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アンケート調査から見た褥瘡発生因子
～看護補助員のポジショニング手技の習得率調査から～

発 表 者 澤田 諒 （石川県：公立羽咋病院 褥瘡対策委員会 リハビリテーション科）

共同研究者 尾崎 真裕美、迎谷 ルミ子

シートの内訳はこのようになっており、これを

基に症例検討を行います。

この症例では、咽頭期に問題が集中しているこ

とがわかります。そして、投薬内容や食事形態、

食事環境の変更といった対応策をとり、その結

果食事摂取量が増加し退院に至りました。
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摂食障害専門チームの取り組みを通して、高齢

者では急性期治療を終了しても AHNに依存し

ている場合には、AHNの離脱は困難であること

がわかりました。

また、AHN依存状態を終末期と認識されがちで

すが、その境界は明確ではなく、その部分を明

確にしていくために摂食機能評価パスを作成

し、運用するに至りました。
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食べられなくなった認知症高齢者に対してどの

ように対応するかという場面において、倫理的

な問題や代替栄養など様々な問題があります

が、それらに対する十分な指針やガイドライン

はありません。しかしながら、終末期医療をす

るにあたってこの問題は避けては通れず、この

問題を明らかにしていくことによってより信頼

性の高い終末期医療の実践につながると考えま

す。本当に食べられなくなったのか、その病態

を把握して食べられないということの診断を多

職種で十分に行うことが、今後の終末期医療の

指針の一助になるのではないかと考えています。
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初めに、病院における看護補助員の業務実態を

調査した報告によりますと、参加病院の７割以

上が体位変換やポジショニングを含む業務内容

であることが示されています。
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そこで、当褥瘡対策委員会は、看護補助員のポ

ジショニング手技の向上を目的とし、実技研修

を行い、その習得率と褥瘡発生因子との関連を

調査しましたので、若干の考察を加えて報告し

ます。
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方法は、当院で勤務する看護補助員２０名を対象

に、看護師・理学療法士・作業療法士によるポ

ジショニングについての実技研修を実施し、８

か月の実務をおこなったのち、実技研修でおこ

なったポジショニング方法を、どの程度記憶し

ているのかを記述式のアンケートを用いて調査

しました。そして、その正答率を調査し、また、

研修前後の褥瘡発生要因の増減を比較しまし

た。
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実技研修の方法と要約としまして、まず、看護

師・理学療法士・作業療法士がデモンストレー

ションをおこないます。

内容は仰臥位から３０°側臥位へのポジショニン

グ、３０°側臥位から仰臥位に戻る方法です。

ギャッジアップ・ギャッジダウンの４項目でお

こない、その後、１組３名のグループに別れて、

患者役・実施者役の両方を経験し、お互いに確

認を行いながら実施しました。
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研修後の感想ですが、実際に体験をして、自分

自身で実感・体感するものが多かったなどの感

想が多く聞かれました。
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次に、８カ月の実務経験を行ったあとのアンケー

ト調査についてです。

アンケートの内容は、実技研修で実施した４項

目となっています。

指導ポイントと採点項目ですが、アンケート正

答率では、この点に基づき採点をおこないまし

た。

１番目は患者様の不安感への考慮としまして、

患者様に対して今から何が行われるのかなどの

事前の声掛けや、また、触れ方としては、把持

面積を大きくし、不快感の少ない触れ方などの

工夫についてです。

２番目のボディメカニクスに基づいた体位変換

では、寝返り時には、頸部の方向を寝返る方向

へ誘導し、上肢を体幹の上に、下肢は膝を曲げ

るなどして、なるべく支持基底面を少なくし、

重心の移動を容易にするような工夫についてで

す。

３番目は、ポジショニングピローを適切な位置

で使用し、圧迫の軽減が十分に行われているこ

とや、ギャッジアップ・ダウンでは、足部を上

げてから頭部を上げるなどの順番を守ることや

背抜き・足抜きを行うことでズレ・摩擦の軽減

を図る工夫についてです。
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アンケート結果です。回収率は１００％で、全項目

の正答率は、６８％となっており、また、各項目

の正答率はスライドの数値となっております。
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褥瘡発生要因の比較推移です。平成２３年から平

成２４年における変化として「ズレ摩擦」の項目

は１６％、「圧迫」の項目では７％の減少がみられ

ました。

「リスクアセスメントの誤り」は１０％、「マット

レス選択の誤り」は４％の上昇がみられました。
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考察に移ります。アンケート結果より、実技
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高齢終末期患者の在宅療養へ向けた支援
～家族が在宅療養を受け入れるまでの意思決定過程をふり返る～

発 表 者 大野 知代子 （富山県：かみいち総合病院 地域医療連携室）

共同研究者 泉 孝子、岸 美津子、森 真由美、小橋 親晃

研修による、看護補助員のポジショニング手技

の獲得は良好であり、褥瘡発生要因の「ズレ・

摩擦」に関しては、研修で得た背抜きや足抜き、

ギャッジアップの順番の工夫により改善を示し

ました。

また、看護補助員の介入方法が、褥瘡発生要

因に関与していることが示唆されました。

「リスクアセスメントの誤り」が１０％上昇した点

について、看護師のリスクアセスメントへの意

識向上に対して、どのように取り組んでいくか

が今後の課題と考えています。

以上で発表を終わります。ご清聴ありがとうご

ざいました。
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【はじめに】

A病院の地域医療連携室では退院支援を行う

場合、本人や家族の希望を確認し、在宅での看

取りを見据えた退院支援を心がけている。

しかし、入院している高齢終末期の患者が「家

に帰りたい」と希望した時、その願いは叶えら

れているのだろうか。現在、日本では年間１１０万

人以上が亡くなっている。「最期の時を在宅で」

と希望する人は約６０％であるが、実際に在宅で

亡くなった人はその中の１０数％でしかないとい

われている２）。

今回、家族が在宅療養受け入れを拒否してい

た高齢終末期の男性患者の退院支援を行った。

在宅療養受け入れ困難の要因として、家族間で

何らかの問題が悪循環を起こしていると考え、

カルガリー家族アセスメント・介入モデルを用

いて退院支援を試みた。その結果、患者・家族

の意志に寄り添った支援ができたので報告する。
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【�目的】
自宅退院を拒否していた高齢終末期患者の家

族が、どのようなプロセスを経て自宅退院～在

宅での看取りまでを受容したのか、家族全体の
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