
　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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②自己血貯血の流れが理解できましたか。
92% の患者が理解でき、理解できなかった理由
として、流れや注意点があるがイメージが出来
なかった。と意見があった。

③手術前・後の流れが理解できましたか。
67% の患者が理解でき、理解できなかった理由
として、大まかに書かれていて分かりづらかっ
た。と意見があった。

④リハビリ・退院後の注意について理解出来ましたか。
100% の患者が理解でき、何に注意して生活すれ
ば良いか分かりやすかった。自分で出来る運動
も書いてほしかった。と意見があった。

⑤パンフレットは見やすいですか。
　61% の患者が見やすいと回答があり、見にくい

との意見では、分からない言葉があった。とい
う意見があった。

　その他の意見として、前回の手術の時にもパンフ
レットがあったら分かりやすそうだった。パンフレッ
トで大体のことは分かったが、パンフレットのよう
に順調にいくか不安があった。などの声が聞かれた。
　また、パンフレットの使用を始めてから、診察日
の間違いがなくなり、逆に患者からパンフレットを
見ながら次回の受診日を確認する姿が見られた。

【Ⅴ．考察】　パンフレットを用いた説明後より、
診察日の間違いがなくなり、アンケート調査結果か
ら、前回の時にもあった方が良かったとの声が聞か
れ、パンフレットを作成し、使用しての説明は手術
に対しての理解を深めるために効果的であったと考
えられる。また対象者の平均年齢が80歳と高齢で
あったが、理解できるとの回答が多く、高齢の患者
にも効果的であった。しかし、イメージがつかない
処置があるなど、患者にとって理解しがたい内容も
あり、イラストや写真などを使い、より分かりやす
くするための工夫が必要である。そして、自分で出
来るリハビリも知りたいという積極的な意見もあり、
これは患者独自で出来るリハビリやその注意点など
を取り入れ、改善を図っていく必要がある。また、
今回のパンフレットには手術前後の流れの中で、当
院の TKA 患者用パス表を使用しており、そこでは
大まかに書かれていて分かりづらかったと意見があ

り、患者用パス表の見直しの必要が出てきた。
　その他に、手術に対する不安がみられ、パンフ
レットにより手術に対する予備知識を作ることはで
きたが、必ずしもそれが手術に対しての不安を取り
除くものではないと思われる。特にパンフレットで
紹介している術後の経過は一般的な内容を記してい
る物に過ぎず、自分がパンフレット通り順調に経過
するのか、そのような心配が不安につながったと考
えられる。そのためには、術後の経過には個人差が
あること、またリハビリに関しては理学療法士と相
談し、スケジュールを立て直しながら、その人に合
わせて無理なく行っていく事の説明や指導を行うこ
とで、不安の軽減が図れるのではないかと考えられ
る。

【Ⅵ．結論】　今回のパンフレット作成、使用した
ことにより、患者が手術に対して理解を深める1つ
の方法となった。しかし、より理解を深めるために
は、内容を改善する必要が残された。

【Ⅶ．終わりに】　今回自分たちで作成したパンフ
レットの有用性、また改善点も分かりました。今後
も改善を行いながら使用し、そして患者・スタッフ
の意見を取り入れ、よりよいパンフレットを目指し
ていきたいと思います。
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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、何度も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 
･術前準備を確立させる。 

･手術に対しての理解を深める。 

･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 
･期間：平成23年6月～平成23年9月 

･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） 

･方法：パンフレット作成後、アンケート調査実施 

･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。 

     作成したパンフレット 

人工ひざ関節手術を
受けられる患者さまへ

上天草総合病院 整形外科外来

人工ひざ関節とは？人工ひざ関節は、特殊な金属やセラミックなどでつく
られていて、痛んだひざ関節に代わって、患者さんのからだを支えてくれます。
一般的に耐用年数は１５～２０年で、70歳以上の方が対象となります。大きさ
や機種など、患者さんに適したものを選んで使用します。

手術を受ける前に確認しよう
①症状を見極める
人工ひざ関節を使用する最大の目的は「日常生活に支障をきたす痛み

を取り除くこと」です。たとえば強い痛みがあったとしても、薬などでよくな
る場合もありますし、変形があった場合でも、痛みがないこともあります。

手術が必要なのは、特に痛みがひどく、日常生活に支障がある場合で
す。

担当医や病院スタッフとよく相談し手術を受けるかどうかを決めます。
②全身の健康もチェック
人工ひざ関節置換術は、からだに大きな負担がかかります。ですから、

他の病気があったり、薬を服用している場合などは、手術が行えるかどうか
よく調べることが重要です。

１

手術が決定してから入院まで

①服用中の薬（薬店で購入したものなども含む）がある場合は、す
べて担当医、看護師にお見せ下さい。

②入院前にはレントゲン、心電図、血液などの検査があります。

③自己血貯血（自分の血を貯めておく）
他人の血液を輸血することによる副作用を避けるために、手術

前に患者さん自身の血液（自己血）を貯めておき手術中や手術後に
輸血する場合があります。

手術後６００～１０００ｍｌ程度の出血があります。
2～3回に渡り計画的に血液を採取します。血液採取後貧血を

防ぐために鉄剤を服用してもらいます。計画は次ページのようにな
ります。

２
３

自己血貯血の流れ

①受付をしてから整形外科外来前にて
お待ちください。

②中央処置室にて自己血貯血を
行います。

③採血をしてその結果で、血液の
採取量を決めます。

④血圧を計ります。

⑤5～15分程度かけて、血液を採取します。

⑥血液採取後、血圧の低下を防ぐため、30分かけて点
滴をします。

⑦採血をします。

⑧患者様によっては、採血で減少した血液を増やすた
め、肩に注射をします。

⑨採血部位の止血、立ちくらみのないことを確認の上
帰宅してください。

⑩採血終了後、2～3時間は、激しい運動、入浴は避け
てください。

⑪1回目の貯血後より貧血の薬を服用していただきま
す。

その他分からないことがありましたら整形外科外来まで
お尋ねください。

４

手術までの日程

手術予定日 平成 年 月 日(火)

1回目の来院日 平成 年 月 日
AM 11時

採血 自己血貯血を行います。
服用している薬の説明書を持参してください

2回目の来院日 平成 年 月 日
AM 11時

採血 レントゲン 心電図 自己血貯血を行
います。

3回目の来院日 平成 年 月 日
AM 11時

必要時採血 自己血貯血を行います。
手術及び入院の説明を行いますので、家族の

方も一緒にお越しください。

入院日
平成 年 月 日 PM ２時

手術後は、後療法を大切に

手術後の処置は?

チューブから出る出血
の量を測定したり、血
圧を測ったりするなど
状態が安定するまで頻
繁に対応します。

患者さんの状態を正確
に把握するためしばら
くは、心電図をつけて
おきます。

出血量を確認したり、血
液検査を行いながら、状
況に応じて輸血します。

入院期間につきまして患
者さんの状態や年齢、本
人の意欲などによって異
なりますが通常１～３か
月です。

６

手術が終了すると、病
室に移動しますが、患
者さんの状態を確認し
ながらさまざまな対応
をしていきます。

リハビリテーション

まずは、簡単な運動からスタート

リハビリテーションは、手術翌日から行います。まず
は、ベットの上で簡単な運動からスタートし、患者さ
んの状態を確認しながら、少しずつ負担のかかる運
動に移行していきます。平均的に、手術後３日目で
病室内の歩行が可能になり、その後１週間ごとに平
均棒や歩行器などを使って運動を進めていきます。

手術後４週間を経過すると、普通の歩行が可能に
なり、さらに階段の昇降運動なども取り入れ、退院後
の日常生活がスムーズに行えるようにしていきます。

リハビリテーションの例

①ひざ周辺の筋肉を鍛える
「筋肉強化訓練」太ももやひざの周囲の筋肉を鍛

えながらひざ関節がからだを支えることができるように
筋肉を回復する運動です。

②ひざの柔軟性を回復させる
「可動域訓練」

ひざの曲げ伸ばしを行います。はじめは小さ
い角度で行い、少しずつ可動範囲を広げていき
ます。

③血行をよくし筋肉をほぐす
「物理療法」
赤外線治療器などを使って、ひざや周辺の筋

肉を温め、血行を促進します。 ７

退院後は、、、

８

•リハビリテーション

退院後もリハビリテーションが必要な場合もあ
ります。その場合、通院しながら行うことになり
ますので、担当医とよく相談し計画を立てまし
ょう。

•定期健診

退院後は、患者さんの
ひざ関節の状態を確認
しますので必ず診察を
受けるようにしてくださ
い。目安としては、１か
月、３か月、６か月で、
その後は、６か月ごとに
受診するようにしてくだ
さい。

退院後の注意は？

•姿勢
正座やあぐらは、人工関節に大きな負担がかかるため、できるだ
け避けてください。

•自転車の運転
自転車の運転はできますが、坂道を登るときは、降りて押す方が
人工関節にかかる負担が少なくてすみます。

•家事
床ふきには、モップを使ったり、洗濯ものを干す
ときには両足を開いて片足だけに体重がかからな
いようにしたり、買い物では、ショッピングカー
トを使って重い荷物を持たないなど、人工関節に
大きな負担をかけないようにしてください。
常時１０Ｋｇ以上の荷物は持たないように
しましょう。

•着替え
ズボンやパンツは必ず椅子に腰かけてはいて
ください。足を入れる順番も最初に手術した
足から入れてください。

•入浴
マットを敷くなどすべらないようにしてくだ
さい。浴槽の出入りも手術をしていない方の
足を先にしてください。

•トイレ
様式トイレをできるだけ使用することをおすす
めします。和式トイレしかない場合は、人工関
節に負担をかけないよう十分注意してください。

•運動
散歩やグランドゴルフなどの軽い運動や体重のかか
りにくい運動は、体に負担のかからない程度であれ
ば大丈夫です。

９

 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。 

 意見として 

・入院までの日程が書いてあり分かりやすい。 

・（家族）本人が忘れやすいため、日程が書いて

あり助かった。 

②自己血貯血の流れが理解できましたか。 

          92％が理解できた。  

 意見として 

・流れや注意点があるがイメージが出来なかった。 

③手術前・後の流れが理解できましたか。 

    67％の患者が理解できた。 

理解できなかった理由として 

･大まかに書かれていて分かりづらかった。 

④リハビリ・退院後の注意について理解出来ましたか。 

 100％の患者が理解できた。 

意見として 

・何に注意して生活すれば良いか分かりやすかった。 

・自分で出来る運動も書いてほしかった。  

⑤パンフレットは見やすいですか。 

 61％の患者が見やすいと回答があった。 

見にくい意見として 

・分からない言葉があった。  

Ⅴ．考察 
 パンフレットを用いた説明後より、診察日の間違いがなくなり、アンケート調査結果、前回の時にもあった方が良かったとの声が聞かれ、パンフレットを作成し、使用しての説明は手術に

対しての理解を深めるために効果的であったと考えられる。また対象者の平均年齢が80歳と高齢であったが、理解できるとの回答が多く、高齢の患者にも効果的であった。しかし、イ

メージがつかない処置があるなど、患者にとって理解しがたい内容もあり、イラストや写真などを使い、より分かりやすくするための工夫が必要である。そして、自分で出来るリハビリも知

りたいという積極的な意見もあり、これは患者独自で出来るリハビリやその注意点などを取り入れ、改善を図っていく必要がある。また、今回のパンフレットには手術前後の流れの中で、

当院のTKA患者用パス表を使用しており、そこでは大まかに書かれていて分かりづらかったと意見があり、患者用パス表の見直しの必要が出てきた。 

 その他に、手術に対する不安がみられ、パンフレットにより手術に対する予備知識を作ることはできたが、必ずしもそれが手術に対しての不安を取り除くものではないと思われる。特に

パンフレットで紹介している術後の経過は一般的な内容を記している物に過ぎず、自分がパンフレット通り順調に経過するのか、そのような心配が不安につながったと考えられる。その

ためには、術後の経過には個人差があること、またリハビリに関しては理学療法士と相談し、スケジュールを立て直しながら、その人に合わせて無理なく行っていく事の説明や指導を行

うことで、不安の軽減が図れるのではないかと考えられる。 

Ⅵ．結論 
 今回のパンフレット作成、使用したことにより、患者が手術に対して理解を深める１つの方法となった。しかし、より理解を深めるためには、内容を改善する必要が残された。 

・前回の手術の時にもパンフレットがあったら分かりやすそうだった。 

・パンフレットで大体のことは分かったが、パンフレットのように順調にいく

か不安があった。  

その他の意見として 
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