
　高齢者、特に認知症を有する患者では、環境や病
状の変化などに伴うせん妄状態の出現を頻繁に認め
ます。当該患者の生命保護や重大な身体損傷を防ぐ
こと、及び治療の必要性を優先し、やむを得ず身体
拘束を行っています。身体拘束は、人権を阻害する
ものであり速やかに解除すべきです。
　本研究では、身体拘束解除に関わる要因を明らか
にすることを目的としました。関連のありそうな要
因を予測し、データ収集・分析した結果を報告します。

　身体拘束中の患者の拘束解除時間を従属変数とし、
関連する諸要因14項目を独立変数として段階的重回
帰分析、変数減少法にて検討し、残った変数は7項目
となりました。研究期間は平成23年8～12月で、年
齢は平均85.8±5.3歳、解析事象延件数は437件でし
た。本研究での身体拘束とは、安全帯使用にて、身体
を拘束し、その運動・行動を制限することをいいます。

　重回帰分析とは、従属変数の動きを2つ以上の独
立変数の動きで説明できないかを検討する手法です。
本研究では、従属変数 y を拘束解除時間（最長9時
間）で検討しました。このような式で導き出すこと
ができます。実際に得たデータをエクセル入力し分
析しました。

演  題
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やる気をもって、身体拘束解除に取り組んでいますか ?
－身体拘束に関わる要因の検討－

発　表　者 清原　小百合 大分県　国東市民病院

共同研究者 伊藤　初美、大塚　知子、山本　香奈子、難波　恵津子

やる気をもって、身体拘束解除
に取り組んでいますか？ 

 

―身体拘束に関わる要因の解明― 
 

国東市民病院4病棟 
   ○清原 小百合 伊藤 初美 山本 香奈子 
    大塚 知子 難波 恵津子 

研 究 期 間 と 対 象 
 ●研究期間 

   拘束解除強化期間 

   通常期間 

 

       平成23年8月 

       平成23年12月 

 ●対象：  安全帯使用中の患者      23 人 

男／女 8／ 15 人 

年齢 85.8±5.3  歳 

 ●解析事象延件数 

   拘束解除強化期間内延件数 

   通常期間延件数 

合計 437 

102 

335 

件 

件 

件 

本研究での身体拘束とは、安全帯使用にて身体を拘束し、その
運動・行動を制限すること。なお、患者・家族に書面及び口頭に
て研究の同意を得た。 

背  景・目  的 

方  法 

 身体拘束中の患者の拘束解除時間（従属変

数）に関連する諸要因（独立変数）を段階的重

回帰分析で検討。 

検討方法 

 身体的拘束は、当該患者の生命を保護する
こと及び重大な身体損傷を防ぐことに重点を置
いた行動の制限であるが、人権を阻害するた
め速やかに解除すべきである。  本研究では、
身体拘束に関わる要因を明らかにしたい。 

 重回帰分析は、従属変数（y）の動きを、2つ以上の独

立変数 （x1、x2、･･･）の動きで説明する手法。一般に

は下記のように線形の式を想定し、実際のデータから

回帰係数a1、a2、･･･と定数項bを導く。 

 y = a1x1 + a2x2 + ･･･ + b 

重 回 帰 分 析 と は  

y： 従属変数 
x1、x2･･･： 独立変数 
a1、a2、･･･： 回帰係数   
b： 定数項 y 

x1 

x2 

x3 

X？ X？ 
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　検討した独立変数は、ポスターに示しています。
さらに、強化期間での看護師の行為を拘束解除努力

（やる気）ありとして要因に加えました。

　変数間の相関関係をみた図です。それぞれが互い
に相関が強い変数はないことがわかります。
　重回帰分析の結果は重相関係数 R 0.526、決定係
数 R2 0.276、自由度修正済み決定係数 0.264でした。
回帰係数と標準回帰係数は表のようになりました。

　赤で表示している2項目は解除に向かい、水色で
表示している4項目が拘束に向かう要因で、円の大
きさで関係性の深さを表しています。
　このグラフは実測値と予測値を示しています。実
際の拘束時間が6時間、80歳代の過活動型せん妄で
情報交換会あり、チューブ・挿管なし、家族の付き
添いなし、やる気ありの看護だと予測値5.46と算
出されました。

拘束 or 解除 チューブ・ 
挿管 

介入シート 
の利用 

家族の 
付き添い 

やる気 

情報 
意見交換 

せん妄 
状態 

年齢 

身体拘束に関わる要因 (独立変数） 
・年齢                  ・チューブ装着・挿管の有無          
・情報・意見交換会の有無  ・家族の付き添い時間               
・せん妄状態（過活動型、混合型）   ・介入シートの利用の有無 

・看護師の解除努力（やる気）＊の有無   

＊）拘束解除強化期間での行為を拘束解除努力（やる気）有りとした 

独立変数  回帰係数 
標準回帰 

係数 
偏相関 

係数 
Ｆ値 Ｐ値 相関係数 寄与率 

せん妄過 -3.574 -0.359 -0.34186 56.770 5.25E-13 -0.270 0.097 
やる気 1.321 0.135 0.111428 5.394 0.015818 0.187 0.025 
せん妄混 -3.029 -0.282 -0.26688 32.898 1.01E-07 -0.040 0.011 
チューブ・挿管 -4.512 -0.334 -0.27164 34.177 1.48E-08 -0.219 0.073 
家族付き添い 0.463 0.218 0.216651 21.128 7.52E-06 0.186 0.041 
情報意見交換 -1.475 -0.153 -0.15862 11.073 0.000764 -0.206 0.032 
８０代 -1.099 -0.131 -0.14057 8.648 0.089268 0.0205 -0.003 
定数項 10.289 136.194 9.36E-22 

データ数  437、  

重相関係数Ｒ  0.526、    決定係数Ｒ2 0.276、   自由度修正済み決定係数 0.264 

要因 偏差平方和 自由度 平均平方 Ｆ値 Ｐ値 F(0.05) F(0.01) 

回帰 2071.03389 7 295.862 23.3901 6.55E-27 2.030926 2.681109 
残差 5426.43264 429 12.64903 
計 7497.46653 436 

重 回 帰 分 析 の 結 果 

拘束解
除時間 

８０代 ９０代 せん妄
過 

せん妄
混 

チュー
ブ・挿
管 

家族の
付き添
い 

介入
シート 

情報意
見交換 

拘束解除時間 1 

８０代 0.020 1 

９０代 -0.002 -0.755 1 

せん妄過 -0.270 -0.080 0.225 1 

せん妄混 -0.040 -0.033 -0.146 -0.251 1 

チューブ・挿管 -0.219 -0.293 0.221 -0.032 -0.401 1 

家族の付き添い 0.186 -0.094 0.176 0.088 0.002 0.090 1 

介入シート 0.062 0.106 -0.042 0.123 0.121 -0.262 0.166 1 

情報意見交換 -0.206 -0.064 0.160 0.336 0.106 -0.030 0.197 0.059 1 

やる気 0.187 0.197 -0.058 0.213 0.219 -0.534 0.357 0.493 0.265 

変 数 間 の 相 関 係 数 

身体拘束・解除要因の概要図 

チューブ 
・挿管 

家族の 
付き添い 

やる気 

情報 
意見交換 

過活動・混合型 
せん妄 

年齢 
80歳代 

 
拘束 or 解除 

実 測 値 と 予 測 値 
予測式 Y=  
 －3.574×譫妄過（有で１, 無で０）＋1.321×やる気（有で１, 無で０) 
 －3.029×譫妄混（有で１, 無で０)  －4.512×チューブ・挿管（有で１, 無で０) 
 ＋ 0.463×付添い時間（実数）       －1.475×意見交換（有で１, 無で０） 
 －1.099×年齢(80代で１, 70代/90代で0)   ＋10.289(定数項) 

-2 
0 

4 

8 

12 

0 2 4 6 8 10 

例）・80代の過活動型譫妄で、・情報意見交換会あり、 
  ・チューブ・挿管なし、 ・家族の付き添いなし、 
  ・やる気のある看護だと、 予測値＝５．４６ 

症  例  
・90歳女性、頭部打撲・脳挫傷・認知症 

・入院時より絶食、持続点滴、見当識障害、不穏あり自己抜針を繰り
返す 

・短縮への取り組み ： 点滴を日勤のみとした、興奮時の家族付き
添い依頼、  家族不在時は 車イス移乗し NS見守り 

・転帰： 約2週間で抑制解除 

病日 0 

4 

8 

10 2 4 6 8 

付添い時間 

14 12 

時 

間 

解 除 時 間 

やる気有り 
せん妄状況 
チューブ有 → 無 
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　ここで、拘束解除できた症例をあげます。90歳、
女性で認知症がある患者です。点滴を日勤のみとし、
せん妄出現時に家族の付き添いを依頼し、家族不在
時は車いす移乗し看護師が見守るなど短縮への取り
組みを行い、約2週間で完全解除できました。

　考察です。重回帰分析にて有意な回帰式を得まし
たが、決定係数0.276でモデルの適合度は十分では
なかったです。他の要因を組み入れて再検討する必
要があります。勤務体制や入院患者数の関係でマン

パワー不足となり、安全面を重視し解除に消極的と
なることが推測されました。

　結論です。身体拘束解除に影響する要因について
検討しました。付き添い時間、年齢（80歳代）、情
報・意見交換、せん妄状態、チューブ・挿管の要因
に加え、スタッフの解除に向かおうとする意気込み
も深く関わっていました。本研究の結果を踏まえ、
日々アセスメントを行い、人権を尊重し、身体拘束
解除に向けた看護を目指していきたいです。

考  察 
 ・ 重回帰分析にて有意な回帰式を得たが、
決定係数０．２７６でモデルの適合度は十分
でなかった。 他の要因を組み入れて要再検
討。 

  ・ 解除延長の要因は、「やる気」、「付添い
時間」、短縮要因は「譫妄」、「チューブ・挿
管」、「意見交換有」、「年齢80代」と考える。 

 ・ 相対的なマンパワー不足時には安全面を
重視するあまり、拘束延長に向うと推測され
る。  

結  論 

  身体拘束解除に影響する要因につ
いて検討した。 

  付き添い時間、年齢（80歳代）、情

報・意見交換、せん妄状態、チューブ・
挿管の要因に加え、スタッフの拘束解
除に向おうとする意気込みも深く関
わっていた。 

演  題
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人工膝関節置換術を受ける患者へのパンフレットを作成して

発　表　者 楠本　寛幸 熊本県　上天草市立上天草総合病院

共同研究者 佐藤　亜希

【Ⅰ．はじめに】　当院では人工膝関節置換術（以下
TKA と略す）が平成20年度より行われるように
なった。
　その中で TKA を受ける患者へ術前検査や自己血
貯血の日程を口頭やメモ紙を使って行っていたが、
診察日を間違って来院する患者、同じことを質問す
る患者が多く説明不足を痛感する場があった。また
TKA を受ける患者の年齢が70歳を超えるケースが
多いため、より理解が難しいのではないかと考えた。
そこで説明内容を明文化すると共に、手術に対し理
解を深める事が出来るように、パンフレットを作成
し、使用した結果をここに報告する。

【Ⅱ．目的】

①術前準備を確立させる。
②手術に対しての理解を深める。

③術後のリハビリ・退院後日常生活での注意点が理
解できる。

【Ⅲ．方法】

1）期間：平成23年6月～平成23年9月
2）対象：上記期間に TKA を受けた患者13名

男性　8名　女性　5名
平均年齢　80歳（75～87歳）

3）方法：パンフレット作成後、アンケート調査実施
4）倫理的配慮

対象者に、研究の趣旨・目的を伝え、アンケー
トで得たデータは本研究以外では使用しないこ
とを伝え同意を得た。

【Ⅳ．結果】

①入院までの流れは理解できましたか。
100% の患者が理解できた。
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