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廃用症候群ととととリハビリ
院長

溝口 照章

人間の身体的 ・
精神的機能は使わないと急激に衰えていきます。例えば
健康な人であ っても、ベ ッド上で安静臥床を続けていると、下肢の筋力は

候群”と診断している医療現場に問題があると思われます。また退院時に、

リハビリを希望する方々の能力を的確に評価せずに、
ご家族や本人の意向

を重んじて“もう少しリハビリをさせたい”などの医学的判断以外の要因
が考えられます。
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骨頚部骨折術後の廃用症候群という病名が多数見受けられる。安易な廃用

1

さらには、体中の関節が硬くなり、体を起こそうとするとめまいがして

症候群の診断をすることのないように自粛を ・・、「
急性期病院の退院直

先日、全国回復期リハビリテーシ ョン病棟連絡協議会において、 大腿

（
起立性低血圧と言います）
座ることや歩くことができなくな ってしまい

前の日常生活機能評価が必要であり、この機能評価が 『
質の評価』のスタ

も低下すると言われています。

ます。その他にも使わないことによ って出現する症状としては、「
骨が弱

ートになる ・・
」とありました。 私個人の極端な解釈かもしれませんが、

、 週目では

くなる」
、「
心臓や肺の機能が低下する」
、「
床ずれ」
、「
認知症、う つ状態や

近い将来に大腿骨頚部骨折術後という高齢者に多い疾患のリ ハビリが で

、 週目で

意欲の低下などの精神症状」など非常に多く、これらは、総称して 「
廃用

きなくなる可能性もあるのでは？と懸念しています。

週目で

症候群」と呼ばれています。廃用症候群は、過度な安静など日常生活の活

廃用症候群は予防が大切であり、早期の離床、すなわちリハビリが有

｣

動量が低下したときに生じ、長期間続くと、いわゆる“寝たきり状態”と

として、近隣の急性期病院より紹介を受けています。この中で私たち医療

当院でも、肺炎や外科手術後の安静、大腿骨頚部骨折術後の廃用症候群

さんを受け入れて積極的なリハビリを提供する ・・
そして 一日でも早い在

況であり、私たちリハビリ専門病院としては悪化する前に 一刻も早く患者

と願いたいところですが、現在の救急医療システムを踏まえると困難な状

効です。
“急性期病院で、すべての患者さんに早い時期のリハビリを ・・
”

スタ ッフが、入院でのリハビリが必要と判断している患者さんは、半数程

宅生活 へ支援する ・・この基本方針は今後も変わる ことはな いでしょう。

なります。

度というのが現状です。つまり自宅退院可能であり訪問リハビリで対応可
能な患者さんが非常に多い印象です。このような背景には安易に“廃用症

宮良 富子

『『『『
特定健診 ・・・・特定保健指導 』』』』いよいよ開始！！！！
看護師長

Ｑ、なぜメタボのののの発見がががが重要かかかか？？？？

特定健診 では、まず、《《《《
腹囲》》》》を測定します。メジ ャーを用 いて腹回

ボ健診と呼ばれています。四十歳～七十五歳未満 の方を対象 （
約五千

も、血糖値、血中脂質 の数値がやや悪 い状態。放 っておくと糖尿病な

内臓脂肪型肥満』』』』で、しか
メタボは、おなかの中に脂肪が溜まる 『『『『

りを測定することで内臓脂肪を推察するのです。

七百万人）にメタボリ ックシンド ローム該当者及び 一歩手前 の予備群

ど の生活習慣病に進行するだけでなく、脳卒中、心筋梗塞と いう命に

この、四月から いよいよ始まる新新新新しい健診 （（（（
特定健診））））は別名メタ

に対しての生活指導を行 い、生活習慣病 の発症 の予防を目的とした健

関わる病気になる危険性が大きく高まります。

･
･
･

問題点に気づき、それから健康的な生活改善 の方向性を導きだせるよ

保健指導は、まず対象者 の生活 の中で、対象者が自分 の生活習慣 の

身 に つまされる思 いです。

れな い、続けられな い！』お酒や、タバ コ、 つまみ食 い、運動不足

『
わか っちゃいるけど、やめられな い！』
、『
わか っているけど始めら

Ｑ、脱脱脱脱メタボには、、、、まず減量！！！！食事のののの工夫とともに運動がががが欠欠欠欠かせない！！！！

☆☆☆☆

康診査と保健指導が行われます。健診 の目的は、主に二 つあります。
健診のののの目的
一一一一、、、、国民のののの健康維持 ・・『『『『
自分 のののの健康はははは自分でででで守守守守るため』』』』 のスタート地
点に国民全員が立 つこと。
二二二二、、、、医療費 のののの削減 ・・・国民医療費 の三分 の 一は生活習慣病 である糖
尿病や心臓病と関連疾患 の治療費 です。病気を防げれば医療費は
減ると いう理屈です。沖縄県は、外来 の受診率が ワー スト１１１１と言
われています。受診率を増やして早めに治しましょう。

生活習慣病は、自覚症状がな いまま進行するため、健診は個人が生

め手です。結果が来たら、まず自分が健康状態 のど の位置にあるのか

健診 の結果をどう受け止め、行動 の変容にどうや って活かすかが決

うに支援していくことです。健診は、受けただけではダ メ！

活習慣を振り返る絶好 のチ ャンスと位置づけ、行動変容に つながる保

を見 つめ直しましょう。

☆☆☆☆

健指導を行 います。

胸囲
男性 85cm 未満
女性 90cm 未満

情報提供レベル
指導対象外
次年度の健診へ

Ｑ、自己選択とととと行動変容 って何何何何？？？？

保健指導でででで行行行行うことは？？？？

保健指導 のののの目的はははは、、、、対象者が体 のメカ ニズムと生活習慣と の関係を

理解 し、生活習慣 の改善を自らが選択し、行動変容に つなげ ること。
①無関心期
②関心期

生活習慣を変える つもりはな い！

生活習慣を変えた いが今すぐは無理！

･
･
･
･
･
･

③準備期

生活習慣をなるべく早く変えた い、努力している。

･
･
･
･
･
④行動期

実行開始 ！

･
･
･
･
･
⑤維持期

新 しい生活習慣が半年以上続 いている。

･
･
･
･
･
･
⑥逆戻りりりり期期期期

･
･
･
･
･

や っぱりだめ！でも大丈夫。前に戻 って考えよう！

それぞれ の準備段階を 一緒に相談しながら、考えていきます。
☆☆☆☆

※ 保健指導にににに来院されるのを待待待待 っています。。。。

皆皆皆皆さん、、、、
けやアドバイスをををを行行行行 います。。。。
自分 のののの健康にににに関心をををを持持持持ちましょう。。。。

とにあり、、、、
対象者がががが健康的なななな生活にににに自自自自らららら改善できるような様様様様 々々々々なななな働働働働きか

のための自主的なななな取取取取りりりり組組組組みを継続的にににに行行行行う ことが出来るようにするこ

特定保健指導 のののの目的はははは、、、、対象者がががが自分 のののの健康状態をををを自覚しししし、、、、生活改善

最後にもう 一度。。。。

☆☆☆☆ 貴方のののの意識改革がががが重要！！！！主役はははは貴方です。。。。

（３） 総合判定
※積極的支援グループ
積極的支援グループ
青グループで①～④が 2 つ以上
黄色グループで①～④が 3 つ以上
※動機付け
動機付け支援レベル
支援レベル
青グループで①～④が１つ当てはまる
黄色グループで①～④が１つ当てはまる

BMI が
25 以上

BMI が

25 未満

①血圧・・・上の血圧（収縮期）130 以上
もしくは下（拡張期）が 85 以上、
又は血圧調整の薬を内服中（単位 mmHg）
②血糖・・・空腹時の血糖が 100 以上、
又は血糖調整の薬を内服中（単位 mg/dl）
③脂質・・・中性脂肪が 150 以上、又は HDL コレステロールが 40 未
満、
又は脂質調整の薬を内服中（単位 mg/dl）
④喫煙・・・①～③のうち、ひとつ以上該当すれば喫煙者はリスクを
ひとつプラスする

･
･
･
･

保険指導対象者の選定と階層化
（１） 肥満グループの選別
胸囲
男性 85cm 以上
女性 90cm 以上

（２） 血液検査結果による判定

患患患患者者者者
者者者者をををを
をををを支支支支
支支支支ええええ
ええええるるるる
るるるる家家家家
家家家家族族族族
族族族族のののの
のののの役役役役
役役役役割割割割
割割割割 ☆☆☆☆
☆☆☆☆
患患患患
リ ハビリテーシ ョン部部部部 心理士 安里優子

患者がががが入院生活やややや在宅生活をををを行行行行 っていくうえで、、、、 つぎ の三三三三つの

0
0
0
2
））））

望望望望まれます。。。。

““““他人とととと話話話話をするよりも、、、、家族とととと話話話話をしたほうが脳脳脳脳はははは活性化すすすす

るるるる””””本誌のののの先月号にににに掲載された今村理事長のののの記事 です。。。。患者をををを支支支支

える家族のののの役割 のののの大切さは科学的にも認認認認められているのだとあら

うぞふる ってご参加下さい。。。。

日時やややや催催催催しししし物物物物のののの内容については、、、、適宜院内にににに掲示いたします。。。。どどどど

おり、、、、ごごごご家族やややや患者のののの皆様にと って有益なななな企画をををを実施しています。。。。

最後にご案内です。。。。当院では 「「「「
家族会」」」」がががが定期的にににに開催されて

のご家族にににに合合合合 った支援のののの重要性をををを再認識いたしました。。。。

家族 のののの役割がががが円滑にににに働働働働いている ことが必要だと考考考考えられています。。。。 ためて実感 いたしました。。。。また、、、、職員として、、、、患者のみならず個個個個々々々々

①①①① 「「「「
観察者」」」」・・・患者のののの健康状態、、、、気持ちちちち、、、、食事、、、、排泄、、、、活動
をををを把握して、、、、患者のののの状態のののの変化をををを見守るるるる。。。。
②②②② 「「「「
管理者」」」」・・・患者のののの心身のののの状態にににに応応応応じて医療機関 ・・・・福祉機
関関関関などに相談する、、、、さまざまな制度のののの活用のののの交渉やややや申請にににに
あたる。。。。

（（（（
渡辺らららら、、、、

③③③③ 「「「「
介護者」」」」・・・患者のののの身体機能やややや気持ちを把握しししし、、、、必要ななななケケケケ
アアアアをををを行行行行うううう。。。。

これらを十分にににに機能させるため、、、、ふた つのポイントがあると思思思思
います。。。。それは 『『『『
情報』』』』とととと 『『『『三三三三つの役割をををを分担する こと』』』』です。。。。
様様様様々々々々なななな情報をご家族同士または職員とととと互互互互いに共有しししし合合合合う ことや、、、、
誰誰誰誰がどの役割をどのように担担担担うのか実現的なななな協力体制づくり等等等等がががが

【【【【平成 二十年三月入退院状況】】】】入院患者数六八名

自宅

新人オリエンテーシ ョンのお知知知知らせ
「「「「ちゅうざん病院 新入職員オリエンテーション」」」」

ちゅうざん病院 〒904‐2151 沖縄市松本６丁目 2 番地 1 号
TEL982-1346 FAX982-1347 「広報ちゅうざん」 編集: 濱盛

日時：：：：平成二十年四月一日～～～～四日
場所：：：：５５５５階階階階ホールにて

一日：：：：病院運営方針

退院患者数六六名

66%

23%
9%

病院のののの組織とととと組織人としての心構ええええ 等等等等
二日：：：：感染防止について
等等等等

等等等等

54%

安全とととと自己のののの防止について
三日：：：：看護部門について、、、、各病棟のののの機能
リハビリ業務、、、、医療相談室のののの役割

14%

四日：：：：チーム医療について
介護保険ととととケアマネージャーのののの役割 等等等等

15%

6% 0%
5%
0%
8%

ショートステイ

その他

施設

宅老所

民間病院等

施設入所

公立病院等(中部)

転院

公立病院等(北部)

自宅

