ければいけないというタイムプレッシャーを感じ、苛立ちや焦りとなり表出されている。しかし目の前の忙し
さを理由に性急なケアが当たり前に行われ利用者が苦痛や不安にさらされ続けるのは結果的にもっとケアに時
間がかかるようになってしまうことを再度考えなければならない。
　『認知症の人の行動は援助者の鏡』と考え、介護者が忙しくイライラしているよりも、落ち着き笑顔で寄り
添うことで利用者は安心を得られるのではないかと考える.
　介護者は認知症の人が起こす行動には、きっかけや理由が存在する事を踏まえ、もっと一人一人を『知る』
事が重要となる。

Ⅳまとめ
　職員の認知症ケアの質の向上、互いが声を掛け合い注意を促す、また対応が良い時には互いに評価し合う様
な職場環境を目指しながら、介護職員としての基本姿勢を身につけ利用者本位の認知症ケアを提供できる様今
後も継続していきたい。
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面会制限下における家族支援に向けた取り組み

霞ヶ関南病院　看護部

○瀬
せ お

尾　大
だいすけ

輔（看護師），小澤　陽子

【目的】担当スタッフが家族に電話連絡し、患者の近況報告をすることで、家族とのコミュニケーションの機
会を増やすとともに家族が持つ不安の緩和する。

【対象】自身で家族に連絡できない患者の家族
【方法】・家族の希望に沿って担当スタッフが電話連絡をする
　　　・退院時に「電話連絡あり・なし」2種類の家族向けのアンケートを作成し集計

【結果】電話連絡件数：21人38回（1.8回/1人当たりの平均回数）
　　　アンケート配布件数：19人（回収率：100％）電話連絡あり:12人、電話連絡なし:7人

【考察】アンケート結果より、電話連絡の必要性があると回答した家族は、電話連絡ありの場合100％。なしの
場合57％であった。また電話連絡で不安が緩和できたとの回答が83％であったことから、電話連絡は家族支援
に有効であると言える。
また今回対象外の家族から、電話連絡が欲しかったとの回答が67％あったことから、家族へ電話連絡をするこ
とで、家族の不安緩和とスタッフとの信頼関係の構築につながると考える。
研究中の家族の反応やアンケートの結果から、「顔がみられてよかった」「会えなくても状況を伝えてくれると
助かる」等の回答があり、家族の安心感を得られたことから面会制限下での電話連絡、ビデオ通話は家族支援
に必要である。
本研究を通して、面会制限下においても電話連絡やビデオ通話をするなど、工夫次第では家族に安心感を持っ
てもらえることがわかった。
研究期間中、家族への電話連絡件数は全体の55.2％であり、スタッフへの周知・伝達が不足していた。今後も
スタッフ全体で家族支援が行えるようにスタッフ指導が課題としてあげられる。
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便秘改善に向けて“本人の気づき”に取り組んだ一事例

東浦平成病院　リハビリテーション課

○島
しまだ

田　典
のりこ

子（作業療法士），村山　一朗，山口　節子

【はじめに】
　便秘傾向の事例に対し,包括的な関りの一つとして本人の気づきを促すことで下剤使用量の減少,便秘の改善
が認められた為,以下に報告する.

【事例紹介】
　70代女性,第12胸椎圧迫骨折.MMSE24点,FIM合計48点.日中リハビリパンツ着用でトイレ動作は監視,夜間
はオムツ着用.入院後に便秘傾向となり週2回程度本人の強い希望で下剤を服用.服用後は決まって泥状の便失
禁を認め,悲観的な発言が聞かれた.

【経過】
　少量ながら週5回の排便はあったが「私は便秘だからすぐに薬を飲ませて」等の発言多く,下剤に執着・依存
した生活.下剤使用と便失禁の関連についての認識は乏しく,その都度便失禁を繰り返し「情けなくて泣ける」
などの発言も聞かれた.骨盤底筋訓練等に加え,排便日誌を用いた関わりを実施.排便日誌は下剤使用と便失禁
との関連が理解しやすいよう排便量,形状,便失禁・下剤使用の有無が分かるよう工夫した.毎朝,前日の聞き取
りを行い正のフィードバックを実施し,並行して他職種と薬剤や水分量について意見交換,調整依頼を実施した.約
2か月後に便秘が改善した.

【結果】
　FIM48点→98点,排便回数5回/週（少量）→7回/週（中量）,ブリストルスケール1→3,下剤服用回数2回/週
→0回/週,便失禁回数2回/月→0回/月.「むやみに薬飲むから失敗するねんな」「薬飲まなくても出るようになっ
た」等,前向きな発言が聞かれるようになった.

【考察】
　下剤使用と便失禁との関連を認識できる関わりを行うことで,本人の気づきとなり下剤使用量の減少,便秘の
改善につながった.便秘患者の排便管理は本人まかせのことが多く,一定の下剤の処方だけで有効な生活指導が
なされているとは言い難い現状がある（西村,2005）.また治療の第一選択肢として下剤が選択される事が多い.こ
れからもコメディカルとして機能訓練に加えて本人の内観を評価する関わりに注力したい.
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地域包括ケア病床に入院した患者の再入院に影響を及ぼす因子の検討

南昌病院　看護科

○舘
たてさわ

沢　ちづる（看護師），戸舘　美香，笹川　けい子

Ⅰ．研究目的
地域包括ケア病床の再入院者と非再入院者の背景や特徴等を比較し、再入院に影響を及ぼす因子を明らかにする。
Ⅱ．研究方法
１．研究期間：令和元年7月～令和2年1月
２．研究方法：平成26年10月1日～平成30年3月31日までに地域包括ケア病床に入院した346名の患者の診療録
より入院理由、要介護度、退院時の食事形態等の情報収集をし、再入院群（以下A群）と非再入院群（B群）
でデータ比較検討。
Ⅲ．倫理的配慮
本研究は所属施設の倫理委員会の了承を得た。
Ⅳ．結果
対象者はA群179名とB群167名。入院理由ではA群はリハビリ訓練51.3％、主疾患の増悪27.3％、感染症
14.5％、その他6.7％であった。B群はリハビリ訓練74.8％、主疾患の増悪16.1％、感染症7.1％、その他1.7％で
あった。要介護度では、要介護３・４・５の割合がA群62.4％、B群42.0％であった。経口摂取している患者は、
当院の食事形態の分類で一口大の副食・刻み食・とろみ付き食・ミキサー食の占める割合はA群62.3％、B群
58.6％であった。
Ⅴ．考察
再入院に影響を及ぼす因子は、入院理由、要介護度、食事形態の3つが抽出された。退院前に家族背景・介護
力等を把握し、必要な介護サービスの選択、患者・家族に合った個別性のある生活指導をする必要がある。A
群の脳血管疾患患者の約6割が一口大の副食・刻み食・とろみ付き食・ミキサー食を摂取しており、誤嚥性肺
炎などの呼吸器感染症で再入院することが多かった。そのために食事摂取時のポジショニング、食事介助方法
の指導を退院前から実施、指導していく必要がある。
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プレカンファレンス導入後の退院支援に対する意識変化

世田谷記念病院　看護科

○小
おぐら

倉　好
すみか

可（看護師）

【背景と目的】
　当病棟では在院日数短縮、早期退院に向けて退院支援の課題を明確化するために初回カンファレンス（以下
初回CF）前にプレカンファレンス（以下プレCF）を導入した。導入目的は患者の情報共有と退院への課題の
抽出を行うことである。導入により、退院支援に対する意識の変化に繋がったか疑問に感じたため今回看護研
究を行う事とした。

【方法】
　2020年2月～9月の間で当院の地域包括ケア病棟所属の看護師17名に対し質問紙調査にて、導入前後で意識が
向上した

【結果】
　有効回答率17名（100%）だった。本人の意思や退院時の希望について話し合えたかについて、12名（70%）
がそう思うと回答した。家族の意思や退院時の希望については14名（81%）が大変そう思う、そう思うと回答
している。治療方針について話し合うことが出来たかについて、9名（52%）が大変そう思う、そう思うと回答。
ADLや介助方法について13名（76%）が大変そう思う、そう思うと回答した。
　IADLについては8名（47%）がどちらでもないと回答している。社会資源について在宅サービスの利用状況
を話し合えたかについて9名（49%）がそう思うと回答した。

【考察】
　プレCFを導入したことで病棟看護師は導入以前に感じていなかった退院支援に対する意識に変化があった
と考えられる。初回CFの前にプレCFがあることにより、事前にカルテや他看護師から情報収集するなどの
行動の変化があった。
　一方、IADLや社会資源については情報収集不足を感じているため退院時に予測できるIADLや必要になる
であろうサービスを意識してプレCFに臨むことが課題である。また、プレCF時に必要な情報を退院支援看
護師の情報のみに頼るのではなく、入院受けの看護師が患者や家族から情報を聴取出来るとよいと考えられる。

【結論】
　プレCFを導入したことで、カルテや他看護師から情報収集するなどの行動をしており、看護師の退院支援
への意識の変化があったと考えられる。
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回復期病棟におけるADL情報の共有化～ピクトグラム導入への取り組み～

富家千葉病院　看護部

○小
こしば

芝　重
しげかず

和（看護師），古賀　寿代

【はじめに】
患者のADLはナースステーションで各患者のファイルにあるADL表の用紙に記入して管理していた。日々
ADLの更新や入院がありスタッフ間でのADLの情報共有が困難な状況であった。そこで、職種を問わずスタッ
フが迷うことなく患者の介助ができるような表現方法はないかと考えピクトグラムを導入したところ以下のよ
うな研究結果が得られた。

【対象】
回復期病棟看護師、看護補助者

【方法】
・各入院患者のベッドサイドにADLのピクトグラムを表示。
【結果】
・ピクトグラム導入前のアンケートでは、ADLを把握するためのピクトグラム導入への賛成は100％であった。
・ピクトグラム導入後のアンケートでは、ADLを把握できるようになったとの回答は100％であった。
【考察】
・井上智義氏『ピクトグラムによる,わかりやすいメッセージの伝達』より、「ピクトグラムは、文字で示され
る言語よりも、一般の多くの人たちにとっても理解しやすいものとなっている。また、漢字に比べて視認性が
高いことや、子どもっぽいデザインではないことなどから、使用することに心理的な抵抗感もなく、直観的に
も受け入れられやすい性質を備えていると言えよう。」と述べている。ピクトグラム導入前にアンケートを行っ
たところ、入院患者のADL情報を把握しているか不安があるためピクトグラムの導入に賛成するスタッフは
100％であった。ピクトグラム導入後のアンケートでは、100％の回復期病棟看護師と看護補助者より患者の
ADLを把握できるようになったとの回答を得た。このことより、ピクトグラムでの表現により、回復期病棟スタッ
フが患者のADL情報を円滑に把握できるようになり、スタッフ間でのADL情報共有化につなげることができ
たと考える。
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介護士による経過記録の質向上への取り組み

高良台リハビリテーション病院

○武
たけいし

石　周
しゅうぞう

三（介護福祉士）

【目的】
　A病院では記録の質担保の為、独自に作成した経過記録標準監査表を使用して、月1回経過記録の監査を行っ
ている。2018年度の研究において、「アセスメントに基づく問題の修正や記録」等、各監査項目に個人要因が
影響していることが示唆された。今回、スタッフとの面談を基に個別指導計画を立案し、教育責任者・教育担
当者が職場以内教育（以下、OJT）を行うことで、経過記録にどのような変化が現れたのかを検証した。

【方法】
　対象は介護スタッフ10名とした。経過記録の指導方法に関して、介護プロフェッショナルキャリア段位制度
のOJT指導計画を参考にチェックシートを作成した。4月と10月にスタッフとの面談を行い、個別指導計画を
立案、OJTを実施した。また、10項目から構成された経過記録標準監査の結果を数値化（出来ている：1、出
来ていない：0）し、2019年4月を教育前、2020年3月を教育後としWilcoxonの符号付順位検定を用いて分析し
た（P≦0.05）。

【結果】
　記録監査の結果について、教育前7.83、教育後9.33と向上を認めた（P＝0.0078）。

【考察】
　教育方法について鑪らは「視覚的な教育と専門職チームによる教育が効果的である」と述べている。教育責
任者がスタッフと面談し、「出来ている」こと、「出来ていない」こと、「期待する」ことを互いに共有することで、
現状の把握と課題が明確となった。また、OJTに関してスタッフの課題を教育責任者・教育担当者が共有し、
監査後出来ている項目、出来ていない項目を定期的にスタッフへ指導したことも経過記録の質向上に繫がった
と考える。更に経過記録に関してスタッフの行動承認を行うことで、自信に繋がり経過記録の質向上にも影響
した可能性がある。今後も専門職教育において、一人一人に合わせた個別指導計画を立案し、OJTや行動承認
を継続していく必要がある。
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デイサービス満足度向上を目指して

富家リハビリセンター花見川

○池
いけうち

内　恵
めぐみ

（介護福祉士），望月　建吾

【目的】
当事業所はここ数年で定員人数の拡大をしている35名定員/日のデイサービスである。
拡大している要因を検討するため、改めて従業員の意識調査を行い、より良いサービスを提供する事を目標と
した。

【方法】
デイサービス従業員（23名、常勤・非常勤含む）に対し、アンケートにて業務に対する意識調査を行った。
アンケート項目は主に≪職員コミュニケーション≫・≪技術、接遇≫・≪利用者コミュニケーション≫・≪理
想のデイサービスについて≫実施。
全くそうは思わない・そうは思わない・どちらともいえない・そう思う・非常にそう思うの5択での回答を求めた。
その集計結果をまとめ、サービスの満足度について調査した。

【結果】
≪職員コミュニケーション≫の項目は65％、≪技術、接遇≫の項目は55％、≪利用者コミュニケーション≫の
項目は58％となった。
どの項目においても職員自身の評価が概ね高い結果となった。

【考察】
アンケート結果を踏まえて、全体の項目で肯定的の回答が多かった。
今回の結果から、特に従業員同士のコミュニケーションの評価が高い結果となった。
要因として、色々な意見を誰もが言いやすい状況が確立されており、これにより信頼関係を築くことができて
いるのではないかと考える。
それにより、職員の向上意識が高くなることで利用者の満足度向上、定員規模拡大に繋がっていると考える。
今回は、従業員に向けてのアンケートであったが、利用者様に向けて実施する必要がある。
利用者の求めているサービスと職員の考えるサービスの相違を考察することにより、より良いサービス提供が
出来ると考える。
今後もアンケートを定期的に行い、問題点の可視化することで新たな課題を見出し、日々の業務に活かす必要
がある。
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記録監査の負担を軽減する為に取り組んだこと～看護記録の記入漏れを見直して～

原病院　看護科

○小
こばやし

林　すみれ（看護師），平田　愛

〈はじめに〉当病棟では看護記録の記入漏れが多く、個々で注意喚起をしていたが記入漏れが減少しなかった。
記録監査を実施する度に業務時間内外で多大な時間を要し、監査後に再度確認するとチェックできていない記
入漏れが見つかっていた。どのように工夫すれば記入漏れ・監査の負担が減少するかを病棟の問題として提起
した。〈方法〉独自の図表を作成・ナースステーション内に張り出し、スタッフはカルテ記入時に記入漏れを
発見した場合は図表に印をつける。カルテに付箋を貼る。〈評価方法〉図表につけた印の個数を集計。半年に
一度行う記録監査の記入漏れの内容を集計。対象者に意識調査アンケートを実施。〈対象者〉病棟看護師１５名

〈結果〉記入漏れ数は開始から半年間減少傾向にあったが、それ以降は業務多忙時期に差し掛かり増加が見ら
れた。記録監査については研究後の方がやや減少している。研究後の意識調査アンケートでは、他の対象者に
見られていることで緊張感が出た・視覚的にわかるので気をつけようと思えるなどの意見があり、記入漏れに
対しての意識づけができた。対象者の9割からは研究後監査にかける労力が減ったように感じたという意見があっ
た。〈考察〉全体を通して記入漏れが減少したのは、他の対象者も確認できる場所に図表を張り出した事で見
られている心理的圧力と記入漏れを視覚化し意識づけしていくことで記入漏れがないかを注意するようになっ
たからと考えられる。〈結論〉記入漏れを視覚化することで意識して看護記録に取り組むようになった。業務
の多忙さに比例して記入漏れが増加したが、日々記入漏れを訂正したことにより記録監査にかける労力が減少
したと感じる看護師も多かった。意識づけを行うと同時に、記入漏れを日々指摘・訂正することで監査の負担
を軽減できた。
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吸収障害のある透析患者を経験し栄養指標を用い自宅退院に繋げた一例

東京腎泌尿器センター　リハビリテーション科

○我
が ね こ

如古　幸
ゆきと

都（理学療法士）

【目的】
透析患者は栄養障害や身体機能低下に陥りやすい。透析中にアミノ酸を喪失していることや蛋白異化により栄
養障害をきたしやすく，積極的な運動療法を行うには健常者より適切な栄養管理が必要と考える。今回、吸収
障害により栄養状態が悪化し転院してきた透析患者を担当した。吸収障害や自己管理が困難な為、栄養指標（％
CGR、GNRI、総蛋白、血清Alb）を用いて運動負荷量を調節し、在宅復帰に至った症例を担当したため報告する。

【症例提示】
40歳代男性で既往歴に緩徐進行1型DM、慢性腎臓病G5Dを有している。現病歴はX年Y月Z日にフルニエ壊
疽の為、前院入院。同月Z日+１に炎症波及の為、ストマ造設し当院へ入院した。基本動作は寝返り以降は中
等度介助程度。下肢MMT2（足関節背屈・足趾伸展0/2）表在深部感覚は両下腿は中等度鈍麻、足部は重度鈍
麻であった。入院時の栄養指標は％CGR36％、GNRI68、総蛋白7.2、血清Alb2.4、身長180cm、体重58.7kg、
BMI18.1、BI15、HDS-R30点であった。

【経過と考察】
今回、吸収障害を有し自己管理が困難であった透析患者に対して栄養指標を用い在宅復帰までリハビリテーショ
ン（以下、リハビリ）を行った。本症例はアドヒアランスが不良であり自己管理が困難であることや吸収障害
あり栄養指標が低値であった。自己管理に対し看護師と協力し飲水表の記載、持込食を減らすことから始めた。
経過の中で腸蠕動運動抑制を目的にアヘンチンキの服用を開始すると副作用で喫食が低迷しさらにADLが低
下した。内服調整で副作用が軽減し栄養状態が改善することで、ベッド上からADL練習など負荷量を上げる
ことが出来、自宅退院が可能となった。退院後も継続した本人やご家族への指導、サービス調整や情報提供が
重要と考える。筋肉合成は栄養状態に影響を受けるため、適切な栄養管理と個々に見合ったリハビリを併用し
て行うことで今後もADLの向上が望めると考える。
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ADL全介助で医療依存度の高い終末期呼吸不全患者の退院支援
～1年3ヶ月ぶりの自宅退院を目指して～

倉敷中央病院リバーサイド　リハビリテーション室

○安
あ べ

部　真
ま さ み

沙美（理学療法士），船間　聡，髙橋　歩，塚本　浩司

【はじめに】ADL全介助で医療依存度が高く、長期入院中の終末期呼吸不全患者と妻が自宅退院を希望した。
実現には多くの課題があったが、希望に寄り添い、多職種が連携し支援した結果、自宅退院に至ったので報告
する。

【症例】呼吸不全の60歳代男性。脳梗塞と頚髄損傷の既往歴があり、ADLは全介助。キーパーソンの妻と三男
の3人暮らし。要介護5。

【経過】当院入院の1年3ヶ月前に脳梗塞と頚髄損傷を呈し、急性期病院へ入院した。その後も呼吸不全増悪の
度に急性期病院と回復期病院の転院を繰り返していた。当初当院のスタッフも終日介護と多数の医療処置が必
要なため、自宅退院困難と考えた。しかし、病状説明や日々の関わりの中で妻の意思が変わらないことを確認
し、自宅退院の方針として支援を開始した。毎週カンファレンスにて自宅退院の実現に向けて多職種で検討し、
適宜支援状況を共有した。リハビリテーションは、介入時よりベッド上全介助で、当初は離床を試みたが、起
立性低血圧や本人の拒否もあり、身体機能面やADLの改善は見込めない状況だった。現状で在宅生活を送る
ことを想定し、コールボタンの選定、体位変換及びポジショニングの家族指導を行った。そして退院前には院
内外スタッフで合同カンファレンスを行い、入院より59日後自宅退院となった。なお、退院より53日後家族に
看取られ自宅で永眠した。

【考察】日々の関わりの中で、患者は住み慣れた自宅で最期まで自分らしい生活を送り、妻はそばで支えたい
という思いがあることを把握した。今回リハビリテーションの役割は、残存機能を活かした環境調整や家族指
導を行い、患者と家族が望む場所で終末期を過ごすことをゴールとした。介護負担や医療依存度の高さを理由
に自宅退院困難と判断するのではなく、希望に寄り添い、利用可能なサービスとして訪問診療・看護を導入し、
院内外の多職種が連携して支援を行った結果、自宅退院に至った。
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在宅療養者における嚥下音長評価とその実際

エース訪問看護ステーション新所沢

○鈴
すずき

木　盛
せいじ

史（理学療法士），土岐　聖子，黒木　加奈子，嶋田　直子，林田　志穂，菊池　織恵，
稲村　雅人

1，はじめに
訪問看護で在宅療養をサポートする際に,食事について栄養摂取や全身状態を経時的に管理するため問診を行
うと,「ムセたことがある」と答える方が多い.しかしながら,飲み込む能力の評価は,30秒間に唾液を飲み込ん
だ回数指標などを用いる場合が多く,動態が見えにくい.今回工学系の先行研究で,嚥下メカニズムの可視化が
試みられている嚥下音簡易評価について,在宅療養者を対象に調査した.
2，方法
改定水飲みテストに準じ,シリンジで測定した3ml冷水の嚥下を録音した.録音は,咽喉マイク（エレクトレッ
トコンデンサ型SH-12jKL）とICレコーダを用い,PC上音声編集ソフトWavePadで波形を可視化編集した.
対象者は,平均年齢44.1歳（±8.2）の健常群10名,平均年齢83.9歳（±10.3）,平均介護度は要介護1.93,平均障
害高齢者の日常生活自立度はA-1,平均握力16.2㎏（±10.4）の在宅療養者15名とした.被検者には,ヘルシンキ
宣言に基づき,同意を得た.
3，結果
在宅療養者群では,健常群と比較し,嚥下第Ⅰ音（舌根部流入音）が多峰化に傾向し,第Ⅱ音（喉頭蓋通過音）
長について有意に延長した（健常群平均0.17秒（±0.07）,在宅療養者群平均0.41秒（±0.14）（p<0.05））.また,
第Ⅱ音第Ⅲ音（喉頭蓋開音）間長については,有意差はなかった（健常群平均0.20秒（±0.12）,在宅療養者群
平均0.25秒（±0.18）（n.s））.
4，考察
在宅療養者の嚥下音評価について,嚥下第Ⅰ音の多峰化と嚥下第Ⅱ音長の延長は,咽頭収縮や食道入口部の機
能因子の可視化,嚥下第Ⅱ音・第Ⅲ音間長の一定確保は,気管流入による誤嚥リスクへの可視化と考えられ,数
値化も可能であった.
5，謝辞
本研究は,公益財団法人在宅医療助成勇美記念財団の2020年前期助成を得て行いました.心より御礼申し上げ
ます.
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演題取り下げ
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療法士が夜勤を行う効果と現状の課題について

高良台リハビリテーション病院　教育研修部

○古
こ が

賀　俊
としき

貴（作業療法士）

【目的】
　A病院では、2015年8月から理学療法士、作業療法士、言語聴覚士の夜勤業務を導入している。2015年に行っ
た夜勤業務に関する前後比較では、FIM利得の改善、転倒率減少を認めた。また、他の先行研究においても
夜勤の有効性について示されている。一方で、療法士が夜勤を行う際の専門性を発揮する難しさについても述
べられている。本研究では、夜勤業務を行う効果と専門性を発揮するための課題を明らかにすることを目的と
する。

【方法】
1．A病院の2019年度のFIM利得のデータの算出を行った。
2．A病院で夜勤業務の経験がある療法士56名を対象に、夜勤時の専門性発揮について自由回答法を用いたア
ンケート調査を実施し、カテゴリー別に分類し、分析を行った。

【結果】
1．A病院の平均FIM利得は28.2点であった
2．アンケート調査の結果、「専門的な視点で評価や情報共有を行っている」96%、「個別療法の復習の視点で
自主訓練の提供等を行っている」2%、「その他」2%という結果となった。

【考察】
　療法士が夜勤を行う効果に関して池村らは、「療法士が夜間に介入することによりADLの向上や転倒減少に
繋がる」と述べている。全国の回復期リハビリテーション病棟入院料Ⅰの平均FIM利得は24.2点、Ａ病院の平
均FIM利得は28.2点であったことから、療法士が夜勤を行うことが身体機能改善やADL動作獲得までの時間
を短縮する一つの要因になったのではないかと考える。
　療法士の個別療法士以外の関わりについて宮井らは、「総活動量を確保する観点から、朝夕の時間帯を個別
リハの復習時間に充てることが理想」と述べている。このことから現状の課題としては、個別療法の復習とい
う視点で専門性を発揮することだと考える。今後、評価や情報共有だけでなく朝夕を含めた夜勤の時間に個別
性のある自主訓練の提供を促す等、個別療法以外の時間を有効活用する意識を強めることで更に質の高い治療
が提供できるのではないかと考える。
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セラピストスタッフにおける積極的な病棟業務実施を目指した時間管理表を用いた行動変容の取組み

医療法人社団和風会　千里リハビリテーション病院

○大
おおつぼ

坪　英
ひでかず

一（理学療法士），飛田　伊郁子，佐々木　雅子，橋本　康子

【背景】当院のセラピストが１勤務あたりに実施するリハビリ時間は６時間が基準となっており、その他の時間
はカルテ記載や病棟業務を行っている。その病棟業務には、ナースコール対応、食事介助、食堂への誘導など
が含まれるが、食堂への誘導に関しては個人差が大きく生じていた。そこで、食堂への誘導に焦点をあて、セ
ラピストスタッフの積極的な業務実施を目指した取り組みを行った。

【方法】対象者はセラピストスタッフ１名とし、積極的な業務実施が要求される立場の者とした。対象者に、
時間管理表に１日の行動を記録するように依頼し、この記録する期間を「導入」とした。時間管理表は、記録
することが業務負担にならないよう簡素なものにし、左側に業務モデルを提示し、右側に対象者自身の1日の
行動を記録できるA4用紙１枚とした。評価方法は、食堂への誘導とし、目視にてその回数を計測した。評価時
期は、①導入前、②導入中、③導入直後、④導入1ケ月後、⑤導入３ヶ月後の５期とし、各期４日間（a～d）ず
つ行った。

【結果】対象者は女性、職種は理学療法士、経験年数は６年目であり、セラピストチームのチームリーダーで
あり新入職者のプリセプターを務める者であった。
①a：５回、b：３回、c：４回、d：４回。
②a：５回、b：７回、c：５回、d：５回。
③a：５回、b：５回、c：５回、d：６回。
④a：６回、b：５回、c：５回、d：６回。
⑤a：５回、b：６回、c：５回、d：６回。

【考察】時間管理表に自身の行動を記録することで食堂への誘導の回数が増加したことから、この取り組みが
効果的であったと考える。これは、病棟管理業務量の一部を可視化することで、対象者自身の自己顕示欲に影
響を及ぼすことができたと考えられる。また、導入時期の間隔を空けると食堂への誘導回数が低減するものの、
導入前と比べると回数は高値を示したままであるため、効果は持続していたと考えられる。
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医療療養病棟における中心静脈カテーテル感染を考える

堺平成病院　看護部

○梅
うめもと

本　かれん（看護師），ムス　タキム，加藤　加菜

≪はじめに≫
医療療養病棟では、中心静脈カテーテル（以下CV）による栄養投与は、医療区分として算定される。CVに
よる感染は容易に引き起こされ、患者の安楽を阻害することに繋がる。当院、療養病棟においてもCV留置中
の感染症患者が多く、抗生剤投薬やCVの入替え等、処置が必要となる。看護負担の原因及び感染の原因として、
正確な感染対策の実施及びスタッフの手技統一が成されていないのではないかと考えられた。
今回の研究で患者に対し手技を統一し、実施前、実施後の感染者数、感染原因菌、ウイルスの推移を明らかに
する。それにより、統一した感染症対策は有効的であったかを考察し、感染症を減少させることで患者に及ぼ
す影響を最小限にし、安楽につなげたい。
≪研究内容≫
研究期間：2019年11月1日～2020年10月31日
対象者：当院療養病棟中心静脈カテーテル（CICC・PICC）挿入中の患者。月平均21.8人
データ収集方法：対象の月ごとに中心静脈カテーテル挿入中患者の中から、中心静脈カテーテルを原因とする
感染症を引き起こしている患者の割合を提示
分析方法：統一した感染対策の実施前、実施後の感染症患者の推移を出す。
≪結果≫
中心静脈カテーテル挿入中患者に対する感染者の割合は、月平均8.9％増加にあった。
≪考察≫
感染者減少という結果に至らなかった原因として、感染対策の周知不十分によりスタッフ全員が統一して同一
の方法が実施されていなかった。また、長期療養患者の保菌者の場合、側管投与時の感染対策だけが原因でな
く、患者自身の抵抗力が低下した際に細菌が再発している事も考えられた。
≪まとめ≫
今回の研究では、感染対策統一前の感染者割合15％より減少することが期待されていた。しかし、感染者増加
という結果に至った。今回統一した感染対策を見直しつつも、見直した感染対策を再度周知、前述した原因に
挙げられたことに配慮し、感染者減少、患者の安楽を目標に感染対策に努めていきたい。
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当院療養病棟におけるコロナ禍でのリハ科の関わり

さがみリハビリテーション病院　リハビリテーション科

○山
やまだ

田　楓
かえで

（作業療法士），渡邉　隼人，北村　光美夏

【はじめに】新型コロナウィルス感染拡大は私たちの日常を一変させ,当院でも面会や機能訓練室の利用,レクレー
ション（以下,レク）活動中止など幅広い制限がかかり,入院患者様の生活範囲が狭小化している.今回,コロナ
禍での当院療養病棟における取り組みを実施した為,今後の患者様への関わりの考察を加え報告する.

【当院における療養病棟の特徴】当院は回復期106床,医療療養24床の回復期リハビリテーション（以下,リハビ
リ）病院である.療養配属セラピストは回復期と兼任しながら,療養患者様のコスト取得を優先的に行っている.個
別リハビリや離床を積極的に促すために紙面提示やデモを活用したポジショニング・離床の取り組みだけでなく,
重症度の高い患者様の能力を発揮できるよう難易度調整をしたレクや音楽療法等を通じ季節感を感じることが
できる環境を看護部と連携して構築している.

【コロナ禍での取り組み】レクは感染対策に努め接触を避けた音楽鑑賞や足浴等も多く取り入れ,耐久性等の問
題で参加しにくかった患者様の参加機会増加へも繋がった.またオンライン面会をR2年11月から開始し,療養
病棟では計21回の利用があった.リハビリとしてリハビリ中の様子等を撮影した動画を提示し,言葉や書面では
伝わりにくい現状を具体的に伝える工夫をした.ご家族からは「普段面会に行けない親族も会える機会ができ
てよかった」等前向きな意見を頂き,コロナ禍でもセラピストの専門性を発揮することで療養環境の質向上に
繋がる可能性が示唆された.

【まとめと今後の課題】感染対策による制限が続く中でいかに患者様・ご家族が安心して療養病棟で過ごし,気
分転換や面会などの楽しみを持って頂きながら生活の場としてのより良い療養環境の提供できるかは継続課題
である.ワクチン接種等の状況を加味しつつ,リハビリ科だけでなく看護部と共同し検討を進めていきたい.
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新型コロナウイルス感染症に対する取り組み
感染症対応病棟の運営に関する報告

永生病院　看護部

○野
のだがしら

田頭　弘
こうじ

治（看護師）

　国内で新型コロナウイルス感染症（以下COVID-19）の流行が始まり、当院でも感染対策の徹底を行ってきた。
しかし2020年12月、入院患者にCOVID-19陽性者が確認された。当初はCOVID-19対応可能な病院への転院や、
濃厚接触者の隔離を行っていたが、全国的な流行もあり転院先が受け入れ困難な状況となってくる。そのため、
当院既存の病棟の一部をCOVID-19対応の病床として稼働を開始した。通常の病棟職員だけでは対応困難な状
況であり、感染症対応病床に勤務する職員の希望者を募り、6名から開始して患者数に応じて職員を追加した。
病床を稼働するにあたり、個人防護具（以下PPE）装着方法やゾーニングについてなど、永生会組織全体の協
力と、ICNによる指導を受けて、感染対策には十分な対応を行った。患者は院内発症者と院外からの受け入れ
のもあったため、病棟は日々多忙な状況であった。
　病棟のハード面は、陽性者に対応する職員と、通常の病棟業務を行っている職員の協力が必要であり、感染
リスクは高い状況であった。そこで2021年2月より、他病棟との環境を分けられる永生病院の南館をCOVID-19
対応病棟として稼働を開始。再度有志で勤務希望者を募り、これまで感染対応病床で活動してきた看護師と合
わせて約10名の看護師で勤務することとなり、PPEやゾーニングについては新たに指導を受けての稼働とした。
入院患者は高齢者であり、ＡＤＬは自立から全介助まで様々な状況。また患者の特徴としては認知症や認知機
能が低下している方が多く、より感染対策に注意が必要となっている。
　感染対策病棟で勤務する職員は希望者であり、2021年5月も継続して看護師が勤務している。COVID-19対応
の病棟で働くことの思い、このような病棟がある事のメリットなど、職員の思いについても聴取した。当院で
のCOVID-19対応病床の開始から現在に至るまでの経過について報告する。
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新型コロナウイルス感染予防対策で長期化する面会制限について
～患者、家族のアンケート調査報告～

保岡クリニック論田病院

○國
くにみ

見　典
のりこ

子（看護師），横川　里美，田中　郁子，折部　美恵子，森口　宏枝，田畑　晶子，中山　初枝，
瀬戸　裕二，河野　智奈美，立石　恭子

【目的】長期化する新型コロナウイルス感染症に対し、各病院・施設でリモート面会やZOOM面会が積極的に
行われている。当院でも今年度よりリモート面会を開始しており、患者や家族が安心して療養していただける
ための方法を取り入れてきた。当院での取り組みについて患者や家族にアンケート調査を行ったので、結果と
課題を報告する。【対象】R３年５月４日・５日の２日間で入院患者４２名のうち聞き取り可能な患者：療養病床６
名、地域包括ケア病床１５名。５月８日～５月２４日で対象患者の家族：療養病床１９名、地域包括ケア病床１０名【結
果】1）面会制限に不安を感じる一患者（療養１６％：地域包括ケア３３％）家族（５８％：２０％）　2）不自由に
感じることー患者（療養①わからない５０％②物品、包括①物品４７％②面会３２％）家族（療養①面会４６％②連
絡２７％、包括①物品４２％②面会２５％）　3）週の面会回数ー患者（療養①週1回３３％②わからない６７％、包括
①週1回５３％②週2回以上２６％）家族（療養①週1回８２％、包括①週1回７０％）　4）面会時間ー患者（療養①５
～３０分３３％②わからない６７％、包括①５～３０分７３％）家族（療養①５～３０分７４％、包括①5～３０分６０％）　5）
リモート面会利用ー患者（療養①したい６７％②いいえ３３％、包括①したい４６％②いいえ４０％）家族（療養①
したい78.9％②いいえ２０％、包括①したい５０％②いいえ５０％）【結論】療養家族の５８％が面会制限に不安を
感じており、面会や連絡で不自由を感じていた。リモート面会希望が78.9％あるも現状の来院によるリモート
面会では希望に沿うことが難しい。自宅や遠隔可能な場所への環境の整備が今後必要であると考える。
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血清P値の是正によるFGF23値の推移の検討

1富家千葉病院　ME部，2富家千葉病院　人工透析外科

○小
こまち

町　敏
としひろ

弘（臨床工学技士）1，南出　仁1，古橋　愉司1，石川　裕也1，加藤　木立1，屋良　苗音1，
仁藤　綾香1，影原　彰人2，佐藤　幹生2

【目的】CKD-MBDにかかわる因子のうちで、生命予後と関係の深い因子として、繊維芽細胞増殖因子23
（fibroblastgrowthfactor23:以下FGF23）がある。その役割として近位尿細管でのNa-P共輸送体の発現を抑
制しPの再吸収を低下させることと、活性型ビタミンD［1.25（OH）2D］産生も抑制し腸管からのP再吸収を
抑制する役割があることが知られている。しかしながら、透析患者の血清P値変動によるFGF23値推移につい
ては不分明な部分があった。そこで今回、血清P値とFGF23値の関連について検証した。

【方法】P、PTHが管理目標値以上になった透析患者2名を観察対象とした。スクロオキシ水酸化鉄の投与を開
始した患者Aとスクロオキシ水酸化鉄とエボカルセトの同時投与を開始した患者Bで管理目標値を維持しつ
つ、P、Ca、whole-PTHとFGF23のデータ推移を比較。管理目標値はP:3.5～6.0mg/dl、Ca:8.4～10.0mg/dl、
Whole-PTH:35～150pg/mlとした。FGF23の測定は、ELISA法による全長FGF23測定とする。

【結果】血清P値を3.5～5mg/dlに維持するとFGF23には低下傾向が見られた。血清P値を日本透析医学会のガ
イドラインの推奨値である3.5～6mg/dlに維持すると、FGF23の値は維持傾向がみられた。

【考察】FGF23は、炎症、貧血、心肥大、心不全、心房細動などの様々な合併症との関連性が報告されている。
血清P値をガイドライン推奨値である3.5～6mg/dlよりも多少低い3.5～5mg/dlに維持することによって種々の
合併症予防に繋がる可能性があると考えられる。
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コロナ禍のStayhomeが高齢者の身体機能に与えた影響 －1年間の変化－

富家千葉病院　リハビリテーション室

○金
きんの

野　由
ゆ か

佳（作業療法士），村越　大輝

【はじめに】
　2019年から世界的な新型コロナウィルスの蔓延に伴い、感染拡大予防にてStayhomeが推奨された。高齢者
は活動頻度や生活領域が狭小化すると身体機能の低下につながる危険性が高くなる。そこで、Stayhomeが高
齢者の体力にどの程度影響を与えたかを介護予防教室（以下「教室」）の体力測定結果から調査する。

【方法】
　当院で実施している教室に参加している高齢者を対象に、教室内で実施している体力測定（2StepTest、握
力）の結果を、2020年と2021年の測定データから比較することで年間低下率を測定する。比較の際には1年の
差を比較するため、昨年と今年ともに参加していること、かつ前回測定後に交通事故や病気、入院等のイベン
トがあった場合は除外する。
　なお2021年のデータは今夏に測定予定であり、人数によって統計処理を実施するか検討。
　2020年のデータは次の通りである。教室に参加した高齢者11名（女性11名）、測定したデータの平均値は次
の通りである。年齢77.2±2.44歳、身長149±2.9cm、体重20.1±3.7kg、2StepTest：歩幅198±18.8cm（値：1.3
±0.1）、握力：右21.6±3.2Kg、左20.1±3.5kg

【展望】
　高齢者の1年間あたりの体力低下を示すデータは少なく、文献にもよるが10年で6％前後低下するといわれ、
年に換算すると約0.6％となる。今回のStayhomeにより、これよりも低下率が大きい場合には、高齢者におけ
る生活領域が狭小化することの問題性が分かるだけではなく、運動習慣を維持させる重要性も示すことが出来
ると考えられる。また、同一参加者を経時的に追うことは在宅での生活可能な身体能力を知ることが出来ると
想定され、予防事業の推進につなげることが出来ると考える。


