
【考察】反省点は一時は座位能力向上し、回復傾向
であったが、脇腹の痛みを訴え頻度も減少し、廃用
を進めることとなった。
改善点は家族、ケアスタッフと移乗についての方法
を検討する機会を設け、最良の方法を実施すること
で回避できた可能性がある。

【結論】治療者はより一層の治療技術、知識の向上
を目指す必要がある。MSW 不在のため、退院、転
院時の他院や在宅ケアスタッフ、家族との連携体制
を整える必要がある。
リハスタッフが少人数のため知識、技術の面も含め、同
地域のほか PT と相談し合える体制作りが必要と思われる。

【はじめに】 今回、脊髄梗塞により移乗動作が困難
となった症例を担当しました。
日常生活において移乗動作は、生活の切り替え点に
存在するといわれており、本症例でも移乗動作の獲
得が必要と考えました。
また、本症例は地域サービスを中心とした介護が必
要でした。

これらを踏まえ、在宅復帰に向けた多職種との連携
について報告します。
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結論 
治療者はより一層の治療技術・知識の向上を目
指す必要がある． 
 
MSW不在のため退院、転院時の他院や在宅ケ

アスタッフ、家族との連携体制を整える必要が
ある． 

 
リハスタッフが少人数のため、知識、技術の面
も含め同地域他PTと相談し合える体制づくり． 

考察 
反省点 
 一時は回復傾向であったが、脇腹の痛みを訴え、
頻度も減少し、廃用を進めることとなった． 
 
改善点 
 家族、ケアスタッフと移乗についての方法の検
討等、事前に話し合い、共有することで回避でき
た可能性がある． 

はじめに 
 今回、脊髄梗塞により対麻痺を呈し移乗動作が困難
となった症例を担当した。 

 

 日常生活において移乗動作は、生活の様々な場面の
切り替え点に存在するといわれている。本症例でも今
後の生活動作に繋げるため、移乗動作獲得が必要と
考えた。 

 

 本症例は家人による介護力が乏しく、地域サービスを
中心とした介護が必要であった。 

 

 在宅復帰に向けた多職種との連携について報告する。 
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【症例紹介】症例は70歳代、男性、悪性リンパ腫
により脊髄梗塞を発症し、両下肢完全対麻痺、膀胱
直腸障害、Th7以下感覚消失を呈しました。また、
経過の中で仙骨部に褥瘡ができました。Y+5ヶ月、
当院入院となり、化学療法が施行されました。

家族構成は要介護者の長女と2人暮らし。
症例はしっかり者で何でも自分でやろうとする性格
でした。介入当初より外出、料理がしたいなどの訴
えがありました。

作業療法評価です。身体機能は両上肢 MMT3+、
筋持久力低下を認めました。基本動作は寝返りは
ベッド柵使用し上半身のみ可能、座位はベッド柵を
両手で支持し監視下で保持可能でした。Barthel 
Index は10点。認知面は病識について不十分な点
がありました。

介入計画です。
症例は、介護者がおらず、自己で身辺動作を行う必
要がありました。
また、ベッド上安静にすることで二次障害が生じる
可能性があること、
移乗動作を獲得することで外出・料理がしたいとい
う希望に繋がると考えました。

そこで長期目標は車椅子移乗自立とし、以下の訓練
計画を立てました。

症例紹介② 
 
 家族構成：長女(難病のため要介護者)と2人暮らし 
     娘二人は就労しており介護の協力は得にくい。 
 

 社会保障：介護保険要介護4 
 

 性格：しっかり者、何でも自分でやろうとする。 
 

 主訴：外出したい、車椅子に自由に乗りたい。 
     料理がしたい。 

 
 

３ 

症例紹介① 
 70歳代、男性 
 

 診断名：悪性リンパ腫による脊髄梗塞(Th7レベル) 
 

 病状経過： 
  X年Y月  MRIにてTh7に脊髄病変あり。 
  Y+2ヶ月 増悪、両下肢完全対麻痺(弛緩性)、 
         膀胱直腸障害、Th7以下感覚消失、 
         仙骨部褥瘡(４cm大のびらん潰瘍)あり。 
  Y+5ヶ月 当院入院、化学療法施行。 

 
 ２ 

介入計画② 
 
    
 長期目標：車椅子移乗自立 
 短期目標：車椅子移乗軽介助、寝返り動作獲得 

 
 訓練計画 
 筋力強化練習、基本動作練習、プッシュアップ練習 
 移乗動作練習 

 

６ 

介入計画① 
 
 本人にとって移乗動作は… 

 

 介護者がおらず、自己で身辺動作を行う必要がある。 
  →本人からも強く訴えがあった。 
 

 ベッド上安静により心身機能低下、活動性低下、褥
瘡の悪化など二次障害が生じる可能性があった。 

 

 移乗動作獲得で外出・料理がしたい本人の希望に繋
がる。 
 

        そのため、移乗動作獲得は必要！！ 
 ５ 

作業療法評価 
 身体機能：両上肢MMT３+、筋持久力低下 
 

 基本動作 
   寝返り：ベッド柵使用し上半身のみ可能 
  起き上がり：ギャッジアップ機能使用 
  座位：ベッド柵を両手で支持し監視下で保持可能 
 

  Barthel Index 10点 
 

 認知面：病識については不十分 

４ 
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経過です。
入院翌日より PT・OT 開始、1週間後車椅子乗車
を開始しました。

介入4週目より、車椅子横移乗練習を開始しました。
問題点として、上肢筋力不足、座位バランス不良、
危険予測不十分があり、軽介助に目標修正しました。
介入8週目頃から車椅子上でのプッシュアップが自
立レベルに達し、除圧管理可能となりました。

介入12週～退院までは、在宅を想定した環境下での
移乗練習開始、15週目に軽介助で可能となりました。
また、退院前訪問実施し、住宅改修と福祉用具の提
案を行いました。
拡大カンファレンスでは、リハビリより移乗動作は
軽介助での方法を提案しました。
また、訪問リハビリ担当者に院内リハビリの様子を
見学していただきました。
20週目に退院となりました。

全体の経過の流れです。

結果です。病状については、胸髄病変は改善がみら
れましたが神経障害は不可逆でした。筋力は両上肢
MMT4レベルに向上、Barthel Index は10点から
30点となりました。

結果① 
 病状：胸髄病変は改善も神経障害は不可逆 
 
 筋力：両上肢MMT3＋→4レベル 
 
 動作：寝返り 自立(体位交換自立) 
      座位 支持物用いて保持可能 
      移動 車椅子自走院内自立  
 
 Barthel Index １０点→３０点 
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全体の経過 
 

化学療法     1クール目    2クール目    3クール目     4クール目      5クール目           6クール目     

RH開始 1週目 4週目 

 

12週目 退院 
 

8週目 

 

16週目 

車椅子上除圧管理可能 車椅子駆動自立 

身体状況 

RH目標 

している
ADL状況 

できる
ADL状況 

退院前訪問指導 
連携 

主訴 

移乗動作自立 

移乗全介助 

褥創悪化 褥創改善傾向 

移乗動作軽介助 

体位交換自立 

熱
発 

熱
発 

熱
発 

熱
発 

熱
発 

移乗動作全介助、プッシュアップ困難 

車椅子駆動自立 

車椅子上でのプッシュアップ可能 

移乗動作軽介助 

ケアマネージャ決定 訪問リハビリ担当者、福祉用具業者との連携 

車椅子に自由に乗りたい 

外出したい、料理がしたい 

車椅子に一人で乗れると思う 

草むしりがしたい 
車椅子移乗は一人では怖い 

家へ帰っても不安 

退院日Y+8ヶ月半ばに決定 拡大カンファレンス 

車椅子乗車20～60分 

拡大カンファレンス 

経過③  
介入12週～退院まで 
 
 在宅を想定した環境下での移乗練習開始 
  →15週目に軽介助で可能 
 

 CM,PT,OTで退院前訪問実施 
 

 拡大カンファレンスを退院前に数回実施 
  →移乗動作軽介助での提案 
 

 退院までに訪問RH担当者がPT・OT数回見学 
 

 ２０週目退院 
 
 ９ 

経過②  
介入4週目～ 
 

 定期的な体位交換に介助必要 
 車椅子横移乗練習開始 
 問題点：上肢筋力不足、座位バランス不良、危険予測
不十分 

→長期目標を車椅子移乗動作自立から軽介助に修正 
 
 

介入8週目～ 
 

 車椅子上でプッシュアップ自立レベル(除圧管理可能) 
 車椅子自走しリハビリ室まで来室可能 
 ８ 

経過①  
介入１週目～ 
 
 入院翌日よりPT・OT開始、１週間後車椅子乗車開始 

 
 ２週間経過したところで褥創の悪化認め、１週間程度
ベッド上安静を余儀なくされPT・OT積極的に行えず。 
 

 以降、褥創の悪化はないが、上皮化が遅延した。 
 

 

７ 
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移乗動作はしている ADL は全介助、できる ADL
は軽介助。しかし、退院後在宅では全介助となり、
訪問リハビリにて移乗動作練習を継続することにな
りました。
訪問リハビリ介入約20週目に移乗、調理動作が自
立しました。

移乗動作獲得に向けて、症例は副作用などにより上
肢筋力も向上しにくい状況であり、移乗動作の自立
は入院中達成できないと思われました。リハビリで
機能訓練のほかに、本人に福祉用具の使用方法を獲
得して頂くためこれらの点を留意した動作練習を実
施しました。結果、移乗動作は危険予測の不十分さ
や下肢や褥瘡部分の管理が困難と判断し軽介助レベ
ルに留まりました。

また、退院後を見据えた取り組みとして、リハビリ
よりケアマネージャーに在宅プランの聴取、リハビ
リの現状報告など行いました。
訪問リハビリとは訓練場面の見学を通して情報交換
を行いました。
福祉用具業者とは在宅で使用する福祉用具を訓練場
面で使用し、調整依頼を行いました。
本人とはこれらの情報交換を行っていることを伝え
ました。
このように、入院時より多職種と関わることで、問
題点が整理しやすかったこと、本人にも在宅のイメー
ジが持て現実検討ができるようなったと考えます。
また、不十分であった点を訪問リハビリに伝えるこ
とで訓練導入が円滑に進み、結果として当初の目標
であった移乗動作の自立に達したと考えます。

在宅での移乗動作が全介助となったことについて、
カンファレンスでは軽介助で行なえるよう、動作手
順などを口頭で伝えましたが、実際には伝わってい
ないことが分かりました。
また、居宅サービスは褥瘡処置などが必要であり、

考察① 移乗動作獲得に向けて 
 

  
 

 
 
 
 
 
 

褥瘡 

筋力低下 

バランス能力 
低下 

対麻痺 

化学療法 
副作用 

プッシュアップ練習 
座位バランス練習 

福祉用具の提案・評価 
移乗動作練習 

車椅子上除圧管理獲得 
車椅子上動作獲得 

(駆動・物の出し入れなど) 

移乗動作 軽介助 

スライディングボードMサイズは自己で

ボード差し込み困難、前滑りの可能性あり
→Sサイズに変更。 

車椅子はアームサポート、フットサポート
着脱式とし、横移乗の障害物を除去 

褥瘡部分に車いすタイヤ等が干渉しないように、
動作時フィードバックしながら反復練習実施。 

下肢の管理(捻挫など)、バルーン管理等指導 

【理由】 
危険予測不十分 
下肢管理不十分 
褥瘡部の接触あり 

問題点 介入内容 結果 

12 

結果② 
 
 移乗動作はしているADL全介助、できるADLは目標
である軽介助に到達した。 
 

 在宅では全介助となり、訪問リハビリで移乗動作練
習を継続することとなった。 
 

 訪問リハビリ介入約２０週目に移乗、調理動作が自
立した。 

11 

考察③ 
 在宅で移乗動作全介助となったことについて 

 
 軽介助で行なえるよう、動作について口頭で伝えた
が、実際には多職種に伝わっていないことが分かっ
た。 
 

 居宅サービスは褥瘡処置、セルフケア管理などが
必要であり、移乗動作介助に重きを置けない状況で
あった。 
 
 

14 

考察② 退院後を見据えた取り組み 

 
 入院時より多職種と関わることで、問題点の焦点化、本人の

現実検討が可能。 
 訪問RHの訓練導入が円滑に進み、移乗動作自立に達した。 

 

ＲＨ 

Ｎｓ 

訪問ＲＨ 

福祉用具 
業者 

在宅プラン聴取、随時現状報告、リハビリ見学 ＣＭ 

病状、褥瘡についての情報交換、している・できるＡＤＬ
の情報共有(病棟カンファレンスなど) 

情報提供・意見交換 (訓練場面見学など) 
 (退院後の経過聴取) 

福祉用具の提案・情報収集、調整依頼 

本人 多職種との共通理解の促し 
(多職種と情報交換した内容について提示) 

13 
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移乗動作介助に重きを置けない状況であったことも
配慮すべきでした。

以上の点から、自立ではなく軽介助となった場合、
何らかの問題点があるため、問題点を介助者が補え
るかの意見交換が必要であると考えます。
また、時間的な制約や介助者能力に応じた提案と方
法について伝える必要があります。

【まとめ】連携の中で情報交換は重要ですが、本症
例を通して具体的な内容での意見交換が必要である
こと、伝え方や、傾聴の姿勢が大切であることを学
びました。本症例は退院後移乗動作が自立しました。
療法士として活動の可能性を広げていけるよう早期
から目標に向けて取り組むことの大事さを再認識で
きました。今回の問題点を改善し、今後の臨床に役
立てたいと思います。

写真は退院後在宅サービスの関わりにより移乗動作、
調理動作が可能となった症例の様子です。ご清聴あ
りがとうございました。

参考資料 
 市川洌：福祉用具・住宅改修セミナー資料、2012 

在宅での様子 
 

移乗動作 

調理動作 

まとめ 
 連携の中で情報交換は重要であるが、本症例を通
して具体的な内容での意見交換が必要であること、
傾聴の姿勢が大切であることを学んだ。 
 

 本症例は退院後移乗動作が自立した。療法士とし
て活動の可能性を広げていけるよう早期から目標
に向けて取り組むことの大事さを再認識できた。 

 
 今回の問題点を改善し、今後の臨床に役立てたい。 
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考察④ 
 自立ではなく介助となった場合、何らかの問題点が
あるため、問題点を介助者が補えるかの意見交換
が必要である。 
 

 身体機能・介助者能力・住環境に応じ、福祉用具を
選択し、使い方を伝えることが大切(市川) 

 

 →時間的な制約、介助者能力に応じた提案と介助
方法について伝える場を設けるなどの工夫が必要
である。 
 

15 
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