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お待たせしない患者中心の
看護への取り組み

～ナースコールの実態調査から～

国東市民病院 内科病棟

○手島千賀 水上眞規子 岩武泉

はじめに

高齢者の入院患者が多数を占めるA病棟（急

性期病棟）では、ナースコール(以下、NC)が

頻回に作動しているが、NCに迅速に対応でき

ていない現状にある。そこで、お待たせしない

看護を目標に掲げ、NCの実態調査を行い、

状況分析し、問題点解決に取り組んだ。

はじめに
　当院A病棟は、急性期病棟で入院患者の平均年齢
が84歳と高齢者が多くこのことから日常の生活援助
を必要とするナースコールが多く鳴る。このことを
きっかけに、ナースコールの内訳を調査した結果、
排泄に関するコールが最多であった。そこで、個人
に合わせた排泄誘導を行うことで、ナースコールの
回数減少をはかり、おまたせしない患者中心の看護
が提供できないか試みたので報告する。

表１　当病棟におけるナースコールの内訳

当病棟におけるナースコールの内訳
排泄援助

清潔援助

食事に関する援助

輸液管理

間違い

その他

寂しい・不安

身体症状

服薬管理

吸引

創部処置

46% (161回)
7%(18回)

7%(21回)

21%(75回)

総回数：351回H26.8.9～H26.8.15

背景

背景
　当院のナースコールはアイホンNFXsystemを使
用している。
　ナースコールの内訳は46％が排泄援助と最も多
く、21％が清潔援助、７％が食事と輸液に関するこ
とだった。

目 的

個別的な排泄誘導を行うことで、NCの減少に

繋げお待たせしない看護を実践する。

目的
　NCの実態調査の結果から、個別的な排泄誘導を
行うことで、ナースコールの減少に
　繋げ、お待たせしない看護を実践する。
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研究方法

1.期間：平成26年9月～平成27年7月
2.対象者：尿便意があり排泄援助が必要な

患者12名
3.排泄誘導チェック表の作成

4.個人の排泄パターン調査（3日間）

5.個別的排泄誘導の実施（2週間）

6.介入後のNC回数調査、分析

方法・期間
１．期間：平成26年９月から平成27年７月
２．対象者：尿便意があり、排泄援助が必要な患者

12名
３．排泄誘導チェック表の作成
４．個人の排泄パターン調査（３日間）
５．個別的排泄誘導の実施（２週間）

倫理的配慮

対象とその家族へは、研究の趣旨、方法

および倫理的配慮（匿名性の遵守、研究参加

の自由意志の保証、データの目的外使用の

禁止等）を説明し、同意の意思を確認した。

院内の研究倫理委員会の承認を得た。

倫理的配慮
　対象とその家族へは、研究の趣旨、方法および倫
理的配慮（匿名性の遵守、研究参加の自由意志の保
証、データーの目的外使用の禁止等）を説明し、同
意の意思を確認した。
　院内の研究倫理委員会に承認を得た。

表２　対象患者の内訳

患者 疾患 年齢 排泄方法
ベッド
センサー

マット
センサー

NCボタンで
知らせる

A 下部胆管がん術後 80 トイレ ●
B 肺炎 95 尿器 ●
C 慢性心不全 90 Pトイレ ●
D 脱水、横紋筋融解症 82 トイレ ● ●
E 肺炎 86 Pトイレ ● ●
F 発熱性好中球減少症、敗血症、肝硬変 89 トイレ ●
G 狭心症疑い 87 Pトイレ ● ●
H 慢性心不全、肺炎 92 Pトイレ ●
I 完全房室ブロック、徐脈性心不全 95 Pトイレ ● ●
J 慢性心不全 95 Pトイレ ●
K 多発性癌転移 88 尿器 ● ●
L 誤嚥性肺炎、肺気腫 95 トイレ ● ●

　対象患者は12名、その内訳は表に示すように、疾
患・年齢・排泄方法・ナースコールの種類とした。
12名のうち、ナースコールを押すことができる患者
は７名だった。疾患名としては心不全や肺炎が多く、
患者12名の平均年齢は89歳だった。

結果

図１　排泄誘導チェック表　比較

１月 ２９日 2 月 3日
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排泄誘導チェック表 比較
排泄パターン把握 誘導時間設定後

A氏 介入前 介入後

排泄誘導チェック表を作成した。
示した表は実際に使用したA氏のものです。
まず、３日間の排泄パターンの実態調査の後に、

看護助手を含めたスタッフ間でカンファレンスを行
いました。

右側の表のように、A氏の誘導時間を決定して赤
丸で示した時間に排泄誘導を実践しました。

表はベッドサイドに掲示し、示された時間に誘導
を行って記録しました。

急性期病棟での業務を行う看護師だけでは限界が
あり、スタッフの負担やマンパワー不足を考慮しな
がら、看護助手にも協力を得ました。
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異なる用事で訪室した際にも、掲示されたチェッ
ク表を確認し誘導することを意識づけていきまし
た。

Aさんの場合、パターン把握をし10時・12時・14
時・17時・20時・０時・４時・８時に誘導時間を設
定し、排泄誘導を行うことで、

コール回数が介入前11回から、介入後３回に減少
しました。

図２　介入前後のナースコール回数推移

排泄誘導を行ったことで、ナースコールの回数が
平均９回から４回へ減った。

個別的な排泄誘導を行うことで、ナースコール回
数平均９回から、４回へ減少しました。ウィルコク
ソンの符号順位検定を使用し、P値0.002で有意な結
果でした。

考察

・排泄の実態調査から分析し、個別に排泄誘導を

行ったことは、尿便意を認識できる患者にとって

お待たせしない看護に繋がった。

・排尿誘導チェック表を可視化し、スタッフ間で

情報共有したことは排泄誘導に効果があった。

考察
排泄パターンを把握して誘導を行ったことで、

ナースコールの回数が減少しました。
このことは尿便意を認識できる患者にとってお待

たせしない看護につながったと考えます。
また、排尿誘導チェック表を可視化し、スタッフ

間で情報を共有したことは、排泄誘導に効果があっ
たと考えます。

おわりに

排泄援助の取り組みを継続しながら、次に

多かった清潔援助や食事に関する援助など
患者のニーズに沿ったお待たせしない看護
が提供できるよう、病棟職員全員で取り組ん
でいきたい。

おわりに
ナースコールの実態調査から排泄援助に取り組

み、個々の患者の排泄パターンを把握し、誘導を行
うことで、ナースコール回数が減少し、お待たせし
ない看護に近づくことができました。

煩雑な勤務のなか、先取り看護を行って患者の
ニーズを満たすことは容易なことではありません
が、本研究を継続しながら、さらに患者の望んでい
ることに気づけるような

感性を磨き、お待たせしない看護に向けて、病棟
職員全員で取り組んでいきたいと思います。

ご静聴ありがとうございました
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