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ＩＣＵでの早期リハビリＷＳ  
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2018年 6 月 24日(日) 

会場：パラマウントベッド メディカルデザインスタジオ東京 

 

 

 

参加者 29 名  

アンケート回答者 29 名 

 

 

主催 日本集中治療教育研究会リハビリテーション部会 

共催：パラマウントベッド株式会社 

 日本光電工業株式会社  

丸石製薬株式会社 

 

作成：亀田総合病院 鵜澤吉宏 
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１）参加者内訳 

・合計 29 名  職種別：PT：23 OT：2 看護師：４ 

 ・経験年数  平均(最小～最大) 

PT：7.3 年 (2～13 年) OT：6.0 年(2 人とも 6 年目) 看護師：6.0 年(2～15 年) 

 

 ・WS の知ったきっかけ 

 

 知人の紹介が参加するきっかけとなった方が過半数でした。過去に受講した方からの口

こみや同じ職場の方と参加してみるなど、様々なきっかけで受講していただけたようです。 
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（２）各講義・実習のアンケート結果 

 概ね満足を得た内容であったと思われます。 
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講義・実習別のコメントです。詳細を確認したい方はご確認ください 

【讃井先生：早期リハ基礎知識・総論】 

【学んだこと】 

・なるべく生理的な自然な状態を保つことの大切さ 

・早期リハビリの現状の問題点と課題。手記はこれからも使っているので続けていただきた

いです。 

・睡眠に関する内容が知れてよかったです 

・早期離床の意味、大切さ、評価の大切さ 

・基礎について学ぶことができてよかった 

・せん妄と鎮静に関して、準備、直接促進因子についての理解 

・リハビリが何に影響を与えることができるかの基礎を知ることができた 

・「単にせん妄がおこっている」と判断しがちでしたが、せん妄が何のために起こり得るの

か印象深かったです 

・せん妄についての理解を深めることができた 

・せん妄に対する理解が深まりました。ICU 内で行えるリハビリの幅を広げるべきである

と感じました 

・ICUでのリハビリに対する必要性や意義を改めて学ぶことができました 

・大変勉強になりました。文献、研究の提示もありわかりやすかったです。 

・早期リハの重要性が理解できた 

・ICUでの離床の重要性、効果が改めて理解できた 

・急性期での早期リハの必要性を改めて理解することができた 

・正常な人と ICU 患者の睡眠のグラフ。理解していてもグラフを見たこの違いにケアを考

えさせられました。床上でしか関われない患者の床上リハの効果やアウトカムをどう設定

するかスタッフで悩んでいましたが、やはり日常生活機能の自立度にゴールを合わせない

と、と思いました 

・早期離床の必要性についてや薬、せん妄について詳しく学ぶことができました 

・VIDD の話を初めて聞いて勉強になった 

・ABCDEF バンドル、PICS について 

・早期リハの意義を改めて理解した。早期リハの EBMは不足している 

・早期離床に必要な知識をつけることができた。ICU での音の対策が大切ということを知

れてよかったです 
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【小松先生：痛み・鎮静アセスメント】 

【学んだこと】 

・しっかりとバッテリーをやらないといけないこと 

・実際の現場からイメージがしやすかったです 

・CAM-ICU、RASS の取り方がわかった 

・手順がありそれを行い、安全に進めること 

・いつも Nrs さんに任せていた、せん妄の評価を自分でもとってみたいと思った 

・RASS や CAM-ICU など各コメディカルで共通のツールを使用して評価したり全身状態

と合わせて把握できるとよりスムーズかつ正確にアセスメントできると感じました 

・患者様の介入前に観察することが大切と感じました 

・実際の評価を見本からやることができて勉強になった。疼痛、鎮静の評価について明日か

ら活かせるものだった。 

・評価方法とリハ実施の是非について 

・離床する前段階での順を追ったアセスメント方法 

・鎮痛、鎮静の評価方法、その必要性、アセスメントの仕方を学ぶことができた 

・覚醒、せん妄、Pain の評価（実際） 

・アセスメントする大切さを学びました 

・RASS や CAM-ICU など順序を立ててのリハビリ介入などチームとしてのリハビリ介入

を学ぶことができました 

・BPS を使ったことがなかったので、明日から使ってみます 

・医療内容を確認しながら評価することが重要と感じた 

・痛みやせん妄の評価を実技を通して学べたことはとてもよかったです。１つ１つの評価を

正確にすることが大切だと思いました。 

・普段からやっていることではありましたが、初心にもどり、丁寧にアセスメントをするこ

とができました 

・いつも Nｓから“今の時間ちょっと厳しい”とリハの方に伝えるだけで時間調整をしてい

ましたが、一緒に判断していくようにしたいと思いました。PTの方も CAM-ICU をつけて

いることを聞いて刺激になりました 

・RASS の評価の必要性がわかった 

・評価の目的や方法を正しくチームで理解する必要があると学べました 

・RASS,CAM-ICUの評価方法のおさらい 

・CAM-ICU、RASS 等再解釈する良い機会になった 

・評価方法、視点→結果に対してどう考えるかアセスメントの重要性を感じた 

・RASS で 30 秒観察というのは行っていなかったので参考になった 
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【職種別実習・演習】 

【横山先生：身体評価実習】 

【学んだこと】看護師対象 

・脳、呼吸、循環、腎、消化器といったところでは観察ができていますが、骨格筋や関節の

アセスメントは弱いところであるため学びを生かしていきたい 

・今までどこの筋力をみていたんだろうと思ってしまうくらい、筋力の評価は適当にやって

いたと反省しています。もっとできることはあるし、今部署でやっていることがもっと効率

よくできるなと気づかされたので明日から伝えていきます 

・MRCの評価方法、ベッド上の有効な関節運動 

・Ns としては、自分たちがリハビリでどんなことが訓練になるか、何をやっていいかが知

りたいところでもあるので、ありがたかったです。自施設でも聞いたりするのですが、お互

い改めて時間をとって実習付きの勉強会となるとなかなか難しいのが現状で・・・。 

・関節の動かし方や評価方法を知ることができてよかった 

 

【瀬尾先生：鎮痛・鎮静薬剤】 

【学んだこと】リハビリ職対象 

・つらさへの共感が薬の前に大切 

・薬の種類や副作用などとても勉強になりました。今担当している患者さんがどのような薬

を使っているか確認し、必要であれば Dr への相談もしていこうと思います 

・薬剤の種類、拮抗薬については知識としてありがたいです 

・薬効が詳しく知れてよかったです 

・使用している薬剤の効果時間を確認し、リハ介入時間を考えること。薬に頼らずまずは患

者様の訴えをよく聞くことが重要と感じました 

・薬剤の効能や副作用について考えなければいけないことを学びました 

・鎮静の薬や注意点など具体的でわかりやすかった。鎮静薬や鎮痛薬について知識がなかっ

たので役にたった。 

・薬剤のお話はとても重要であるが、聞けることが少ないのでとても分かりやすくてよかっ

たです 

・薬剤が入っている場合の影響について理解を深めた 

・薬剤以外で改善できる、フィジカルアセスメント 

・薬剤の特性を理解でき、リハビリ時に何を注意するべきかの参考になった 

・薬についての作用発現時間など、必要ない薬を使わない 

・副作用を理解する必要性を学びました。離床、全体像をアセスメントする際に配慮しよう

と思います。 

・鎮痛→鎮静の意味が理解できました 
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・先生の講義を何度か聴講させて頂いていますが、いつもすっと入ってきてわかりやすく、

楽しく学ぶことができています 

・薬の作用、発現時間の違いが勉強になりました 

・鎮静、鎮痛薬の効能を知ったうえでその他の評価も大切と感じた 

・各種薬剤の特徴や使い分けについて学ぶことができました。薬を使う前にできる対策がな

いか考えることが大切だと思いました 

・薬の作用 

・ファシリテートの重要性を感じた 

・リハビリ職としては、薬剤に関する知識が乏しかったのでとても勉強になりました 

・効果発、持続効果を改めてしっかりみていこうと思った 

 

 

【鵜澤先生：離床の進め方】 

【学んだこと】 

・必要な評価や基準を学ぶことができました 

・大切な手順ありがとうございました 

・患者さんへの説明の重要性を学びました 

・各職種で評価した内容をチームで共有してゴールを立て、離床を進めることが大切と感じ

ました 

・リハビリを進めるときに、目標の確認やチーム医療の大切さを学びました 

・ICUでの評価の仕方は若干異なる。ICUに特化した評価方法も知る必要がある 

・チームの役割の理解、リハ介入のプロトコルの参考になった 

・MRCを知らなかったので明日から使ってみます 

・離床には準備が重要だと感じた 

・他職種で役割を持って行うことが重要だと感じた 

・離床を進めるために必要な準備や評価について整理された情報が知れてためになりまし

た 

・何を評価して離床をすすめないといけないか、再度確認できた 

・役割を理解しあう必要があると思います 

・プロトコルの重要性（人によって離床基準のばらつきをなくすため） 

 

【離床実習】 

【高田先生・尾崎先生：呼吸器装着患者の座位までの介助・気道管理など】 
【学んだこと】 

・コミュニケーションが大事 
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・自分の役割やほかの人とのコミュニケーションが大切だと思いました 

・共有することのたいせつさ 

・起こりうるリスクやどのように離床するかをチーム全員で想定しすすめること 

・実技をまじえてできたことが、明日から生かせると思いました 

・気管管理の仕方、考え方を知る 

・今までリハビリ中の事故抜管は経験したことがなかったが、万が一の対応について学ぶこ

とができた 

・事故抜去時の対応がためになった 

・気道管理、抜管時の対応 

・挿管されたチューブの管理 

・挿管チューブに関して、抜けたときの対応など認識しておくことが大事だと感じた 

・挿管管理中の介助について知ることができました。チューブの管理など知らなかったこと

も多く勉強になりました。 

・チームで話し合うことの重要性、話は OPEN で患者役を経験して、意外と挿管チューブ

にテンションがかかることを知った 

・挿管患者への配慮（closed クエスチョンやチューブの違和感） 

・気管チューブの固定方法（介助方法）やレントゲン写真を用いての演習 

・挿管チューブ抜けの対応について理解できました 

・挿管チューブが抜けかかったときの対応 

 

【石高先生・野島先生・鵜澤先生：モニタリング・車椅子移乗実習】 

【学んだこと】 

・いろいろなメンバーを総合的に評価すること 

・重介助の方であれば、人数の確保や情報の共有が大切だと思いました 

・モニタをどう読むのか、見せかけにだまされず他にある偽りについて学べた 

・実技をまじえて行えてよかったです 

・トランスジューサーの位置、血圧の測定（A ライン or マンシェット） 

・A ラインのモニタリングや呼吸器の介助時の持ち方 

・A ラインや NIBP 等の疑問に感じていたことが少し晴れたのが良かったです 

・モニタリングの適切な評価の重要性 

・NIBP、A-line が入っていることの実践 

・モニタ指標を吟味すること、ライン類の管理について特に学ぶことができた 

・離床の目的、方法のチーム共有の重要性 

・モニタの数字を確認すること 

・A-line のモニタリングや所見の解釈が重要だと感じた 

・ルールが多く、介助量が多い方に対する対応の難しさを実感しました。そのため、役割を
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しっかり決めて行動することで安全に介入ができることがよくわかりました。 

・腕にトランジューサーを付けるのは初めてきいたので、臨床で生かしていきたいと思いま

した。 

・介助者が多い場合の役割分担の重要性を改めて感じた 

・在宅での作業スペースの確保 

・プロトコルの大切さを改めて感じました 

・環境設定、機器について 

・離床の難しさと安全性について学べた 

・モニタリングのお話はとても貴重でした 

・本格的だったので勉強になりました 

 

【小松先生・横山先生：立位歩行】 

【学んだこと】 

・アセスメントはチームで流れを共有 

・自分だけでなく、患者さん自身へも行うことをしっかりと伝え、次の場面をイメージしな

がら行うことが大切だと思いました 

・ナースに提供する PTの情報 

・休日等の Nrs への申し送りを具体的に行うことの大切さを学びました 

・セラピストと看護師さんとの知識のギャップがあることを再確認した 

・メンバーで声掛けをしながらの連携の重要性を感じた 

・離床における他職種の視点を知ることができた 

・細かい配慮が必要だと感じた 

・患者さんへのオリエンテーション、評価の上での次のステップへの進行の判断が重要だと

感じた 

・チームワークの大切さを学びました 

・痛みを詳細に確認する、歩行可能なのか評価をしっかり行う 

・チームで動くことの大切さを改めて知った 

・ケアの中で“ここまで行けそう”と考えていましたが、離床前にきちんと評価することの大

切さと、それらを記録に残すことの重要性を感じました。休日は特に人も少なく、リハビリ

さえ手が回らないこともありますが、筋力評価で離床のアセスメントはできると思いまし

た。 

・チームで離床を進めることの重要性（共通認識など） 

・グループで歩行までの実践 
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（４）セミナー全体のアンケート結果 

【全体構成に関する自由コメント】 

・実習が多くて勉強になった 

・明日からの臨床に役立つ 

 

 

【全体満足度の項目での自由コメント】 

・2 日間コースを行って頂きたいです。非常に楽しかったです。 

・あまり ICU に行く機会がなく、先輩を見て学ぶことが多かったが、実際に実技や自分で

アセスメントをして動くことが多いためとても勉強になった 

・大変満足です 

・もっと基礎や技術、コミュニケーションはじめ学ばなければならない事が理解できました 

・基本的に自分の考えていたことに大きな間違いがなかったと思いました。それが確認でき

たので、施設に帰り他のスタッフ教育に生かしたいです 
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【このセミナーを受けて、変化したことはなんですか？】 

・やはりチームというか、他職種の関わりで介入することが改めて大切だと感じた。他職種

によって考え方が違うのは当然だが、目標 j は一つにすることが大切かと思います 

知識、技術不足を感じましたが、明日からすぐ臨床に活かせることも多かったので、今後使

っていきたいと思います。 

・チームワークの大切さと情報共有の大切さ 

・昨年も来ました。今年はそれを実践して伝達しながらここに来ました。来年も参加させて

ください。 

・離床時の A ライン、呼吸器、気管の確保の方法、鎮痛・鎮静の管理に関して私たちが携

われる部分が大いにあること 

・自分が今まで得た知識や臨床のやり方を認識することができたのでもう少し自信をもっ

て集中治療に携わっていけるように感じた 

・チームワークが必要であること、各種データの信頼性 

・変化したわけではありませんが、改めて患者のアセスメントには統合的な知識が必要だと

感じた 

・CAM－ICU、BPS など詳しく評価方法を理解できた 

・これまでやってきて間違っていなかったと思う部分と、新たな知識として増える部分もあ

り明日からまた楽しんで臨床に望めそうです 

・慌てないように意識しているが、まだまだあわてていると感じました 

・鎮痛・鎮静のアセスメント、PTとして得意な分野として総合的に評価するように心がけ

たい。リスク管理の具体的な方法が理解でき、自信をもって考えられるようになった。 

・実際に実習を通して行うと、周りの人がどのように評価し実施しているのかを学ぶことが

できた。また、自分の修正点を知ることができたので臨床で活かしていきたいと思います 
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・もっと日常ケアの中でやれることは多いなと感じました。離床のメニューを作成している

ところなので、工程に加えていきたいです 

・離床、リハビリは ICUでは病態に押されて後回しになりがちだが、Pt の予後を考えると

早期の必要性をより感じた 

 

【リハビリ部会セミナーの今後期待すること】 

・2 日間のコースを行ってほしいです。非常に勉強になりました。 

・これのステップアップの会が欲しいです 

・ワークショップの次につながる“上級編”などのスキルアップの場 

・今回は基礎編であったと思うので、臨床に特化した応用編の実技を行ってみたい 

・呼吸についての評価、X-ｐの評価、人工呼吸器ウィーニングなど PTとしての関わり方 

・より実践的なワークショップを定期的に行って頂けると幸いです。非常に有意義でした。 

・このような実習込みの研修がもっと増えると良いなと思います。大変勉強になりました！ 

・離床に限らず Ns,PT双方が運動療法を展開できるような講習 

・腹臥位療法の行い方 
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【このセミナーを紹介したいですか】 

 

  

（５）全体写真 

 


