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ポジショニングの成果

「1年前と比べてみて」

特別養護老人ホーム小鹿苑

中島綾香・伊藤美里

第8回静岡県高齢者福祉研究大会 これまでの取組

平成20年～
①ポジショニング委員中心に外部講師を招き

勉強会を定期的に実施

平成26年4月～27年3月
①ポジショニングの基礎的考え方

②車椅子上の姿勢

③利用者体験とピローのあて方の実技

基礎講座① ポジショニング

• 全体のバランス
７つのマスとツナギ

骨盤の位置

肩の位置

両足の位置

姿勢を見るポイント

骨盤を触ろう！

基礎講座② シーティング

基礎講座③

• マットレスとの関係
骨盤が沈み込んでいないか

胸郭や肘を押し付けていないか

• 左右差はないか？
骨盤や胸郭のねじれはないか

• ピローの種類

現場研修

• 目的
ポジショニング基礎講座(H26)で習得した知識、
技術を実際のケアに応用できる。

• 目標
ポジショニングを実施するために、姿勢を観察し

アセスメントができる。

• 実施期間
平成27年4月から平成28年3月
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・方法

対象者4名
１．姿勢アセスメント（外観・重さのかかり方・骨盤の位置）

写真を観察し気づきを記入する。

２．実施

アセスメントに基づき、ピローの当て方の説明を受け実施する。

説明後の気づきを書き加える。

３．記録（写真撮影）

足元、横からの姿勢を写真で保存する。

４．評価

写真を比較する

●身体の部位同士の位置関係

位置関係を見るポイント◆

背骨でつながっている 頭・胸郭・骨盤

他の部位との関係性（胸郭と両腕・骨盤と両腕）

耳と肩先端

肩先端

と腰骨

鼻先

膝

爪先

手の平・手の甲

アセスメント用紙

●身体とマットレスとの位置関係

より重さがかかっている部位は？◆

それぞれの部位の重さのかかり方は？

アセスメント用紙
現場研修の様子です

実践：対象者の紹介

Y氏 ：82歳 女性 全介助 意思疎通可

両眼失明・脳梗塞栓後遺症（右片麻痺）

I 氏 ：85歳 女性 全介助 意思疎通不可

アルツハイマー型認知症 脳梗塞

W氏 ：85歳 男性 一部介助 意思疎通可

アルツハイマー型認知症 前立腺肥大

H氏 ：89歳 男性 一部介助 意思疎通可

左不全麻痺 左手指拘縮

倫理的配慮

• ポジショニング委員会から対象者4名及び家
族に研究目的・方法、匿名の保障と個人情報

の保護､研究結果を研究目的以外に使用しな

い事､研究への協力は任意である事､途中辞

退も可能である事を説明して了解を得た。
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Y氏 6ヵ月後 姿勢の比較

2016.1.272015.4.28
Y氏 足元から見た姿勢の変化

2015.4.28 2015.10.28

• 骨盤の捻れが改善
• 頸部後屈の軽減
• 右股関節の内旋の緩和

2016.1.27

Y氏 足元から見た姿勢の変化

６ヶ月後

ピローの当て方

★仰臥位 ★側臥位

評価と課題

• 今後の課題
安定した座位

頸部後屈の改善・車椅子乗車

嚥下力の強化

舌の動きを促す

パンダのタカラモノ

• 歌をくちずさむ

でんでんむしむし

かたつむり

I氏 ４ヵ月後 姿勢の比較 （正面）

2015.4.11 2015.8.122015.8.4

上肢の位置

に注意

膝と膝の

間に注意
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2015.4.11

2015.8.4

2015.8.12

I氏
４ヵ月後 姿勢の比較（側面）

胸が開くと胸郭

の厚みが減少

ポジショニング どちらが安楽？

2016.1.272015.4.14

上肢の重さが胸の

上→手関節に影響
（回内？）

下にあるピローが

左上肢を圧迫。

顎が上がっている。

頸部伸展（後屈）

膝下にあるピロー

が膝関節を圧迫。

胸郭・臀部の

支えがない。

評価と課題

• 今後の課題
体位変換後の筋緊張の緩和

左膝関節の拘縮悪化予防

上肢の内転・回内

上肢の屈曲拘縮予防

姿勢の変形を悪化させない

仰臥位をとり入れ、骨盤の

傾きの改善

側臥位時、上になる腕の内

転を防ぐ

＊呼びかけ刺激で、

目があくかも

I さ～ん、

W氏 介入時の姿勢の問題

2015.5.23

仰臥位・側臥位のポジショニング

2015.6.19 評価

横型

指標となる姿勢が保たれるように骨盤の位置を確認し、

アライメントの異常を早期発見する。

2016.3.102015.6.19
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H氏 6ヵ月後 姿勢の比較

2015.12.22015.6.26

６ヶ月後

Ｈ氏 介入時の姿勢の問題

2015.6.26

肩関節が外旋しているた

め、圧力が肘に集中し、浅

い側臥位になっている。

骨盤が右に回旋し、骨盤が左

下肢を引っ張っている。

一ヵ月後の姿勢の問題

2015.7.14

骨盤が右に回旋し、骨盤が左

下肢を引っ張っているため、

右膝関節が屈曲し下肢の長

さが違って見える。

肩関節を水平内転の方向

に動かすことで、仰臥位が

可能となった。

側臥位のポジショニング

2015.7.14

左上肢が外旋しやすいという動きの癖を

直すため、上肢の重さを利用、内転する

ように深めの側臥位とした。

仰臥位のポジショニング

• 左右対称になるようにアラ
イメントを整える

• 右股関節の屈曲、膝関節
の屈曲（仰臥位を導入）

• 左肩関節の後屈強度
（右側臥位導入）

2015.7.14
足底を支える。自分の

体位を認識できるため、

安心する。

介護職の気づき（課題）

右手の

拘縮

骨盤の

ねじれ

胸郭の

傾き

右肩が

上がっている

首が

そっている

顎が

上向き

顎が上が

っている

気づき

・単語での表現

・マス同士の位置関係に気づかず、

説明することができない。

・体部の各位置の名称、関節の名称

基本的な動きの名称で説明する事

ができない。
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利用者からの学び

体の軸が曲がっていることで不

自然な形になっている。自分で

も自然に気持ち良い形になって

いるので、体位変換する時には

身体の軸を真直ぐにと、他の人

にも注意して行いたいと思いま

した。

手指に力が入ってしまうことに

対し、体が真直ぐになっていた

のには驚いた。とても簡単に

ゆっくりと力が抜けていくのを見

て、こういう介助が理想なのだ

と痛感した

今日は、利用者様、笑顔で体の動きもと

てもよかった。自分で動けるので、日ご

ろから、おむつ交換時など、左側の緊張

をほぐすため。右側を向いてはーっと息

を吐いてもらったり、左足の引きつれ防

止のストレッチを行うなど毎日心がけ実

行できればなおよいのかも。骨盤の位置

が大事なので、クッション等の当て物で

確認する。

体位変換の必要な利用者様に

は、筋肉をゆらし落ち着いても

らうことで、リラックスしてもらう

ように心がけることも忘れてい

ました。

今後の課題

姿勢を表現する言葉の統一

研修体系の確立 ⇒研修内容に追加

介護職のハンドリングの力

筋膜リリースとポジショニング

⇒研修内容に追加

ご静聴ありがとうございました


