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第８回  

ＩＣＵでの早期リハビリＷＳ  

アンケートまとめ 

 

 

 

 

 

 

 

2018年 10月 7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大阪 

 

 

 

参加者 28 名（2名欠席）  

アンケート回答者 26 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 

 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 28名  職種別：PT：12 OT：1 看護師：14  医師：1 

  アンケート回答（PT:12 OT：１ 看護師：12 医師：１） 

 ・経験年数  平均(最小～最大) 

PT：6.4年 (2～21年) OT：5年 看護師：11.8年(4～25年)  医師：5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 

【瀬尾先生：早期リハ基礎知識・総論】 

【学んだこと】 

・組織の動かす上でのつまずきのポイント。 

・PAD ガイドラインの変更点、強調されているポイント。 

・知識や技術など以外の重要についても目を向ける必要があること。 

・早期離床のためには、正しい鎮静、痛み、せん妄の評価が必要ということを学んだ。 

・スタッフ間で知識や情報を共有する。 

・ABCDEバンドルの各項目の評価、管理、予防を学びました。 

・PADISへのガイドライン更新。 

・他職種との共有が大切だと思った。早期リハの実施には何が必要か知ることができまし

た。 

・知識・技術以外のコミュニケーション、共有することが重要だと感じました。 

・共有について。「ギャップ＝戦略」 

・ハード面を整備することの大切さを学びました。 

・他職種との連携の大切さ、Nsへのアドバイスなど。 

・知識・技術も大切だが、情報の共有が需要だとおもった。 

・知識・技術も重要であるが、「共有」することの重要性を感じた。ABCDE"F"の概念は一

見忘れてしまいガチであるが重要であると感じた。 

・臨床に即したお話がよかったです。チーム医療の重要性。       

・早期離床を行う上で何が障害となっているのかを自身の中で整理する事ができました。 

・知識・技術・経験も大切な事だが、その他チームを動かす事、患者さんとの情報共有など

が大切な事である事。まずは、知識・技術を高めてやっていこうと思う。 

・チームでのリハビリの重要さを再確認できました。 

・早期リハによる ICU患者への影響 

・評価→鎮痛→鎮静を客観的な評価で。 

・思っていたよりたくさんの『早期リハに必要な事』があった。 

・早期離床において他職種との連携が大事。PADISガイドラインや ABCDEバンドルを用

いて介入していく。 

・ABCDEF バンドルの復習。早期リハをするにあたっての共有の大切さ。 

・鎮痛・鎮静の薬剤の知識、薬剤による効果とリスクについて。 
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【古賀先生：痛み・鎮静アセスメント】 

【学んだこと】 

・正しい RASSの取り方。 

・再現性・統一性のある評価の厳しさ。 

・正しい評価ができるようスタッフが統一した判断技術、知識が必要と思った。 

・CPOTの評価が人によって変わってしまう。 

・J-PAD ケアバンドルの評価における個人差を自覚しました。アセスメントの記録の重要

性を学べました。 

・RASS、CPOT、NRS。評価が難しい。 

・CPOT、RASSの評価方法を再度学び確認できた。映像を見て評価するも、人によって違

うためどこまで合わせられるかが大切だと感じた。 

・RASS,NRS,CPOT を同じ方法、同じ基準で統一された評価にすることの必要性、難しさ

を感じました。 

・無鎮静化でも RASSが使用できること、CPOTの評価が難しかった。 

・個人によって評価に差が出る事がある。 

・COPY,CAM-ICUの実技は勉強になった。 

・実際のグループワークがよかったです。評価のズレの考慮。 

・特に CPOTは行う人によって点数が異なるということを再認識でき、共有することの重

要性を学ぶ事ができました。 

・痛みは経過を追って見ていく事。 

・実際の症例を通じて RASS,CPOTの実施方法を理解できた。 

・各スケールによる評価方法 

・同じ症例を見ても検者により評価スコアにばらつきがある事。 

・CPOT評価でも個人差がある。正しく評価して介入する事が大切。 

・正しい方法での scale使用。 

・CPOTの評価は人によって点数に差が出てしまう。 

・評価の難しさ。 

 

 

【職種別実習・演習】 

【森沢先生：身体評価実習】 

【学んだこと】医師・看護師対象 
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・ROMの具体的方法。 

・MRCの方法やポイントを教えてもらった。私の病院ではMMTを使っているので、MRC

を評価できるように実際にしてみようと思いました。 

・リハビリを開始する前に評価することの重要性。ROM訓練を継続することの重要性。 

・MRCの難しさがあります。臨床で経験を積めるように頑張ります。 

・リハビリに重要な介助力の判定。臥位・座位での筋力の違い。MRCの違い。 

・MRCの評価を知ることができた。実際に評価することでイメージもできた。 

・MRC測定法、導入していきたい。 

・MRCを今度病棟でも実施しようと思います。 

・もっと積極的に ROMを行なって行きたいと思う。MRCも評価して行きたい。  

・MRC の方法を学ぶ事ができた。現場の PT と協力して Ns ももっと MRC や ROM を行

えるようになれたらと思った。 

・MRC 評価、正しい ROM 訓練など。麻痺のある Pt やオペ後人工骨頭などは脱臼の危険

性がある。 

・MRCを初めて知った。 

 

 

【瀬尾先生：鎮痛・鎮静薬剤】 

【学んだこと】リハビリ職対象 

・鎮痛薬選択についてのポイント。薬剤の特性を理解していないとディスカッションできな

い。 

・知りたかった内容についてご講演していただけて、非常に勉強になりました。 

・何のために鎮静を使っているのかを考えてウィーニングできるかを他職種で共有できれ

ば、せん妄予防につながると感じた。 

・鎮静・鎮痛薬がなぜ選択されているのか。最小限の鎮痛・鎮静薬で済ませるために必要な

策を考え、提案すること。 

・何に対して苦痛を感じているか評価することが大切。 

・鎮痛薬、鎮静薬をそもそも使う必要があるのか？なぜ苦しいのかを忘れない。鎮痛▶鎮静

の順番など。 

・臨床で大切な部分を強調してくださったので、分かりやすかったです。薬剤の知識をどう

臨床に生かすのかを考えることの重要性。 

・どういった順番で評価や薬剤の使用を決めていくかといった手順を知る事ができました。 

・改めて鎮痛→鎮静という流れを理解できました。 

・呼吸抑制の出現の仕方が薬で異なることなど教わる事ができてよかったです。 

・鎮痛・鎮静の副作用。効果発現・持続時間を改めて考える事ができた。 

・薬剤の効果とリスクを学べた。 
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【鵜澤先生：離床の進め方】 

【学んだこと】 

・離床の進め方 

・準備が大切。 

・離床を進める前に患者も含めて他職種で共通認識が必要になる。 

・早期離床 

・今まで PTさんオンリーに任せっきりだった介助方の実際の体の動かし方、安全な離床の

ための介助をより詳細に理解できた。 

・メンバー役割、PTさんの説明、リスク・症状マネジメント 

・実施基準について把握すること。端座位・立位など各場面において評価・アセスメントを

行うこと。 

・リハビリ中止基準は作成しているが、開始基準はバラバラなので統一できるように指標を

作りたい。 

・流れがわかりやすかったです。チーム医療の重要性。 

・患者さんや家族への説明の大切さを学ぶ事ができました。 

・離床を行うにあたっての Pt,への説明。その前に PT・Nsなどと情報共有をしておく。 

・離床に際して必要な評価を再復習できました。 

・事前の準備と評価、チームワークの大切さ。 

・VSの変動を見て開始基準が満たされているか評価し、痛みの評価はその都度行い、Fa へ

の配慮、本人への声かけが大切。 

・プロトコールの流れ。 

 

 

【離床実習】 

【小幡先生・他：立位歩行】 
【学んだこと】 

・立たせ方。筋力を評価した上でリハビリを進めることも大切。 

・挿管チューブの持ち方やルートのまとめ方。 

・離床する前に患者の筋力をアセスメントし、必要な人数や移乗の方法を考える。 

・離床の開始、中止基準のチーム内での周知および離床時のチューブトラブル、対位調整の

重要性を学べました。 

・より臨床に近い状態、「あるある」という設定の中でいかに安全に PT の筋力を生かして

離床するかを「他職種で学んでいる」、「様々な経験で学んでいる」と感じることができた。 
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・鎮静度や疼痛スケールで評価しつつ、車いす移乗ができた。リハビリスタッフと相談しつ

つ（筋力の程度など）移乗方法や役割を決めて行うことが大切だと思った。 

・開始基準について。 

・他職種の目線を見られて、共有できてよかった。 

・立ち位置、呼吸器との距離、介助方法。 

・疼痛評価を行なってリハビリが進められるように援助して行きた。 

・中止基準をしっかり決めておく。役割分担。 

・看護師の視点からのアドバイス、リハの視点からのアドバイスを共有できてよかった。 

・Ns と PT との観点の違いや、離床時のポイントのおさえかたに違いを感じました。その

点からもリハビリ開始時に意識のすり合わせが大切だと思いました。 

・離床時の Pt への呼びかけ、動作ごとの VSチェック。離床に関わるスタッフの情報共有。 

・実際に見るべきポイント、プランニングに関して考えながら行う事ができました。コミュ

ニケーションが大切だと思いました。 

・挿管チューブの事故抜管が内容にはと注意はしていたが、何 cm固定かにも注意してほし

いと指摘を受けた事。ルートに気にするあまり患者さんへの注意が少しおろそかになって

しまっている事がある事。 

・端座位や立位の取り方や、痛みへの対応がとても重要。VSの変動、開始基準を満たして

いるか評価は必要。挿管 Pt は表情や体動なども評価する。チューブトラブルに注意する。 

・創部位置を配慮した起き上がり方法を選択する。バイタルサインのモニタリングを徹底す

る。 

・筋力が弱い方の介助方法。 

 

 

【鵜澤先生・他：車いす】 

【学んだこと】 

・Aラインをはじめとした、正しい継続したモニタリングの実践。 

・モニター数値の変化は患者の状態だけでなく危機の影響もあることを意識する必要があ

る。 

・具体的に離床を進めるために必要な項目やポイントを学ぶことができました。 

・立位をとる前にMMTを評価することの重要性を学んだ。 

・移乗前後の移乗方法を再確認しました。 

・PT、Faの不安、せん妄のアセスメントは重要で、必ずしも「医療の常識」が当たり前で

はなく、逆に不安を助長させたりすることを我々は知っておかなくてはならないな、、、。 

・立位（MRC=3 レベル）の方法を学ぶことができた。Ns だけでリハを行う機会もあるの

で、実戦で活かしていきたい。 

・介助方法。MRCは 30度ベッドアップで。 
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・移乗時にルートや Aラインの高さ、呼吸器回路に気をつけるようにしていく。 

・トランスデューサシステムの特徴。人工呼吸器回路管理。 

・VSの見方を再認識する事ができました。また、施設によっての離床方法（車椅子移乗方

法）の違いも知る事ができました。 

・VSを確認するときの動脈圧のトランスデューサーの位置確認を忘れないようにする。 

・看護師・リハビリそれぞれの視点で十分な部分、不足している部分の確認ができました。 

・他職種への理解が重要だと感じました。 

・患者さん、患者家族さんへの声かけ。 

・リハビリ中に痛みをその都度評価する事が大切。 

・筋力低下等で介助量の多い方の移乗方法について。 

・施設、マンパワーなどで車いす移乗の方法を考える事ができた。 

【飯田先生・他：気道・介助法】 

【学んだこと】 

・痛みの評価と control。起こりうる状態変化を予測し、適切に対応することが重要。 

・チームワークを確立するための声がけや役割の決め方などよく実感できました。 

・離床時のショック対応及び患者・家族説明の重要性。要因のアセスメント、次回への対策・

プランの重要性を学びました。 

・いつも車椅子移乗に対してのアセスメントには悩みます。今回は様々なツール、人員、役

割、PTの個体差を考えて安全な方法を選択できました。 

・バイタルチェック、家族への対応など・ 

・中止基準について。Fa対応について。 

・患者家族への配慮。バイタルの確認、中止基準の把握。 

・Nsだけでの立位リハ時のポイントを学ぶ事ができた。 

・挿管チューブの持ち方。 

・リスク管理を行いながらの離床の方法 

・改めて中止基準、開始基準の確認をする事ができました。また、知識面だけでなく、チー

ム内の連携によって患者さんに与える不安などが変わることを認識する事ができました。 

・Pt の膝が折れないように、膝ロックをする方法や、立位をとるときの重心移動？上に持

ち上げるのではなく、少し前屈させると立位を取りやすい。 

・リスク管理を図りながら役割分担してリハビリを行う事でスムーズかつ安全なリハビリ

につながると感じました。 

・事前の離床方法についての打ち合わせの重要性。 

・MRCが２の患者の車いす移乗、 

・他書機種目線での注意点を共有する事ができた。 

・せん妄や家族への対応。 
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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】 

・実技が多かった事、モニターやルートなど現実にありそうな場面を設定いただいていたの

がよかったです。 

 

 

 

【全体満足度の項目での自由コメント】 

・離床前の筋力テストの重要性を感じました。そのための SAT・SBT などが進

めていけるよう、行動することを学びました。 

・共有方法について。“できない”“続かない”“周知できない”ではなく、どのよう

に周知できるのか考えていきたいと思った。 

・実習が少し駆け足だったので、もう少し時間をとっていただけるとよかったで

す。 

・グループワークも他職種で協力しながら行う機会となりよかったです。 

・評価基準を活用し、スタッフ全員が客観的評価ができるようにする。自施設の
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リハビリ計画があまり連携が取れていないため、他職種との連携を図る必要が

ある。土日、PT がいない時もリハビリを強化する。 

 

 

 

【このセミナーを受けて、変化したことはなんですか？】 

・自分の知識や技術だけでは大きく何か（早期リハ）を変えられない。色々なギャップを埋

めていく必要がある。 

・正しい鎮静・鎮痛の効果を評価すること、リハビリの大切さを身を以て感じました。病院

で行なっていることを、周りのスタッフともっと真剣に取り組み、患者さんのために看護で

きるようになりたいと思いました。 

・リハビリをするために必要な評価が曖昧だったので（特に関節）明確になってよかった。 

・PTの筋力の評価方法。PTとしての動き。早期離床加算へのそれぞれの取り組み、課題、

Nsとしての役割。 

・鎮静レベルの評価、離床方法を学べた。 

・医師や看護師と情報共有して離床進めていこうと思えた。 

・スケールを使用して患者さんの評価をこまめ（リハ前・中・後など）に行って評価してい

く。リハビリ実施時の注意点、ポイントに気をつけながら積極的にリハビリを行う。MR C
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評価をしてリハビリメニューを考えて行きたいと思った。 

・チームでの情報共有の大切さを知った。実習の大切さを体験してわかった。 

Ns の考え方がわかりました。また、車いす移乗時の方法でリフティングの選択など他の施

設から学ぶ事ができました。 

・疼痛管理や疼痛・せん妄・鎮痛の評価をこまめに行い、正しく評価する。今まで適当だっ

たんだと思った。自部署でも役立てたい。 

・評価の大切さ、薬の考え方に関して特にブラッシュアップできました。 

・これまでは、早期リハを行うにあたっての評価方法やアセスメントが甘かったなと感じま

した。 

・色々な意見が聞けてよかった。環境は大切だと思いました。 

・Ns の視点も直接また間接的に教わる事ができ、明日から離床で気をつけていこうと思い

ます。 

・薬剤を含めた知識。ルート管理。チームでの役割分担の重要性。 

 

 

【このセミナーを紹介したいですか】 
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（５）全体写真 

 

 


