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ケア 

発 表 者 田所 恵子(香川県 三豊総合病院) 

共同研究者 大塚 美和 

 

 

 

急性期医療現場では、安全な治療継続のため

に認知症高齢者に対し身体拘束が優先される

ことがあります。身体拘束は認知症の周辺症状

から患者の安全を守るための手段であり、身体

拘束回避のためには周辺症状の改善が必要で

す。 

 倉田らの先行研究において一般病棟で、パー

ソン・センタード・ケアの理念（以下ＰＣＣと

略します）と、バリデーションテクニック（以

下バリデーションと略します）を活用したケア

を行うことで、看護師の認知症高齢者への身体

拘束に関する認識の変化と、身体拘束減少の効

果が得られたと報告されています。 

 

 

 

今回、整形外科周術期の 2症例に対しＰＣＣ

およびバリデーションを活用したケアの実施

による、周辺症状の改善と身体拘束の回避を目

的に研究に取り組みました。 

 

 

ＰＣＣとは年齢や健康状態にかかわらず、す

べての人に価値があることを認め尊重し、一人

ひとりの個性に応じた取り組みを行ない、認知

症をもつ人の視点や人間関係の重要性を強調

したケアのことです。 

バリデーションとは認知症の人に嘘をついた

りごまかしたりせず傾聴と共感を基本にした

コミュニケーション技法で、１４の基本テクニ

ックを用いて行います。 

 

 

整形外科周術期の認知症高齢患者に対する
身体拘束回避を目指したケア

～パーソンセンタードケアの理念およびバリデーションテクニックを活用した２症例～

みとよそうごうびょういん
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○はじめに

急性期医療現場では、安全な治療継続のために、認知症高齢者に
対し身体拘束が優先されることがある。
認知症の周辺症状から患者の安全を守るために身体拘束を行って
おり、身体拘束回避のためには認知症の周辺症状の改善が必要で
ある。
一般病棟においてパーソン・センタード・ケアの理念とバリデーション
テクニックを活用して、看護師の認知症高齢者への身体拘束に関す
る認識の変化と身体拘束減少の効果が得られたと報告されている。

○目的

整形外科周術期にある認知症高齢患者２症例に対し、パーソン・セン
タード・ケアの理念およびバリデーションテクニックを活用したケア実施
による周辺症状改善と身体拘束回避が可能であるかを明らかにする。

○パーソン・センタード・ケア（ＰＣＣ）

イギリスのＴｏｍ Ｋｉｔｗｏｏｄによって提唱された認知症ケアの考え方
の一つ。年齢や健康状態にかかわらず、すべての人に価値があるこ
とを認め尊重し1人ひとりの個性に応じた取り組みを行ない、認知症
をもつ人の視点や人間関係の重要性を強調したケアのこと。

○バリデーション

アメリカのソーシャルワーカーであるＮａｏｍｉ Ｆｅｉｌによって生み出さ
れた認知症の人に嘘をついたりごまかしたりせず、「傾聴」と「共感」を
基本に行なうコミュニケーション法

バリデーション１４の基本テクニック
１．センタリング 精神を統一集中させ、自分自身の中にあるニーズや感情を解き放つ

２．事実に基づいた言葉を使う ある状況の事実をつかむために「誰が」「何を」「どこで」「いつ」「どうやって」な
どのオープンクエスチョンを使って質問する。自分自身を直視させる「なぜ」は使わな
い。

３．リフレージング 同じ言葉を繰り返す。声の大きさや抑揚などもできるだけ同じようにする。

４．極端な表現を使う 認知症高齢者の不平不満を最も極端な例を示して尋ねることにより感情を表出しやすく
なる。

５．反対のことを想像する 若いころに苦しみや困難から立ち直るためによく使った方法を思い出話から導き出す。

６．思い出話をする（レミ二シング） 見当識のある人が現在失ってしまったものを、過去を尋ねることによって過去に用いた
方法を思い出して利用することができる。

７．曖昧な表現を使う 意味のよく分からない言葉を使った場合でも、曖昧な表現を使うことによってコミュニ
ケーションを継続できる。

８．好きな感覚を用いる その人の得意な表現方法で話をする。
９．真心をこめたアイコンタクトを保つ 目線を合わせ、精神を集中して心を込めて相手の目を見つめる。上から見下ろしあり下

からのぞき込んだりはしない。

10．はっきりとした低い、優しい声で話す高齢者の感情に合わせた調子で会話をする。

11．タッチング（ふれる） 高齢者の正面からアプローチし慎重に優しく触れる。後や横から近づいて驚かせてはい
けない。

12．音楽を使う

13．ミラーリング（相手の動きや感情に合
わせる）

共感をこめて、高齢者と同じ行動をすることで高齢者の感性の世界に入り込む。

14．満たされない人間的欲求と行動を結び
つける

愛情（愛し愛されること）、役立つこと（仕事上の地位の回復）、感情の発散という3
つの人間的欲求のどれかに結びつける。

※赤字は本研究でよく活用されたテクニックを示す

○用語の定義

周術期：手術当日から抜糸までの期間

身体拘束：安全と事故防止を目的に、体位の固定あるいは運動を制限
する目的で実施する行為。当院院内マニュアルの規定に基づいて実
施され、詰所での観察も含まれる。
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用語の定義はスライドをご参照下さい。 

 

 

方法 

ＰＣＣおよびバリデーションについて、病棟

スタッフに勉強会を実施し、整形外科周術期の

認知症高齢患者２名に看護を展開しました。ス

タッフにアンケートを実施し看護師の介入状

況と患者の変化を調査しました。ＰＣＣの振り

返りはブルッカーの「急性期医療現場において

ＶＩＰＳに関する振り返りを行うための指標」

を用いました。ＶＩＰＳの定義はご参照下さい。 

 

 

倫理的配慮はスライドをご参照ください。 

 

 

結果 

症例 1、A 氏 94 歳、女性、要介護 4、右大腿

骨転子部骨折で入院されました。 

入院前より疎通は困難だが周辺症状は見られ

ない程度の認知症がありました。手術当日に看

護師を叩く、点滴ルートを自己抜去しようとす

る行動がみられ、ミトンを装着しました。加え

て創部を触ったり、独語により同室者の睡眠妨

害となったため、詰所観察を行いました。翌日

には、ルート類が除去され自己抜去のリスクが

なくなり身体拘束を全解除しました。 

術後 2日目より表情が穏やかになり、術後７日

目には会話が成立し離床に対して意欲的な発

言がありました。 

 

 

症例 2、B 氏 87 歳、女性、要介護 4、右大腿骨

転子部骨折で入院しました。 

入院当日から見当識障害があり意思疎通が困

難でした。術後点滴ルートを手に巻き付け閉塞

したり、創部の保護剤を繰り返し剥がし、創部

の清潔保持と安全が守れないと判断し、詰所観

察を行いましたが翌日より自室での観察を行

いました。看護師の声掛けやタッチングに対し

笑顔がみられ穏やかな表情を見せる一方、創部

の保護剤剥がしと弄便を繰り返し退院まで周

辺症状の改善は見られませんでした。 

 

右側に活用したバリデーションテクニックを

番号で示しています。赤数字はよく活用された

テクニックです。2 症例ともほとんどの勤務で

【真心を込めたアイコンタクト】【はっきりと

した低い、優しい声で話す】【タッチング】の

技法が活用されており、バリデーションテクニ

ックの活用状況に大差はみられませんでした。 

 

○方法

１）ＰＣＣの理念およびバリデーションテクニックについて病棟スタッフに
勉強会を実施し、周術期の認知症高齢患者２名に対して看護を展開
した。

２）病棟スタッフにアンケートを実施し、看護師の介入状況と介入による
患者の変化を調査した。
・バリデーション１４の基本テクニックの活用状況について、各勤務終了後に２択式アンケートを実施した。
・身体拘束を実施した場合は、記述式で「➀身体拘束前の患者の様子➁身体拘束を開始した判断基準➂身体拘
束内容と期間➃身体拘束後の患者の反応と状態➄その他・意見感想」のアンケートを実施した。
・ＰＣＣの理念を意識したケアの振り返りはＢｒｏｏｋｅｒにより看護師がＰＣＣを適切に評価するために開発され「急性
期医療現場においてＶＩＰＳに関する振り返りを行うための指標」を用いて４段階評価のアンケートを実施した。
※ＶＩＰＳとはＰＣＣを急性期医療現場で実践するための４つの要素でＶ（価値）、Ｉ（個人の独自性を尊重する）Ｐ
（その人の視点に立つ）、Ｓ（相互に支え合う社会環境を提供する）と定義されている。これら４つの要素が同等に
そろうことが必要とされている。

○倫理的配慮

・対象患者とその家族に対して、研究者より研究目的、方法、協力の
有無によって不利益が生じないこと、個人情報の保護とプライバシー
の保護の約束を書面および口頭にて説明し、書面による同意を代諾
者より得た。
・看護師に対して、研究者より研究目的、研究方法を勉強会にて口頭
で説明した。アンケート結果は研究のみに使用し個人への評価や業
務上の不利益が生じないことをアンケート用紙書面上に記述しアン
ケートへの回答をもって同意を得たことを記載した。
・看護部合同委員長会にて承認を得た。

＜症例１＞ Ａ氏 ９４歳 女性 要介護４ 右大腿骨転子部骨折

患者の様子と看護師の対応 日勤 夜勤

入院当日 症状など質問に対する返答ができない。

手術当日 （術前）看護師を叩く、点滴ルートを自己抜去しようとする行動が見られ、説明を行っても繰り
返すため、安全が守れないと判断し手術までの２時間程度右手にミトン装着による身体拘束
を実施した。ミトン装着によりミトンを外そうとする行動が見られた。

（術後）点滴ルートを触る、創部を触る、独語があり訪室回数を増やしたり、点滴刺入部を包
帯で保護し点滴の自己抜去を予防した。ミトン装着は継続した。
独語による同室者の睡眠妨害のため詰所に移動し詰所観察による身体拘束を実施。

詰所移動後患者に寄り添い「安心してください。横にいますよ。」という声掛けにより、「うん。」
と言って入眠した。

⑨⑩⑪ ①③⑧⑨⑩
⑪

術後1日目 膀胱留置カテーテル抜去し、ルート類の自己抜去リスク低下により身体拘束を解除した。

辻褄の合わない不明な発言を繰り返し、声掛けには答えず、身体に触れる行為をしようとす
ると「そんなもんで殺す気か！」と怒鳴る。

①②③④⑥
⑦⑨⑩⑪

⑪

術後2日目 表情は穏やかで、問いかけに対して頷いて答える。 ①②③④⑧
⑨⑩⑪

①②③④
⑦⑨⑩⑪

術後3日目 姿勢を直すと「ありがとう。」と言われ、笑顔が見られる。 ②⑧⑨⑩⑪ ⑨⑩⑪

術後4日目 辻褄の合わない言動があり意思疎通が図れないが、ニコニコ笑顔が見られる。 ①②③⑨⑩
⑪

①②③⑧⑨
⑩⑪⑬

術後7日目 目を合わせてくれる。
会話が成立し、「トイレに行きたい。」と離床に対して意欲的な発言が聞かれる。

①②③④⑥
⑦⑧⑨⑩⑪

※○数字は活用したバリデーションテクニックを示す

＜症例２＞ Ｂ氏 ８７歳 女性 要介護４ 右大腿骨転子部骨折

患者（家族）の様子と看護師の対応 日勤 夜勤

入院当日 見当識障害があり意思疎通が図れない。
ご家族に対して看護研究協力依頼の説明を実施し「そう（身体拘束回避）してくれるとありがたい
です。でも大変ですよ。」という発言があった。

手術当日 （術後）点滴ルート・三方活栓を触り点滴が閉塞した為、手の届かない下肢に点滴を差し替えた。
創部を触り保護材を剥がす行動があり、触らないように説明を行っても繰り返すため、安全が守
れないと判断し詰所観察による身体拘束を実施した。

③⑨⑩⑪ ①②③④
⑥⑦⑧⑨
⑩⑪⑬⑭

術後1日目 創部を触り保護材を剥がす。創部を触らないように繰り返し説明を行っても繰り返す。看護師の
声掛けにニコニコ笑顔が見られ、タッチングに対して看護師の手を握り返し穏やかな表情が見ら
れる。身体拘束を解除した。

③⑩⑪

術後2日目 弄便行為あり。創部を触り保護材を剥がす。清潔ケアと創部消毒実施。
笑顔が見られる。

②③⑦ ①③⑨⑩
⑪

術後3日目 弄便行為あり。清潔ケア後、車いすにて２時間程度過ごす。
笑顔が見られる。

①②③⑧⑨
⑩⑪⑬

①②③⑥
⑦⑨⑩⑪
⑬⑭

術後5日目 弄便行為あり。「どうしたん？」とニコニコしており、自己の行動を理解していない様子。
清潔ケア実施。

②③⑦⑨⑩
⑪

②③④⑥
⑦⑧⑨⑩
⑪

術後7日目 施設へ退院する。
ご家族より「前回はずっと括られとったけど、今回は括られなくてよかった。大変だったでしょう。
ありがとうございました。」という発言があった。

※○数字は活用したバリデーションテクニックを示す
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ＰＣＣの振り返りではＩの要素がやや低い

という結果でした。 

 

 

考察 

A 氏の周辺症状は改善が見られたが、B 氏に

改善はみられなかったことから、バリデーショ

ンを活用したケアによる周辺症状の改善には

個人差があると考えられます。 

しかし、周辺症状の改善状況に差があったに

も関わらず、2 症例とも翌日には身体拘束を解

除することができました。これは、スタッフが

ＰＣＣを意識して、患者の視点や立場に立って

理解しようとすることで、周辺症状が改善され

なかったＢ氏に対しても身体拘束を最小限に

抑えることができたためと考えられます。しか

し、ＰＣＣの振り返りでＩの要素が他の要素と

比較してやや低い結果となりました。その要因

として、スタッフが日頃からバリデーションテ

クニックのタッチングや優しい声で話すなど、

どの患者に対しても使えるテクニックを活用

して関わったため、個人の独自性を尊重した関

わりまで結びつかなかったためであると考え

られます。 

今回、２症例とも完全な身体拘束回避に至ら

なかった要因として、入院・手術という急激な

環境の変化によって、治療に支障を生じると判

断される行動がみられ、看護師の、患者の安全

最優先という意識が働いたためであると考え

られます。しかし、身体拘束期間を最小限に抑

えることができたことから、安全優先という過

剰反応による身体拘束の回避には有効であっ

たと考えられます。 

 

 

研究の限界と課題はスライドをご参照くだ

さい。 

 

 

本研究を通して 3つの結果が導き出されまし

た。 
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V：価値

I:個人の独自性を尊重する

P：その人の視点に立つ

S：相互に支え合う社会環境を提供する

「急性期医療現場においてVIPSに関する振り返りを行うための指標」を用いたＰＣＣの振り返り

V（価値）、I（個人の独自性を尊重する）、P（その人の視点に立つ）、S（相互に支え合う社会環境を提供する）

４．よく当てはまる
３．まあまあ当てはまる
２．あまり当てはまらない
１．全く当てはまらない

A氏周辺症状改善
B氏周辺症状同様

バリデーションの活用状況に大差なし バリデーションテクニックを活用した
ケアによる周辺症状改善には個人差

がある

A氏周辺症状改善
B氏周辺症状同様

PCCの理念を意識したケアの実施
患者の立場に立つ姿勢で関わること
でB氏の周辺症状が最小限となった

身体拘束内容・実施期間に大差なし

VIPSによる振り返り
I：個人の独自性を尊重する

の点数が低い

どの患者にも使えるバリデーションテ
クニックを活用したため個人の独自
性の尊重まで結びつかなかった

〇考察

完全な身体拘束回避には
至らなかった

看護師の患者の安全優先の意識が
働いたため

○研究の限界と課題

ＰＣＣの医療現場への導入は難しいとされているが、認知症ケアの質
を改善する可能性が高く急性期医療現場への導入が期待されている。
本研究ではPＣCの理念およびバリデーションテクニックを活用したが、
研究者の独学で勉強会を開催したため知識・技術が未熟であったこと
を考慮すると、スタッフの実践の正確さに疑問が残る。今後は正確な
知識・技術の習得が必要である。
今後は、すべての患者において不必要な身体拘束回避ができるよう
に継続的な実践が課題となってくる。

○結論

１．バリデーションテクニックを活用したケアによる周術期にある認知症
高齢患者の周辺症状改善には、個人差が見られた。

２．ＰＣＣの理念を意識したケアは、認知症の周辺症状が改善しない患
者に対しても身体拘束方法・期間を最小限に抑えることができた。

３．周術期の絶対安静が必要な期間にＰＣＣの理念を意識したケアを
することで、看護師の患者の安全優先という過剰な反応による身体拘
束を回避できた。
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