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　勤医協中央病院では、「身体抑制を最小限にしたい」という考えから、

「抑制をしないための個別性の高いケア」を追求しています。

　抑制に対する一般的な認識は「非人道的行為」「人権侵害」とされ

ていますが、当院のような急性期医療を提供している病院では、治療

身体抑制の実施基準と手順

勤医協中央病院が目指している

抑制しないケア

公 倫 員開 委理 会
身体抑制ってなんだろう
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【事務局】
委 員 長：鹿野哲医師
副委員長：高桑良平副院長、折出洋子

看護部長、浜谷綾子副看護
部長、吉嶋威博事務次長

事務局長：古田陽介医療福祉課課長
（ソーシャルワーカー）
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【参加職種と人数】※上記メンバーを含む
医師3・看護師7・薬剤師1・臨床検
査技師2・診療放射線技師2・理学
療法士1・作業療法士1・ソーシャル
ワーカー1・事務職3・外部委員6（住
職、ミュージックセラピスト、新聞
記者、弁護士、友の会、患者会）

医療行為や臨床研究で生じる
倫理的諸問題などの審議

目的

説明者

浜谷 綾子
副看護部長

倫理委員会副委員長
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の一環として行われています。

　その目的は「患者さんの安全確保」です。やむを得ず、抑制しなけ

ればならない状況下で行われることですが、それを当たり前とせずに

「抑制をしないためにできる工夫はないか」を追求し、実施する場合

は最小限の抑制に留めるための検討や見直しを行っています。

　勤医協中央病院の身体抑制の状況を、2017年1月から2018年9

月までの民医連QI事業での比較から見てみると、「身体抑制患者1人

当たりの抑制日数」は民医連の中央値が2週間で、勤医協中央病院は

1週間です。病床における患者の抑制割合も低くなっています。「身

体抑制の解除・軽減検討間隔」は短縮を目指すことが今後の課題です。

身体拘束と身体抑制の違い

精神科領域で用いる

ことが多い

※厚生労働省の規制の

名称は「身体拘束廃

止未実施減算」

日本医療機能評価機構、急性期病

院では、「道具または薬剤を用い

て、一時的に当該当患者の身体を

拘束し、その運動を抑制すること」

と定義している

身 体 拘 束 身 体 抑 制
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勤医協中央病院での

 医師・看護師カンファレンス
→

 医師の指示の下で、身体抑制を実施
→ 基準・手順通りに実施できているか？

●脳の器質的変化の有無

●意識障害の有無

●激しい体動・徘徊の有無

●せん妄・不隠の有無

●説明と同意

●2時間ごとの観察

●毎日、問題がないかを評価する

●定期的に抑制の解除・軽減検討カンファレンスを行う

 Aのいずれか
4 4 4 4

の状態で、かつBの3要件を全て
4 4

満たす場合

A B

生命または身体が危険にさらされ
る可能性が著しく高い

切迫性

身体抑制などの行動制限を行う以
外ほかの方法が見つからない

非代替性

身体抑制やその他の行動制限が一
時的である

一時性

意識障害、興奮性があり、身辺の危険を予知できない

認識障害

治療上の必要な体位を守れず、医療機器やライン類を
抜去しようとする

治療が円滑に進まない

自傷、自殺、他人に損傷を与える危険がある

破壊・粗暴行為

転倒・転落の危険が高い

転倒の危険

皮膚掻痒、病的反射などがあり、意思で体動を抑えら
れない

その他

抑制に
代わるケア方法の

検討

原因に
ついての

検討

原因を
取り除くこと

が困難

身体抑制

身体抑制の適応

適応の検討

身体抑制に代わる手段がない場合

安全面・事故防止の視点から対策の必要性をアセスメント
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大腿骨近位部
骨折患者

256人

　3東病棟は、整形外科とリウマチ・膠原病内科の2つの診療科が混

合している病棟です。術後せん妄発症率が高い患者さんの疾患は、高

齢者に多い大腿骨近位部骨折です。

　当院の大腿骨近位部骨折患者数は、2017年10月からの1年間で

256人。病棟に術後せん妄の患者さんが常にいる状態になります。

　術後せん妄は、手術をきっかけにして起こる一次的な意識障害です。

大半は身体の回復に伴って改善しますが、頭がぼーっとしてしまう、

点滴の管を抜く、怒りっぽくなる、大きな声を出す、ベッドから出よ

うとする……といった混乱が見られることから、やむを得ず身体抑制

が必要になることがあります。

　私たち看護師は「術後せん妄になったら、身体抑制はやむを得ない」

と考えずに、予防的な支援や悪化させないケアに取り組んでいます。

平均年齢
79.1歳

平均年齢
84.8歳

大腿骨近位部
骨折患者の内訳

（2017年10月～ 2018年10月）

病棟からの報告

整形外科病棟における

高齢者の術後せん妄の取り組み

看護師
3東病棟 （運動器・リウマチセンター）

鴨田 夏希

報告者

男性
53人

女性

203人

最高年齢は
105歳
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痛みや全身状態・認知症状の悪化から
酸素チューブと留置針を自己抜去

「これを外して！」と
ミトンをベッドの柵にぶつける

事例

身体抑制をしないために

右大腿骨近位部骨折をした認知症の患者さん

治療の継続と苦痛の軽減のどちらを優先すべきかと考え
カンファレンスで家族の意向を確認

チームで話し合い
ミトンによる

抑制はしないことを
決めました

手術目的で
入院

ミトンを装着

家族の意向

必要な治療を続ける工夫

患者本人が安心できる環境づくり

高齢者ケアで大切にしたいこと

●できるだけ苦痛になる

ことはさせたくない

●元気でいてほしい

●点滴をやめ、大腿に皮下注射をする

●好きな飲み物で水分を補給し、飲めた場合は点滴をしない

●酸素吸入はできるときにだけ行う

●本人の意向に合わせ床頭台を移動し、外が見えるようベッド位置を変更

●普段着ていたシャツやパジャマを家族に持ってきてもらい、着替えてもらう

●抑制が本当に必要か立ち止まる

●患者さんの状態にあった看護ができるようチームで検討する

●意思表示できない患者さんにこそ寄り添ったケアをする

転倒し、右大腿骨近位部骨折
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外部委員からの身体抑制に対する感想・意見

　84歳だった私の父が、ペースメーカーを入れ替えた後に弱り、長期入院をしており

ました。体力が回復してくると、ふらつきながらも一人でトイレへ行ったり、院内を歩

いたりするようになり、設置してあるセンサーマットのスイッチも自分で切ってしまう

のです。病院から呼び出され、「ご家族が説得してください」と言われましたが、本人は「歩

けるから大丈夫」という感じでした。ところが、夜間に転倒し、看護師さんからお叱り

を受けました。私は「どこかに転院をしなければいけないのかな」と悩みました。ベッ

ド柵を設置してもらいましたが、それを乗り越えようとしてスタッフの方を困らせまし

た。父は結局その病院で他界しました。医療者の皆さんは一生懸命に対応してください

ましたが、行動制限を嫌がっていた父の様子に、家族の想いは今も複雑です。

　入院している認知症の母を訪ねると、ミトンをした手を上げて「手が変だ！　頭がか

けない！」と言いました。どこが痒いのかを聞いて代わりにかいてあげると、自分でか

くと訴えました。その後ミトンは外され、つなぎ型のパジャマになりました。

　ある日の昼食後、オムツ交換を済ませたばかりの母がもぞもぞしていたので「どうし

たの？」と聞くと、お尻の方に手をやりました。大の方でした。認知症であっても、気

持ちが良い、悪いは分かりますので、すぐ看護師さんにお願いして交換してもらいまし

た。もし私がその場にいなかったら、次の交換時間まで汚れたまま過ごすことになるの

だと思い、切ない気持ちになりました。

　24時間そばにいることができないので、仕方がないと思う気持ちと、なにか悲しい

気持ちが交差し、複雑な想いを経験しました。

　母が入院していた病院の看護師さんの中に、「大丈夫だからね」「元気？」といつも笑

顔で声掛けをしてくれる方がいました。その看護師さんが「ちょっとだから、我慢して

ね」と点滴を抜いてしまわないように安全帯を着けてくださったときは、母は大人しく

していましたが、別な看護師さんのときには不満そうでした。大事なのは、医療者と患

者さんとの関係性ではないかと思いました。

　私は今、勤医協中央病院だけでなく、精神科病院でも音楽療法を提供していますが、「一

緒に踊りましょう」と患者さんに呼び掛けても、看護師さんが「転んだら大変ですから」

とすぐに制止します。支えていれば立って踊れる状態なのに、体を動かすことも許され

ません。難しいものだなと思います。

　状況に合わせた判断が必要になると思いますが、大事なのは、看護師さんたちが患者

さんのことを考えてくださっていること。その気持ちが、患者さんや家族の方に伝わっ

ていると感じています。

患者会

札幌東健康友の会
清澤 ゑみ子さん

新堀 光子さん

ミュージックセラピスト
谷 百合子さん

必要なことと納得してサインしましたが…

「つらい」と言えない、認知症はつらい

大切なのは医療者と患者さんの関係性
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　身体抑制を行ってはならないという意見がありますが、病気を治すという医療の目的

がある場合は必要な行為ではないかと私は考えます。つまり、医療者が「治療効果を十

分に発揮するために」という観点から、身体抑制が必要と判断したのであれば、患者さ

んの同意を得て、密接な関係を築きながら行う。しかし、身体抑制を行っても治療効果

が上がらない場合は、やってはいけない行為ということです。

　勤医協中央病院の抑制基準についての質問です。長期的に身体抑制を行うことはある

のでしょうか。例えば、亡くなるまでの長期的な身体抑制を行っているのか、ある程度

の制限が設けられているのか。身体抑制の見直しはいつ行うのかなど、実際の取り組み

についてご説明をお願いしたいと思います。また、抑制をしない方法にはどのようなも

のがあるのかについても具体的に教えていただければと思います。

　身体抑制の平均日数は7日間ですが、一晩で解除される方もいますが、

月単位にわたる方もいます。

 　整形外科では、手術後一定の期間が経ち心身の状態が安定してくると、

抑制を解除するケースもありますが、内科では、人工呼吸器の管を抜いて

しまうと命の危機に直結するような状況が続く場合は、1カ月や2カ月に

わたっても抑制を外すことができません。

　せん妄を予防するという視点で、全例ではありませんが、高齢者の方が

手術する前には発症予測スケールでチェックします。点数が高い場合は「せ

ん妄になるかもしれない」という前提で、入院中の環境づくりや看護体制

を整えます。薬剤の影響で出現するせん妄もあることから、事前に薬を見

直すこともあります。

　身体抑制を一日でも早く解除できるよう、ご家族に声掛けしていただい

たり、その方が日常使っているものを持ってきていただくなど、せん妄状

態が落ち着くような、患者さんが安心できる環境づくりや取り組みが必要

だと思っています。時間の感覚が分かるように「今日は何月何日だよ」と

伝えてみたり、時計を見えるところに置いてみたり。小さいことですが、

日々の関わりを深めながら、安心いただける高齢者ケアを実践しています。

倫理委員会副委員長
副看護部長

看護師長

弁護士
佐藤 太勝さん

浜谷 綾子

加藤 真由美

治療効果を高める目的で行うなら必要では…

身体抑制期間は患者さんによって大きく異なります

せん妄予防のための環境づくりにも取り組んでいます

質問に対する回答

外部委員からの身体抑制に対する感想・意見

A
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　病気やケガの治療中は、程度の差はあっても生活や行動に制限がかかるものですが、

認知症やせん妄状態の本人から同意を得るのは難しく、不安を感じている家族も多い

ことを知りました。しかし、病棟からの報告を聞き、勤医協中央病院では身体抑制を

必要最小限にするために、手術前から家族や本人と話し合い、寄り添いながら試行錯

誤していることが分かり安心しました。

　私の家族も、集中治療室で長期間、手厚い治療と看護を受けたことがあります。あ

る日、手にミトンをしていました。人工呼吸器などの管を無意識のうちに抜かないよ

うにという配慮でしょうか。主治医や看護師を信頼しておりましたので、家族として

特段、抑制という意識はありませんでした。その後も検査のときに、本人が暴れたり

動いたりしないよう、ネットのようなものでくるまれることもありました。本人の意

思は確認しようがなかったので、私ども家族が説明を受け、今後の治療を進めるため

にはやむを得ないと納得して、検査を受けました。

北海道新聞社

（くらし報道部の記者）
岩本 進さん

治すためにはやむを得ないこともあるのでは

外部委員からの身体抑制に対する感想・意見
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ディスカッション

　身体抑制を行った経験がある医療者は多いと思います。家

族が抑制された人もいると思います。抑制されるとかなりつ

らいです。する側も、される側もつらいです。どうすること

もできません。

　人を抑制して罪に問われないのは警察と白衣を着ている医

療者だけではないでしょうか。医療者は、つらいことを強い

ているといった自覚を持ちながら、日々人に針を刺したり、

薬を飲ませたり、縛ったり、眠らせたりすべきです。当たり

前と思わずに、患者さんに接したいと思います。

　私たちのグループでは、どうしたら身体抑制をせずに済む

のかを考え、2つ案が出ました。

　1案目は精神ケアの充実です。患者さんのつらい気持ちや

要求を医療者に伝えるケアワーカーのような中間的な人たち

がいると患者さんとの信頼関係が高まり身体抑制が減るので

はないかと考えました。

　2案目はハード面です。患者さんが高齢化し、90歳の

50％が認知症ですが、さまざまな合併症を持ちながら長生

きができるようになりました。ところが、ベッドの機能は昔

のままです。患者さんが動くとベッド自体が変形したり、カ

プセルのようになっていてそこから酸素が流れてくる、アロ

マが香る、いい音楽が聞けるなど、そういった環境があれば、

身体抑制をしなくてもいいのではないかというドラえもんの

夢物語みたいな案もありました。

ざわめき
グループワーク

患者の身体を保護するために
行うからこそ、意識を高めたい

身体抑制廃止に向け
できることを考えましょう

身体抑制に対する思いや倫理的課題について
「もし自分の家族であったなら…」

医師

医師
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閉会の挨拶

　本日は身体抑制について、立場の異なる方のそれぞれの思

いを共有することができました。

　身体抑制は、生命維持などの倫理的問題にも重なると思い

ます。

　医療者が「治療のためには抑制が当たり前」と考えてしま

うことが、一番問題だと思っています。3東病棟からの報告

にあったように、「患者さんや家族にとって良い状態とは何

か」をグループカンファレンスで見極めることが大事です。

「一人で決めない」「みんなで決める」「迷ったときには立ち

止まる」ということを意識したいと思います。

　私はICU（集中治療室）に勤務しています。患者さんの保護や安全のため、薬

剤で眠らせる、転落しないように拘束具で縛る、人工呼吸器のチューブを抜かな

いようにミトンを使用するなどさまざまな身体抑制をしながら管理しています。

毎月のインシデントには必ず患者さんが自分で点滴の針や人工呼吸器の管を抜去

するケースが含まれます。

　今回は立場が異なる多くの方の意見を聞くことができ、参考になりました。

　私たち医療者がそれぞれに立ち止まり、「この抑制は必要なのか、代替の方法

はないのか」を常にみんなで考えていくことができれば、身体抑制を最小限にで

きる技術につながり、患者さんに寄り添った医療を提供できるのではないかと思

います。

　今後も職員一同での研鑽を継続します。本日は本当にありがとうございました。

常に観察し、状況の変化に応じて
適応を再検討すべき

病院職員全員が共通認識を持つことが大事

進行役

高桑 良平
副院長
倫理委員会副委員長


