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日常生活援助に座位を取り入れることでの廃用症候群予防

発 表 者 柏井 あずさ （山口県：周防大島町立東和病院）

共同研究者 野崎 俊宏、伊藤 ひかり

は重要な働きかけとなるが、今回、患者のそば

で接している病棟看護師が、自分たちのちょっ

とした関わりで患者が変化していくことを再認

識できた。病棟看護師は広い視点を持ち、いろ

いろな角度から情報を集め分析し、ケアを行わ

なければならない。症状のみにとらわれず、患

者背景も把握した上で、退院にむけてチーム医

療のキーマンとしての役割を果たしていきた

い。
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はじめに

瀬戸内海にある A病院の地域は、人口減少が

著明で、高齢化率は４８％である。高齢者のみの

世帯は全世帯の４８％となっており、若者は島の

外へ出ていき、過疎化の進んでいる地域である。

A病院の地域の高齢者は農業、漁業の主要役割

を担っている。A病院では、入院患者も平均年

齢約８１歳と高齢者が多く、入院して臥床時間が

長くなると廃用症候群を引き起こしやすい。高

齢者が多い地域の病院の役割として、病気の治

癒や症状の緩和だけでなく、入院前と同じ身体

機能の維持、そして社会復帰ができることが求

められる。

A病院においても、在宅復帰を目標にするに

は、チームとして積極的なかかわりが求められ

ている。
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病状や体力の低下のために離床を勧めること

が不可能でも、日常の生活の中で“座る”とい

う動作をすることで ADL、救護区分に変化が見

られたためここに報告する。
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用語の定義

・高齢者：６５歳以上の者

・担送：ストレッチャーやベッドでの移動

・護送：車椅子や歩行器での移動

・独歩：何も使用せず歩行
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�．方法
１．対象

１）護送の入院患者

２）担送の入院患者（座位保持が出来ない入

院患者、絶食者、経管栄養者は除く）

２．実施方法

１）臥床生活によって身体に引き起こるこ

と、ベッドサイドで可能な運動について

作成したパンフレットを用い説明する

２）清拭や手浴、足浴などの清潔ケアを行う

際、可能な入院患者は端坐位になっても

らい行う

３）一カ月間、主治医の許可のもと、車椅子

に移乗できるがベッド上でギャッチップ

をし、食事摂取している入院患者を昼食

時、車椅子へ移乗し食事を摂取してもら

う

４）実施前の B月と１）～３）を実施した C

月の一カ月間の救護区分の変化を比較す

る
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4¥± 7.4% ± 16¥± 21% ±

Pd 2¥² 3.1% ² 4¥² 5.5% ²

ur 2¥² 3.5% ² 12¥² 16% ²

�．結果
B月 C月ともに、一カ月間の救護区分の変化

は、担送者が減り、護送・独歩者が増加してい

る。B月と C月を比較すると、明らかに C月の

独歩者が増加している。（表１）

昼食を車椅子で摂取したことにより、変化が

大きかった事例として入院患者 D氏、E氏をあ

げる。
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D氏は糖尿病で入院中であった。終日ベッド

上で過ごす臥床生活で、看護師の声掛けにうな

ずきのみであったが、作業療法中は活き活きと

している、手先が器用で折り鶴を折ることが出

来ると聞き、車椅子での食事摂取を行った。入

院時の食事形態を工夫しても食事量が増加しな

かった。しかし D氏を車椅子に移乗させ食事を
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摂取してもらうことで９割～１０割摂取できるよ

うになった。また、全介助で体位変換していた

が、自分でベッド柵を持ち体の向きを変えよう

とする動作が見られるようになった。
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脳出血後遺症で左半身麻痺の E氏は、発語が

少なく、自分の意思を伝えることが少なかった。

食事はベッド上ギャッチアップで摂取すると左

に傾き、体位保持が困難であった。E氏を車椅

子に移乗し食事摂取に移行した。すると、食事

中体位保持ができ、左へ傾くことがなくなった。

毎日の車椅子移乗で立位保持が可能となりポー

タブルトイレへの移動時のふらつきがなくなっ

た。

（表１）

B月 C月

延入院患者数 ５８名 ７９名

対象者（絶食者、
経管栄養者除く）

５３名 ７３名

平均年齢 ８１歳 ８１歳

救護区分の変化 担送 ４名減 ７．４％ 減 １６名減 ２１％ 減

護送 ２名増 ３．１％ 増 ４名増 ５．５％ 増

独歩 ２名増 ３．５％ 増 １２名増 １６％ 増

�．考察
入院患者の身体機能の低下を予防するための

患者との関わりにおいて２点のことが重要であ

ることが明確となった。
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１．日常的な看護師の働きかけで、残存機能を維

持することが出来る

北代はリハビリテーションにおいて「生活の

場である病棟で患者にかかわるナースは、ADL

の援助において重要な役割を持ちます。」１）と述べ

ている。入院患者の平均年齢が８１歳と高齢であ

るため、入院後早い段階で、離床を促す関わり

が必要である。「寝たきりは、寝かせきりから」

と言われ、寝たきりを作らないためには、可能

な限り体の機能を生活動作に参加させていくこ

とが重要になると言われている。毎日のケアの

中に、端座位になる動作を取り入れ、昼食時に

意識的に座位時間を作ったことが C月の担送者

の減少と、護送・独歩者の増加につながったと

考えられる。
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２．先入観にとらわれず看護することで ADLの拡

大につながる

私たちは、オムツを使用しているため、漫然

とベッド上での食事介助を行っていた。離床と

は床から離れるということである。離れるため
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には第一段階として“座る”ということである。

川島みどりは「座位保持には緊張座位と安楽座

位の２種類あり、安楽椅子やギャッチベッドで

の座位は安楽座位（寝た状態の延長）であり、

効果が期待できません。」２）「緊張座位は患者さん

の飲食物を摂取しようとする意欲や飲みこむ力

を増加させることが判明」３）と述べている。“座

る”ことで車椅子に移乗ができ、行動範囲の拡

大へも繋がる。車椅子に移乗するために臥床時

には使わない筋肉を使う効果もある。“座る”と

いう動作一つで筋力が強くなる、四肢の拘縮予

防、食事摂取しやすい、排便しやすい、表情が

よくなるなどの有効性があった。活動に対する

意欲をも向上するという効果かあったと考え

る。

�．結論
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１．残存機能を維持するために、理学療法士や作

業療法士と連携をしながら日常の援助に座位

保持を取り入れるなど入院患者の ADLを最大

限生かすようにし、入院時から自宅での生活

を考えながら援助していく看護師の行動が重

要である。
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２．年齢や病名といった先入観に捉われず関わる

ことで、寝たきりだと思っていた入院患者も

車椅子で摂取することができるようになる。
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助産師による退院後哺育指導の効果

発 表 者 荒砂 恵美子 （島根県：雲南市立病院）

共同研究者 福富 智美

２）健康長寿ネット、潰瘍症候群【起き上がれ

ない、歩くことができない】，

http : / / www. tyojyu. or. jp / hp / page

000000100/hpg 000000043.htm（２０１２．１１．０９

時点）

������
	
�������

�����
 �� ���
�� ��

 !"�

#�
�$%&'(� ���)*+,-./0/1"2

�3���)456789�:;<0=>?@AB./��

CDEF�GH I/)2JKCDEF�L9M	
N

0�OPAQ��CDEFR�� 	
S����)TU

N0��

CDEFR�@VWX�	
���� #�
YZ�

[?\]^Q��

	
�����_`ab@c/
��@d98�e./f�

＊外来に助産師の配属はなく、病棟助産師が妊

娠早期から継続的な関わりをしています。対

象の多くは完全母乳を希望していますが、そ

れに至らず退院となる現状もあり、母乳栄養

確立には退院直後の指導が重要となります。

その支援のための退院後哺育指導は独自の取

り組みで、実態調査を行い、効果を明らかに

しました。
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＊研究目的 助産師による退院後哺育指導の

効果を明らかにする。

用語の操作上の定義

母乳栄養の確立はスライドをご参照下さ

い。

退院後哺育指導（以後、哺育指導）は、退

院後から助産師が行う、褥婦への無償の指

導。
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＊研究方法

時期、対象はスライドをご参照下さい。
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