
いかに大切なことなのかを改めて考えさせられ、リ
ハビリテーションの原点である「ノーマライゼー
ション」を実践する努力を今後も怠ってはいけな
いと感じました。
今後も陰ながらではありますが彼らに寄り添い、必

要な時に微力ながらも必要な手を差し伸べられる存
在でありたいと思います。

　在宅呼吸ケア白書2010では、在宅酸素療法（以
下 HOT）を導入している患者の多くが「療養生活
で教えてほしい項目」に、「日常生活動作の息切れ
を軽くする工夫」を一番にあげている。この項目は、
HOT 導入時に多職種が介入し教育を行っている。
当院では、看護師による教育の他に、理学療法士・
作業療法士による呼吸指導や ADL 動作指導など日

常生活に直結した教育を行っている。
　しかし、在宅呼吸ケア白書の結果からは、病院で
の指導内容を在宅生活に反映できていない可能性が
考えられる。

　以上の背景から、今回の目的は、病院での患者教
育に、在宅での患者教育を加え、指導内容を在宅生
活に反映し、自覚症状の改善を図る事である。

在宅酸素療法を導入した慢性呼吸不全患者
に対する１ヶ月間の退院後訪問リハビリ

テーション指導の効果 
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 在宅酸素（以下HOT）を導入している患者の多くが
「療養生活で教えてほしい項目」に、「日常生活動作の
息切れを軽くする工夫」などをあげている 
                (在宅呼吸ケア白書2010) 

 
   指導内容が在宅生活に十分に反映できていない 
 
   
  

はじめに 

目的 

指導内容を在宅生活に反映し、自覚症状の改善を図る  

病院での患者教育  在宅での患者教育  

H23年8月～H24年4月にHOTを導入した15例 
    

対象 

訪問指導の希望 あり（実施群） なし（非実施群） 

人数 11 4 

年齢 78.2 ± 7.7 76.5 ± 5.0 

 
疾患内訳 

間質性肺炎3例 
肺結核後遺症7例 

肺癌術後低肺機能１例 

肺気腫1例 
間質性肺炎1例 

肺結核後遺症2例 
 

%VC 65.7 ± 25.7 48.8 ± 7.1 

%FEV1.0 71.3 ± 20.1 60.7 ± 17.9 
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在宅酸素療法を導入した慢性呼吸不全患者に対する
1か月間の退院後訪問リハビリテーション指導の効果

発　表　者 津川　義弘 香川県　三豊総合病院企業団

共同研究者 木村　啓介、南木　伸基、山地　康文
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　対象は H23年8月～ H24年4月に HOT を導入
した15名とし、訪問指導の希望があった患者を実
施群、希望がなかった患者を非実施群とした。
　詳細はスライドの通りである。

　自覚症状の効果判定として、慢性呼吸器疾患患者
の ADL 評価である NRADL を使用した。
　NRADL は、動作速度・息切れ・酸素流量の項
目を、0点の悪いから3点の良いに点数化している。
　実施群は初回訪問時と1ヶ月後に実施し、非実施
群は退院後1週目と1ヶ月後に電話で実施した。

　指導内容の効果判定として、在宅呼吸ケア白書
2010の「療養生活で教えてほしい項目」を使用し
た。
　この項目は、日常生活動作の工夫、呼吸訓練、病
気の過程、パニックコントロール、運動から当ては
まるものを選ぶものである。
　この項目も NRADL ともに合わせて同時期に実
施した。

　訪問リハの内容は、週一回の訪問時に、病院で指
導した内容の確認と、個々の生活環境に応じ指導内
容の修正を行った。
　歩行では SPO2を計測をしながら、呼吸困難感の
原因を確認した。また、歩行が不安定な場合は、2
輪式キャリーから4輪式キャリーに変更し、歩行が
行いやすい環境を設定した。
　動作時の呼吸困難感に対しては、呼吸介助等を行
い呼吸法の理解を促した。
　筋力向上や呼吸機能改善を目的とした体操を家人
も交えて確認した。
　ADL は家事動作も含め確認を行った。
　以上の内容を1ヶ月間限定で実施した。

　黄色が開始時、赤色が終了時を表す。
　実施群は全項目で改善が得られ、階段と外出を除
く項目では、2点の「ゆっくりであれば休まずでき
る」に改善する患者が多かった。
　階段は寝室を1階に変更した、または生活で階段
を使わないため0点となる患者がほとんどであった。
　外出は開始時にほとんどの患者が行えていなかっ

 
ADL動作毎に、動作速度・息切れ・酸素流量を 
0点（悪い）〜3点（良い）に点数化している 

 
 

  
慢性呼吸器疾患患者のADL評価であるthe Nagasaki 
University ADL Questionnaire(以下NRADL)を使用 
 

自覚症状の効果判定 

実施群 ：初回訪問時と１ヶ月後に問診で実施 
 
非実施群：退院後１週目と１ヶ月に電話で実施 

 
日常生活動作の工夫・呼吸訓練・病気の過程 

パニックコントロール・運動 

  
在宅呼吸ケア白書２０１０の「療養生活で教えてほし
い項目」を使用 
 

指導内容の効果判定 

実施群 ：初回訪問時と１ヶ月後に問診で実施 
 
非実施群：退院後１週目と１ヶ月に電話で実施 

週1回の訪問時に、病院で指導した内容の確認と 
個々の生活環境に応じ指導内容の修正を行った                 

 
    

1ヶ月間限定で実施   

訪問リハ内容 

歩行 呼吸法 体操 ADL 

結果  動作速度 

0.0

1.0

2.0

3.0
食事 

排泄 

整容 

入浴 

更衣 

移動 

階段 

外出 

0.0

1.0

2.0

3.0
食事 

排泄 

整容 

入浴 

更衣 

移動 

階段 

外出 

実施群 非実施群 

0:できない 1:休憩が必要 2:ゆっくりであれば休まずできる 3:スムーズ 

開始時 

終了時 
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たが、終了時には休憩が必要ながらも全例が行える
ようになった。
　したがって、全例で外出機会は増加したといえる。

　息切れは、実施群でほとんどの項目において改善
を認めた。
　外出は全例が行えるようになっているものの、息
切れはきついと答えていた。
　しかし、息切れの程度に関わらず外出しているこ
とから、呼吸法やパニックコントロールで対応する
など自己管理が行えている結果と考えられる。
　なお、酸素流量は、導入時の処方流量のままのた
め変化は認められなかった。

　実施群の指導要望では、全例で日常生活動作の工
夫を教えてほしいという希望があり、その内容は屋
内活動に関するものであった。
　1ヶ月後も引き続き希望する患者が存在するものの、
その内容は屋外活動に関するものに変化していた。
　したがって、今回の目的である指導内容を在宅生
活に反映させることはおおむね達成できているとい
える。

　非実施群の指導要望の希望はほとんどなく、無関
心を表す結果となった。

　自覚症状では、動作速度・息切れで改善が得られ
た。
　これは、実際に指導内容の確認を行い、生活環境
に応じて指導内容を修正した結果、患者や家族の指
導内容に対する理解が得られ、生活に反映できるよ
うになったためと考えられる。
　中央の写真のように、病院で指導した洗髪動作を
自宅の浴室で確認するだけでなく、環境が患者に
とって不適切な場合は、　シャワーチェアの導入な
ど環境設定を行い、息切れが改善するか確認を行っ
た。
　このように、訪問指導は動作の確認だけでなく、
実際に自宅でどのように行っているかを確認し、指
導を修正できるため有効であったといえる。

結果  息切れ 

0.0

1.0

2.0

3.0
食事 

排泄 

整容 

入浴 

更衣 

移動 

階段 

外出 

0.0

1.0

2.0

3.0
食事 

排泄 

整容 

入浴 

更衣 

移動 

階段 

外出 

実施群 

0:耐えられない 1:きつい 2:楽である 3:まったく感じない 

非実施群 開始時 

終了時 

結果 実施群での指導要望 

（人） 
屋内活動に関するもの 

屋外活動に関するもの 

結果 非実施群での指導要望 

（人） 

指導要望なく無関心 

考察 

動作速度・息切れの改善が得られた 
 
 

生活環境に応じて指導内容を修正した結果、 
指導内容を在宅生活に反映できるようになった 
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　指導要望が「屋内活動に関する工夫」から「屋
外活動に関する工夫」に変化したのは、外出機会
の増加に伴い、新たな QOL 向上を獲得するために
必要になったためと考えられる。
　趣味のガーデニングを再開できるようになり、さ
らに庭園全体を整備するために重量のある農機具を
使いたい患者や、実際の札所で動作指導等を行い四

国88カ所巡りを再開するようになり、できるだけ
歩き遍路をしたい患者、いきつけだった喫茶店に歩
いて通えるようになり、次は孫と買い物に行きたい
患者などがあげられる。
　以上より、訪問指導により指導内容を在宅生活に
反映することで自覚症状の改善は得られることから、
訪問指導は有効と考えられる。

指導要望が「屋内活動に関する工夫」から 
「屋外活動に関する工夫」に変化した 

 
 

外出機会の増加に伴い、新たなQOL向上が目的のため 
 

考察 

まとめ 

・HOT導入した慢性呼吸不全患者に対し、 
 退院後訪問指導を実施した 
 
・実施群ではNRADLの改善を認めた 
 
・指導要望は「屋内活動に関する指導」から 
 「屋外活動に関する指導」に変化した 
 
・今回の目的である指導内容を在宅生活に 
 反映することはできた 
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人工膝関節置換術（TKA）後の下腿前外側近位1/2部の
歩行時痛について

発　表　者 橋口　功 長崎県　平戸市立生月病院

【はじめに】人工膝関節全置換術（以下 TKA）は主
に変形性膝関節症による痛みに対し、除痛を目的に
実施される。しかし膝関節の痛みは軽減されるもの
の、術側の下腿前外側近位1/2部に歩行時痛を呈す
る症例を数名経験した。この痛みについて2症例を
通して報告する。

人工膝関節全置換術後の下腿前 
外側近位1/2部の歩行時痛について 

平戸市立生月病院 
橋口功 

        【はじめに】 
人工膝関節全置換術（以下ＴＫＡ）は主
に変形性膝関節症による痛みに対し、
除痛を目的に実施される。しかし膝関
節の痛みは軽減されるものの、術側の
下腿前外側近位1/2部に歩行時痛を呈
する症例を数名経験した。この痛みに
ついて考えられる要因と対処法につい
て2症例を通して報告する。 

｜1193｜




