
以上で発表を終わらせていただきます。
　ご清聴ありがとうございました。

まとめ 
 鍛えたい筋肉のトレーニングを休日に継
続しておこなうことは休日明けに良い状
態をもたらす。 

 休日リハビリを行う事で、リハビリに対
する意識の向上が明らかになった。 
 

 
 休日リハビリの継続 
 退院後の継続リハビリに繋げる退院時の
リハビリ指導 

 
 
 

【Ⅰ．はじめに】術後合併症予防に対する早期離床
の有効性について、これまでに多くの研究が立証さ
れている。
当院外科病棟では、術前オリエンテーションの際に、
術前後の流れを記したパンフレットを用いて説明を
行っている。しかし、紙面には、早期離床の利点や
必要な理由、具体的な術後の予定について十分な内
容が記載されていない。患者に対し、具体的な早期
離床の効果や必要性について、一貫した情報提供が
行えていない状態であった。そのため、患者や家族

が、術後は安静が必要と考えていたり、離床は術後
しばらく経過してから行うことであると認識してい
ることがあった。また、術後しばらく経過した患者
から「手術後、どの程度で動くことができるのか、
スケジュールを知りたかった。」という意見もあっ
た。山内らは、「多くの患者は、術後早期に離床す
ることへの反応として①歩くと傷が開くのでは ? ②
動くと痛みが強くなるのでは ? ③術後はできるだけ
安静にしなくてはいけないのでは ? などの先入観が
あり、早期離床を妨げる大きな要因となる」1）と
述べている。
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そこで、術前からの早期離床について、患者自身が
理解した上で手術を受けることができるように援助
することが必要だと考えた。術前からの十分な介入
が、早期離床率の向上に繋がると仮説し、外科開腹
手術患者を対象に、従来までの術後の離床率と研究
による介入を行った患者の離床率について比較検討
を行った内容を報告する。

【Ⅱ．研究目的】術前から、患者自身が早期離床に
ついて理解することができるように援助を行う。患
者が、離床について、明確な目標を持ったうえで、
主体的に行っていくことができるように介入を行う。
それらの関わりが、研究を開始する前の患者の離床
状況と比べて、どのような影響を及ぼすのか調査し、
検討を行う。

【Ⅲ．用語の定義】　離床：手術後の患者が、ベッ
ドから離れ、立位もしくは歩行ができる状態

【Ⅳ．研究方法】①研究デザイン：量的研究
②対象者：当院外科病棟に、消化器外科の開腹手術
を受ける目的で入院した50～80歳代の患者。（個
別性による誤差を少なくするため、術前から ADL
が自立し、認知症がない患者を対象とした。また、
術後1日目でほぼ全例離床することができる腹腔鏡
下胆嚢摘出手術と、侵襲が大きい、食道・膵臓の術
後患者も対象外とした。）
③データ収集法：早期離床に関するパンフレット

（早期離床の目的や効果、妨げる因子、早期に離床

現在使用しているパンフレット③ 

現在使用しているパンフレット① 

使用中のパンフレット用紙 
 

 術後早期離床に関する説明文がない！！ 

 
          

・術後の呼吸方法  
・手術前後の処置的なスケジュール 
・手術後の疼痛に対する鎮痛剤の使用、血栓予防
のためのベット上での手足の屈伸・屈曲運動 
etc・・・ 

患者 
手術後、いつから
起きてもいいのか
教えて欲しかった。 

手術の後は、 
安静が必要 

＜研究目的＞患者が術後の離床に関する情
報と目標をもった上で、主体的に離床を進め
ていくことができるように、介入を行う。介入前
後の患者の離床率を明らかにする。 
 
＜対象者＞外科開腹手術を受ける目的で入
院したＡＤＬが自立して認知症がない５０～８０
歳代の患者 

 

＜研究目的＞患者が術後の離床に関す
る情報と目標をもった上で、主体的に離
床を進めていくことができるように、介入
を行う。介入前後の患者の離床率を明
らかにする。 

 

＜対象者＞外科開腹手術を受ける目的
で入院したＡＤＬが自立して認知症がな
い５０～８０歳代の患者 

 

現在使用しているパンフレット② 
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するための看護師からの援助等を記載）を作成。

専門用語の使用は控え、分かりやすいように説明内
容を記載した。自主的に取り組むことができるよう
に、術後の離床目標日を記載できる表を作成。あら
かじめ、術前に看護師が対象者に説明を行ったうえ
で、半坐位→端坐位→立位→トイレ歩行の過程を術
後何日目に取り組んでいくのか、患者と看護師が相
談し、目標を設定する。目標設定シートは、術後患
者の目の届く場所に掲示する。術後はその表を見な
がら、目標に向けて離床していくことができるよう
に介入を行う。

実際に離床できた日付を看護師が目標設定シートに
記入していく。データ確認のため、全ての項目が記
載し終わったら、シート用紙を回収。また、早期離
床についてのパンフレットと、目標設定シートの運
用方法を記載した説明書を作成し、外科病棟の看護
師に通達。今までの術前オリエンテーションに加え、
介入を行うように協力を依頼した。

④データ収集期間：研究前：平成23年8月5日～
10月17日に手術を受けた患者20名
　研究後：平成23年11月11日～12月28日に手術
を受けた患者20名
⑤データ分析方法：術後何日目で離床したか、離床
に携わった看護師が記載した記録から情報収集を行
う。早期離床に対する介入を行ったことによる効果
を調べるために、以前のオリエンテーションによる
説明のみの患者20名の離床日を看護記録から抽出
し、比較を行う。

 

 離床に関するパンフレット・目標
設定シートを作成し、以前のオリ
エンテーションに加えて、これらの
用紙を活用することを看護師に協
力依頼する。 

病棟看護師に協力依頼した内容 

離床のパンフレット 

術後離床目標シート 
新たに作成したｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ用紙 

①早期離床の目的や効果 

②早期離床を妨げる因子 

③早期に離床するための看護師から
の援助  

④安静臥床が長期化することによる
身体への影響 
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【Ⅴ．結果】研究前の従来のオリエンテーションの
みの患者の離床日と、研究による介入を行った患者
の離床日を以下に示す。離床日は平均値で表示。ま
た、それぞれの対象患者20名の内、目標の項目に到
達できるまでに要した最小と最大の日数を記載した。

〈研究前〉 〈研究後〉
項目：半坐位 項目：半坐位
平均術後1.05日 平均　術後1.05日
最小　術後　1日 最小　術後0日
最大　術後　2日 最大　術後2日

〈研究前〉 〈研究後〉
項目：端坐位 項目：端坐位
平均　術後　1.5日 平均　術後　1.7日
最小　術後　1日 最小　術後1日
最大　術後　3日 最大　術後3日

〈研究前〉 〈研究後〉
項目：立位 項目：立位
平均　術後1.95日 平均　術後2.15日
最小　術後　1日 最小　術後1日
最大　術後　4日 最大　術後3日

〈研究前〉 〈研究後〉
項 目： 膀 胱 留 置 
カテーテル抜去

項 目： 膀 胱 留 置 
カテーテル抜去

平均　術後2.55日 平均　術後3.05日
最小　術後　0日 最小　術後2日
最大　術後6日 最大　術後5日

〈研究前〉 〈研究後〉
項目：トイレ歩行 項目：トイレ歩行
平均　術後2.8日 平均　術後2.35日
最小　術後1日 最小　術後1日
最大　術後　9日 最大　術後5日

結果、半座位は有為な差がなく、術後ほぼ1日目で
行えていた。端坐位では、研究前で平均1.5日、研
究後で1.7日と、研究後のほうが0.2日平均日数を
多く要しているが、最小と最大の日数には、差が見
られなかった。立位では平均日数は、研究後のほう
が0.2日遅いが、目標までにかかった最大日数は1
日短かった。バルン抜去は、研究後のほうが平均日
数は0.5日遅いが、最大日数は1日短縮できていた。
トイレ歩行は研究後のほうが、0.45日早く目標を達
成できていた。また最大に要した日数に、研究前後
で4日という大幅な差が認められた。

＜データ収集期間＞ 

 ・研究前 

 Ｈ23年8月5日～10月7日に手術を受けた患者20名 

 ・研究後 

 Ｈ23年11月11日～12月28日に手術を受けた患者20
名に達するまで 

 

＜データ分析方法＞ 

  介入前・後の各患者20名の離床日を看護記録・目
標設定シートから情報収集して比較を行う。 

 

介入前後の早期離床率の変化 
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【Ⅵ．考察】手術後、患者は創痛や発熱、疲労感、
チューブ類による体動制限等により、安静にしてい
ることを望む傾向にある。周囲から早く動くように
言われても、思いと体が伴わないことも多い。なぜ
早期離床が重要であるのか認識できていない場合、
特に影響が大きい。看護師の適切な介入は、早期離
床に大きな影響を与える。疼痛コントロールやド
レーン類の整理、術後初めての離床の際に付き添う
などの看護介入を行うと同時に、患者自身が、早期
離床の利点を十分理解した上で取り組んでいくこと
ができるように援助を行うことが重要である。今回
の研究の結果、個別性やデータ件数が少ないなどの
影響で、明確な有為差が表れにくい部分があったが、
トイレ歩行の項目で、研究前後に4日という差が認
められた。以前は、体動時の創痛増強や倦怠感など
から、ベッドサイドで尿器やポータブルトイレによ
る排尿を行い、症状が落ち着いてもそのまま使用し、
実際には離床がすすんでいないケースが数件あった。
術前の早期離床に対する十分な説明が行えていな
かったため、高齢の患者や、体動時の創痛がある患
者では、あえて自室トイレまで歩行する必要性を感
じなかった可能性があると考えられる。研究による
介入後は、どうしても必要な状況の間のみ尿器など
を使用し、動ける状態になれば自室トイレへ移動で
きていた。また、以前には、離床を促した際、「も
う動いていいの ?」という発言や、家族から、「手
術したばっかりやのに、起きたらあかん。」という
発言が認められることが多くあったが、研究による
介入後はそのような発言が返ってくることがなく
なった。「今から散歩してくる。」と、患者から自

主的に離床に取り組もうとする姿が見られることも
あった。患者自身、目標を持ち、必要性を理解した
うえで、早期離床に向けて取り組んだことが、離床
までに要した日数を短縮させる変化をもたらしたと
考える。術前から、患者自身が目標設定に関与した
ことが、早期離床に対する印象を強くしたと考えら
れる。Barbara は、「ただ患者に知識を与えるだけ
では、学習や変化が起きるとは限らない。学習が行
われるためには、患者の学習ニードや目標を確認す
る際に患者自身を積極的に関与させることである」
2）と述べている。術前からの十分な説明と、目標
設定を通して、患者が主体的に早期離床に関与して
いくことができるように関ったことが今回の結果に
繋がったと考える。

また、研究メンバーのみでなく、病棟看護師全員に
依頼したことで、以前に比べて、離床についての看
護記録の記載が増え、（研究前の患者の離床に関す
る看護師が記載した記録数は、平均3.85。研究後の
平均記録数は4.95　）カンファレンスの議題として
取り上げることが多くなるなど、看護師側の認識に
も影響が現れていた。今回の研究が、看護師自身の
離床への関心や、積極的な介入に繋がったと考えら
れる。早期離床に関する情報を基に、離床目標を考
えるという時間を、患者・看護師が共有し、双方の
意識が高まったことで、術後のスムーズな離床に繋
げることができたと考えられる。
研究の限界として、今回の関わりでは、一律した方法
で介入を行った。人それぞれに合わせた関わりや、個
人の評価までに至ることはできなかった。今後個別性
を考えた対応を行っていく必要があると考える。

＜介入後の患者＞ 

・動ける状態になれば、自室トイレへ移動 

・患者自らが「散歩してくる」という発言 

・「もう動いてよいか」「手術したばかりなの
に安静にした方が良い」などの発言の消
失 

→患者自身が必要性を理解し、 

 目標を持ち自主的に離床に取り組む 

 

  研究で得られたトイレ歩行が可能になるまでの平均日
数2.35日を基準とし、研究介入前後の対象者のうち、そ
の平均日数内に達成できていた人数を表した。 

 
 

 
 
 
  

  結果、研究前から達成できていた人数は10名 

 研究後は13名であった。 

 

研究前 研究後 合計 

達成できていた人数 １０ １３ ２３ 

達成できなかった人数 １０ ７ １７ 

合計 ２０ ２０ ４０ 

｜529｜



【Ⅶ．結論】今回の研究から、以下のことが分かった。
1．早期離床に向けて、術前からの十分な看護介入

と、患者自身が目標を明確にもったうえで取り
組むことが、離床率の向上につながる。

2．患者と看護師が互いに協力をして早期離床に向け
て取り組んでいくことで、双方によい影響をもた
らし、看護の質の向上に繋げていくことができる。

【Ⅷ．今後の課題】今回の研究を進めていくうえで、
目標設定シートに、実際に離床できていても日付の記
載がない場合や、回収されていないことが数件あった。

看護記録には、患者の離床に関する記録を記載できて
いたため、データの抽出は行えたが、スタッフに看護
介入の方法が十分伝えることができていなかったこと
が要因であると考えられる。今後、早期離床に対する
アプローチを行っていくうえで、具体的な方法の提示
や手法の統一、実際の勤務状況で可能な方法の考慮な
ど、システム化に向けて改善していく必要がある。ま
た、今回の研究では、十分なデータ数を確保すること
ができなかった。より信頼性のある結果を導くために、
十分なデータ数を確保することも、今後の課題である。
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＜看護師側の変化＞ 

 

・看護記録への離床に関する記載が増加 

→介入前：平均３．８５回  

 介入後：平均４．９５回 

 

・カンファレンスで離床に関する議題の増加 

→看護師自身の離床への関心  

  積極的な介入 

＜結論＞ 

①早期離床に向けて、術前からの十分な看
護介入と患者自身が目標を明確にもったう
えで取り組むことが離床率の向上につなが
る。 

②患者と看護師が互いに協力をして早期離
床に向けて取り組んでいくことで、双方に良
い影響をもたらし、看護の質の向上につな
げていくことができる。 

 

十分なデータ数を確保することが 

できなかった。 

 

 

信頼性のある結果を導くために、 

十分なデータ数を確保する。 
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