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地域包括ケア病棟における
患者ＡＤＬの変化

公立邑智病院
日高多恵子
飛弾洋子
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邑智郡の紹介

• 邑智郡は島根県の山間部中央の広島県との
県境にあります。 高齢化比率４３％

• 人口約２１，０００人

島根県

邑智郡
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本文
Ⅰ．はじめに

私たちが住む邑智郡は、島根県の山間部中央の広
島県との県境に位置している。

高齢化比率は43.0％の超高齢地域であり、日本の
最先端を進んでいる。その中にある邑智病院は、人
口21,000人からなる邑智郡で唯一の救急告示病院で
ある。病床数は98床で２つの急性期一般病棟を有し
ていたが、2014年10月より急性期一般病棟57床、地
域包括ケア病棟41床への運用が始まった。

・地域包括ケア病棟開設後、在宅復帰を目標に看護助
手と共に実施してきた取り組みを紹介し、患者のADLの
変化及び退院先の検証から、その有益性を得ることが
できたので報告する。
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地域包括ケア病棟開設後在宅復帰を目標に、看護
助手と共に実施してきた取り組みを紹介し、患者の
ADLの変化及び退院先の検証から、その有益性を
得ることができたので報告する。

• 方法
期間：2014年11月1日～2015年4月30日

対象患者：地域包括ケア病棟へ直接入院もしくは急性期一般病棟か

らの転入患者すべて（１７１人）

ＡＤＬ評価方法：入院・転入時のＡＤＬと退院時のＡＤＬを

Ｂａｒｔｈｅｌ ｉｎｄｅｘ（以下BI）を使用

退院先の検証
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Ⅱ．方法
期間：2014年11月１日～ 2015年４月30日。
対象患者：地域包括ケア病棟へ直接入院、もしくは

急性期一般病棟からの転入患者すべて。
（171人）

ADL評価方法：入院・転入時のADLと退院時の
ADLをBarthel index（ 以 下BI）
を使用。
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表1 Barthel index
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・方法

解析方法：・ＡＤＬの変化を 5点以上上昇、変化なし、
5点以上低下 に分類。

・退院先を 自宅（短期入所も含む）、在宅と見なされ
る施設、在宅と見なされない施設、病院 の４つに
分類した。
※データ集計には、死亡者11名を除いた。
（ほとんどが、悪性腫瘍でターミナル期だったため）

倫理的配慮： ・研究目的を文書で説明し、同意を得た。
・研究への参加は自由であり、参加の有無により
患者さんが不利益を被ることはないことや、デー
タは個人が特定されないように、厳重に管理する
ことも文書で説明。
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解析方法：ADLの変化を　５点以上上昇、変化な
し、５点以上低下　に分類した。

退院先の検証：退院先を　自宅（短期入所を含む）、
在宅と見なされる施設、在宅と見なされ
ない施設、病院　の４つに分類した。
なお、データ集計には、死亡者11名を除
いた。（ほとんどが、悪性腫瘍でターミ
ナル期だったため）

倫理的配慮：研究目的を文書で説明し、同意を得
た。また研究への参加は自由であり参加
の有無により患者が不利益を被ることは
ないことやデータは個人が特定されない
ように厳重に管理することも文書で説明
した。

包括ケア病棟の取り組み
1.在宅復帰へむけた看護の提供。
2.ADLの維持、向上を図るための介入項目を
立案、実施。

3.入院生活にメリハリをつけ、ADLのUPを図る。
4.看護助手との連携を図る。
5.病棟スタッフのレベルアップを図るための、
勉強会を行なう。
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包括ケア病棟の取り組み
１．在宅復帰へむけた看護の提供。
２．ADLの維持、向上を図るための介入項目を立案、

実施。
３．入院生活にメリハリをつけ、ADLのUPを図る。
４．看護助手との連携を図る。
５．病棟スタッフのレベルアップを図るための、勉

強会を行なう。

レクリエーション スケジュール

月 体操 まめな君体操・体操ＤＶＤ

火 ゲーム 殿様体操 膝たたき 歌肩たたき など

水 作品作り 壁画 第4週塗り絵カレンダー作り

木 ゲーム ベンチホッケー 風船バレー など

金 作品作り 壁画

土
音楽鑑賞

日

表2
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ADLの変化
総数 ADL上昇 変化なし ADL低下

2014年11月 22人 13人 8人 1人

12月 33人 27人 5人 1人
2015年１月 23人 19人 4人 0

2月 29人 ２１人 ８人 0
3月 ３４人 ２１人 １３人 0
4月 19人 １０人 ９人 0

表3

図１

Ｎ＝160
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上昇
69.4%

(111人)

変化なし
29.4%
(47人）

低下

1.2%(2人)

Ⅲ．結果
対象160人のうちADL上昇111人（69.4％）、変化
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なし47人（29.4％）、低下２人（1.2％）であった。

退 院 先
自 宅

（短期入所含む）
在宅とみなさ
れる施設

在宅とみなされ
ない施設

病 院

2014年11月 １１人 ６人 ４人 １人

12月 ２６人 ５人 ２人 0

2015年1月 １７人 ４人 ２人 0

2月 １９人 ６人 ３人 １人

3月 ２６人 ５人 ２人 １人

4月 １５人 ３人 １人 0

表4

自宅（短期入所

含む）71.3%

（１１４人）
在宅とみなされ

る施設18.1%

（29人）

在宅とみなされ

ない施設8.8%

（14人）

病院

1.8%（３人）

図２

Ｎ＝160

10

また、退院先の解析では自宅（短期入所を含む）
114人（71.3％）、在宅と見なされる施設29人（18.1％）、
在宅と見なされない人14例（8.8％）、病院３人（1.8％）
だった。

包括ケア病棟における在宅復帰率は89.4％

そのうち自宅（短期入所を含む）への復帰率は71.3％
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包括ケア病棟における在宅復帰率は89.4％であっ
た。そのうち自宅（短期入所を含む）への復帰率は
71.3％であった。

• 包括ケア病棟の取り組み

1.在宅復帰へむけた看護の提供

①転院患者の段階別にカンファレンスを行なう。

②退院への家族の思いを把握し、情報の共有を図る。

③入院、転入時ADLの評価、1週間以内の初期評価を、

看護計画に取り込む。

④自宅への退院が決まれば試験外泊を行ない、家屋

環境等のチェックをする。

⑤退院に向けての調整会議を本人や家族、医師・担当

看護師・地域連携室・ケアマネージャー・訪問看護

師・必要時リハビリ関係者と開催。

⑥1回/週リハビリカンファレンスを行う。
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Ⅳ．考察
在宅へ向けた看護を提供する上で、初期、中期、

退院前と段階別にカンファレンスを行った。入院初
期に家族の思いをしっかり聞き、記録に残すことは、
看護チーム内での共有ができ、自宅退院へのゴール
を見据えた看護ケアへと反映できたと考える。また、
家族の面会を多くしてもらい、来院時には患者の様
子を伝え、看護ケアにも参加してもらったこと、退
院調整会議や試験外泊を繰り返したことで、地域に
退院することの不安解消になったと考える。

・包括ケア病棟の取り組み

2.ADLの維持、向上を図るための介入項目を立案、実施
①日常生活動作への介入項目を立案する。

例：歩行練習、ベッドサイドでの足踏み練習、下肢挙

上・屈伸運動、洗面トイレ歩行付きそい、日中は
ポータブルトイレ除去、
洗面トイレでの動作訓練、食事動作・更衣訓練

など
②看護助手と共に、実施する。

③平日休日の人員を平等にし、毎日実施する。
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入院、転入当初よりその患者の生活に目線をお
き、自宅での様子を細かく情報収集し、歩行距離や
洗面・トイレの自立などその患者に見合った介入を
立案・実施をした。

・包括ケア病棟の取り組み

3.入院生活にメリハリをつけ、ADLのUPを図る
①レクリエーションを日替わりで行なう。
②四季折々の行事、掲示を行なう。

4.看護助手との連携を図る
①ワークシートを活用し、患者の情報を共有する。
②朝の申し送りに参加し、業務調整を行なう。

5.病棟スタッフのレベルアップを図るための、勉強会を
行なう

14
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15

16

レクリエーションにおいては、風船バレーや音楽
体操、手芸や工作など様々なメニューに参加するこ
とで、楽しんでADLを上げる要因になり、参加す
るために移動することが歩行練習にもなり、「楽し
い。また行きたい。」と別人のように表情が良くなり、
回復意欲へとつながったと考える。
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看護助手との連携を図ることにより、看護チーム
全体で、同じ目標に向かってケアができたと考える。

以上の取り組みが、入院中にADL69.4％のUPに
つながったものと考える。
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在宅復帰率については、急性期一般病棟時期では、
70％台であったが、地域包括ケア病棟開設後６ヶ月
間の在宅復帰率は89.4％と、約20％上昇している。
地域包括ケア病棟での様々な取り組みが、在宅復帰
へ有益性があったと考える。

これは、地域包括ケアシステムを構築していく上
で、急性期治療を経過した患者の回復期を担い、在
宅復帰支援等を行う病棟として、重要な役割を果た
していると考える。

• 結語

中山間地域の中核病院における、地域包括ケア病棟で
の取り組みは、患者のADL改善に寄与し、在宅復帰に対
して有益であると言える。
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Ⅴ．結語
中山間地域の中核病院における地域包括ケア病棟

での取り組みは、患者のADL改善に寄与し、在宅
復帰に対して有益であると言える。
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ご静聴ありがとうございました

しまねっこ おおなんしょう
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ご静聴ありがとうございました。




