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【資料】

センサー機器の選択基準の
フローチャート導入に向けたプロセス評価
Process evaluation of a flow chart of
sensor equipments’
selection criteria

野田 敦子 1），髙橋 淳子 1），鈴木 貴恵 1），岩本 祥子 1），佐藤 由佳 1），大森 郁子 1）
Atsuko NODA 1），Junko TAKAHASHI 1），Takae SUZUKI 1），Sachiko IWAMOTO 1），
Yuka SATO 1），Ikuko OMORI 1）
キーワード：センサー機器

選択基準

転倒・転落

フローチャート
センサーベッド、ナースコールマット、転倒むしを指

Ⅰ．はじめに

す）の選択が求められている。
1）

と

A 病棟でもセンサー機器を使用しているが、使用

なり、総人口に占める割合（高齢化率）も 27.0％と過

基準がなく、看護師個々の判断によって使用されてい

去最高となった。人口の高齢化に伴って入院患者もま

る現状がある。センサー機器の種類や、機器の設定機

すます高齢化している。医療機関では、センサーベッ

能も多様であり、A 病棟で使用している看護師からは、

ドが普及されており、当病院では、病床数 948 床に

患者に使用しているセンサー機器や設定が本当に合っ

対してセンサーベッドは約 300 台ある。A 病棟では、

ているのか、また自信がなく不安との発言があった。

病床数 43 床に対して、センサーベッド 10 台、ナース

センサー機器の選択基準が明確になることで、誰もが

コールマット 6 台、転倒むし 4 台を保有している。

同じ過程で統一したアセスメントができ、これまでよ

わが国の高齢者人口は、過去最高の 3,459 万人

A 病棟は、内科の混合病棟（総合診療内科、糖尿病・

りもタイムリーに患者の状態に合わせたセンサー機器

代謝・内分泌科、膠原病科、皮膚科、心療内科）であり、

の選択が可能になると考えた。そこで、選択のための

意識障害や認知機能低下のある患者、糖尿病性足壊疽

思考を視覚的に整理することができるフローチャート

で歩行が不安定な患者、膠原病で疼痛や下肢浮腫、筋

を作成し、その導入に向けたプロセスを評価すること

力低下を来している患者が入院している。また、ステ

を目的とした研究を行った。

ロイド治療中にステロイド精神病となった患者、心療
内科で眠剤や抗精神病薬などの薬剤調整中の患者が入
院している。

Ⅱ．研究目的

研究者は、転倒・転落や離院を未然に防ぎ、安全な

センサー機器の選択基準を明確にするためにフロー

療養環境を提供したいという思いがある。また、患者

チャートを作成し、さらにフローチャート導入に向け

の認知機能や ADL の低下を防ぎたいと考えている。

たプロセスの評価を行うことを目的とした。

そのため、患者に合ったセンサー機器（本研究では、

1）

東邦大学医療センター大森病院

1）

Toho University Omori Medical Center

DOI:10.14994/tohokango.15.2.89
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4）フローチャートの使用方法についてスタッフに説

Ⅲ．研究方法

明した。

1．研究対象

5）作成したフローチャートを日勤と夜勤で使用し、2
人以上の看護師でカンファレンスを行いセンサー

A 病棟（総合診療内科、糖尿病・代謝・内分泌科、

機器の選択を行うようスタッフに依頼した。

膠原病科、皮膚科、心療内科）に勤務する看護師 20 名

6）フローチャート使用後に、センサー機器に対する
2．調査期間

いままでの思いを確認し、フローチャートを使用
した感想についてアンケートを実施した。結果は、

平成 27 年 10 月 5 日～ 10 月 29 日（前年度の A 病

単純記述統計で分析した。

棟の平均在院日数に合わせ 17 日）

5．倫理的配慮

3．研究デザイン

対象者から得られた情報は研究以外では使用しない

アンケート用紙を用いた量的研究

こと、アンケートは無記名でかつ個人が特定されない
4． 研究方法

方法で使用することとした。アンケートの提出をもっ

1）センサー機器の取扱説明書を確認した。

て研究参加への同意が得られたものとした。東邦大学

2）センサーベッドに横になりセンサー機器の反応に

医療センター大森病院倫理委員会の承認を得た（審査
番号：27-127）。

ついて体験をした。
3）フローチャートを作成した（図 1 参照）。

転倒・転落アセスメントスコアシート 10 点以上（危険度 2）

ナースコール
できない
できる

ナースコール再指導

端坐位

できない

できない

転倒むし

センサーベッド
【起き上がり 0 秒】

注：フローチャートは参考程度とし、実際の患者の状態で
センサー機器の選択や変更が必要です。

図 1．センサー機器の選択基準

立位の保持
できない

できる

適応外

起き上がり

できる

できない

ナースコールマット

適応外

できる

寝返り

できる

できない

センサーベッド
【離床】

できる

できる
歩行
できない

センサーベッド
臥床時【起き上がり 0 秒】
坐位時【端坐位】
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項目

No.

A.いままでの生活体験および既往
B. 健康障害

C.移動能力および歩行レベルの安定

D.転倒・転落防止の必要性の自覚
E.薬剤との連携

F.排泄行動
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スコア

1

意識消失
（失神、
けいれん、起立性低血圧等）
したことがある

2

2

この1年間に転倒・転落したことがある

1

1

めまい、
ふらつきがある

6

2

理解力、記憶力の低下がある

3

3

せん妄、不穏、混乱がある

2

4

痴呆がある

2

5

腹水貯留、下肢浮腫がある

2

6

日常生活に支障を来すような視野・視力障害がある

1

1

筋力低下、麻痺や痺れがある

2

2

四肢に拘縮、変形、欠損がある

1

3

管が挿入されている

1

1

身体機能への過信

10

2

慎重に欠ける

3

1

睡眠・精神安定剤を使用中である

3

2

麻薬剤を使用中である

2

3

鎮痛剤を使用中である

2

4

降圧利尿剤を使用中である

1

5

浣腸、下剤を使用中である

1

1

ポータブルトイレ、安楽尿器など使用している

2

2

急激にくる尿・便意がある

1

3

頻尿・頻便である

1

4

夜間、中途覚醒してトイレに行く

1

【評価スコア】

評価合計

危険度１
（0～9点）
転倒・転落を起こす可能性は低い
（約93％は安全、約７％が危険）

危険度

※危険度１の場合でも、E１、E４、F３、
が選択された場合は見守りを強化する。
危険度2
（10点～）
転倒・転落を起こす可能性が高い
（約56％が危険）

図 2．転倒・転落アセスメントスコアシート

Ⅳ．結果
1．センサーベッドの機能の確認

が鳴った。センサーが反応する範囲はベッドの頭
側のみであり、頭側と足元側を反対にして仰臥位
になっている場合は反応しなかった。また、寝返

センサーベッドの機能について確認をした。セン

りではセンサーは反応しなかった。「起き上がり 0

サーベッドは、
「起き上がり」「離床」「端坐位」「見守

秒」の設定では、ナースコールと連動するまで 0

り」の 4 つの設定があった。しかし、各設定が病棟の

秒以上 1 秒以内の時間を要した。
「起き上がり 1 秒、

患者の特性に即しているか取扱説明書だけではイメー

3 秒」ではさらに連動するまで時間を要した。

ジ化することができなかった。

2）
「端坐位」の設定では、患者がベッドから起き上が
り、ベッドサイドで端坐位となり、どこの位置に

2．センサー機器の反応を体験
実際に、センサーベッドに横になりセンサー機器の

端坐位となっても体重の移動で反応した。
3）
「離床」の設定では、患者がベッドから起き上がり、

反応について体験をした。

ベッドサイドで端坐位となり、どこの位置に端坐

1）
「起き上がり 0 秒」の設定では仰臥位の際に、肩甲

位となっても殿部が完全にベッドから離れると反

骨～腰部がベッドから離れたときにナースコール

応した。
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4）
「見守り」は 1 分から 60 分の設定ができるように

トを使用した看護師は 15 名であった。フローチャー

なっていた。最短の 1 分で設定をした場合、トイ

ト使用前に関する質問の、『センサー機器の選択に悩

レに行き、ベッドに戻ってくるまでナースコール

んだことがあった』（問１）では、そうだ・ややそう

が鳴らない状況だった。

だを合わせて 16 名（94.2％）、『センサー機器が適応
か判断に困ったことがあった』（問 2）では、そうだ・

3．フローチャートの作成

ややそうだが 16 名（94.1％）、『センサーベッドの取

当院では転倒・転落アセスメントスコアシートを活

り扱いに困ったことがあった』（問 3）では、そうだ・

用している（図 2 参照）
。当院の転倒・転落アセスメ

ややそうだが 12 名（70.6％）、『患者に合った動作の

ントスコアシートで 10 点以上危険度 2 に該当した場

設定に迷ったことがあった』（問 4）では、そうだ・

合をフローチャートの出発点とした。次に、ナースコー

ややそうだが 15 名（88.2％）、
『日々、業務を行う中で、

ルが「できる」
「できない」という項目を挙げて、ナー

センサー機器が必要のない患者に使用され続けていた

スコールの再指導を入れた。センサー機器の対象患者

と感じることがあった』（問 5）では、そうだ・やや

の動作を、
「寝返り」「起き上がり」「端坐位」「立位の

そうだが 15 名（88.2％）であった（図 3 参照）。

保持」
「歩行」とした。必ず、当院で使用しているセ
ンサー機器にたどり着くようにした。

フローチャート使用後に関する質問の、『患者の状
態に合ったセンサー機器を選択できるようになった』
（問 6）、『フローチャートはセンサー機器を選択する

4．スタッフへのフローチャート使用方法の説明
転倒・転落アセスメントスコアシート 10 点以上危

のに役立った』（問 7）では、そうだ・ややそうだが
15 名（100％）であった。『選択基準が明確になった』

険度 2 の患者が対象であること、ナースコールの再指

（問 8）では、そうだ・ややそうだは 14 名（93.3％）、
『セ

導をすることをポイントとして説明を行った。また、

ンサー機器の選択時に悩むことが少なくなった』（問

患者の ADL の寝返りが「できる」「できない」、起き

9）では、そうだ・ややそうだが 13 名（86.7％）であ

上がりが「できる」「できない」
、端坐位が「できる」

り、いずれも高値であった。しかし、『フローチャー

「できない」
、立位の保持が「できる」「できない」、歩

トを導入したことで、センサー機器の選択をタイム

行が「できる」
「できない」と判断しながら、センサー

リーに行えた』（問 10）では、そうだ・ややそうだが

機器の選択にたどり着けることを説明した。

11 名（73.3％）であり、タイムリーに行えていなかっ

患者の個別性に添えない場合はどうしたらよいのか

たとの回答が 4 名（26.7％）であった 。『自分の判断

という質問を受けたが、フローチャートは個別性に特

と異なることがあって困った』（問 11）では、そうだ・

化したものではなく、思考を整理し可視化するための

ややそうだが 3 名（20％）であった。『フローチャー

ものであることを説明した。

トは見やすかった』
（問 12）では、はいが 15 名（100％）
であった（図 4 参照）。

5．フローチャートを使用しセンサー機器を選択

アンケートの自由記載では、「フローチャートに沿

作成したフローチャートを日勤と夜勤で使用し、2

えば、その患者に必要なセンサー機器を目で見て考え

人以上の看護師でカンファレンスを行いセンサー機器

ることができるので、頭の中のアセスメントだけでな

の選択を行うように依頼した。夜間のセンサー機器の

く、他ナースと一緒に見るときに便利だと思う」「選

選択を行うときは、設定を一段階厳しく設定するよう

択する基準が明らかになるのと、他ナースと共有する

に説明した。

にも同じ認識ができるので、リスクを減らす意味でも
倫理的側面からも、とてもいいと思った」との記載が

6．アンケート結果
アンケート回収率は 20 名（100％）であり、有効回
答率は 17 名（85％）であった。そのうちフローチャー

あった。
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問 3 センサーベッドの取り扱いに困ったことがあった
問 4 患者に合った動作の設定に迷ったことがあった
問 5 日々、業務を行う中で、センサー機器が必要のない患者に使用され続けていたと感じることがあった

図3．フローチャート作成前のセンサー機器の選択に関するアンケート結果
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問 6 患者の状態に合ったセンサー機器を選択できるようになった
問 7 フローチャートはセンサー機器を選択するのに役立った
問 8 選択基準が明確になった
問 9 センサー機器の選択時に悩むことが少なくなった
問 10 フローチャートを導入したことで、センサー機器の選択をタイムリーに行えた
問 11 自分の判断と異なることがあって困った
問 12 フローチャートは見やすかった

図4．フローチャート使用後のセンサー機器の選択に関するアンケート結果

2018

93

94

東邦看護学会誌

第 15 巻 2 号

2018

えた。

Ⅴ．考察

A 病棟では、転倒・転落アセスメントスコアシー

今回、センサー機器の選択基準がないことで、セン

ト 10 点以上危険度 2 に該当した患者では、スタッフ

サー機器の選択に悩みながら使用している現状がある

同士でカンファレンスを行っている。センサー機器の

のではないかと考え研究を始めた。フローチャート使

適応がある患者に対しては、必要なセンサー機器を判

用前は、
『センサー機器の選択に悩んだことがあった』

断し使用していた。しかし、アンケートの結果に「ア

では、94.2％のスタッフが悩んでいたと答えている。

セスメントに自信がない」という意見があったことか

その具体的な内容としては、
『センサーベットの取り

ら、スタッフの個人の知識や判断に委ねられている可

扱いに困ったことがあった』
『センサー機器が適応か

能性が高かった。自分の判断により転倒・転落や離院

判断に困ったことがあった』
『患者に合った動作の設

が起こるのではないか、という不安を抱えながらケア

定に迷ったことがあった』の項目が高値であったこと

を実施していた。このことから、センサー機器の選択

から、何に対して悩んでいたのかが明らかになった。

基準があることで、スタッフの悩みが解決されると考

『センサー機器の選択に悩んだことがあった』と回

えた。そこで、可視化できるフローチャートを作成す

答していたため、センサー機器の取り扱いについて説
2）

るために以下の点について留意した。

は、

はじめに、すでに使用している転倒・転落アセスメ

「大人は子供より長く生きている分、経験が豊富です。

ントスコアシートの項目と点数を見直したところ、他

こうした諸々の経験は有用な学習資源であり、学習す

院の転倒・転落のリスク要因の高い項目が類似してい

る上できわめて有効に働きます。しかし、その反面、

ることがわかった。そのため、院内で使用している転

経験に縛られた発想が決めつけや思い込みや固定観念

倒・転落アセスメントスコアシートを活用できると考

となって、新たな事柄を吸収できないなど、かえって

え、フローチャートの出発点とした。

明する機会が必要ではないかと考えた。香川ら

学習の障壁になることもあります」と述べている。経

次に、転倒・転落のリスク要因のある患者からナー

験で使用してきたスタッフに対して、センサー機器の

スコールの協力が得られれば、安全な移動ができると

機能について再確認し、知識の統一化を図ることで、

考え、ナースコールが「できる」「できない」という

センサー機器の選択に悩んでいた一つの要因を解消で

項目を挙げた。また、患者が１回ナースコールを押さ

きると考えた。

ないことで、できないと判断するのではなく、患者の

『センサーベットの取り扱いに困ったことがあった』

自尊心、遠慮、恥ずかしさなどの心理面を考慮し項目

『センサー機器が適応か判断に困ったことがあった』

にナースコールの再指導を入れた。川村 3）は、
「判断

『患者に合った動作の設定に迷ったことがあった』と

力があれば、自らの身体の弱点や行動や環境の危険も

回答していた。そのため、研究者が実際にセンサー

認識し、相応の注意をします」と述べている。再指導

ベッドを使用し、それぞれの設定の体験をした。「起

することによって患者の自尊心を保ちながら、患者も

き上がり 1 秒、3 秒」「見守り」ではセンサーが反応

ナースコールの必要性を認識できると考えた。

した際には、患者がベッドにいない状況があることが
わかった。香川ら

2）

アンケートの結果から、『フローチャートは見やす

は、
「『仮設→実験→検証』、
『目標・

かった』では、100％のスタッフが見やすかったと答

課題→実習→振り返り』など、一連の学習過程のなか

えていた。これはフローチャートの作成の際に、①情

に実験や実習を適切に位置づけ、経験による学習と理

報過多にならないようにした、②左右対称・視線の流

論による学習を、偏よることなく統合していくことが

れを左から右にした、③色数はできるだけ抑え、落ち

重要でしょう」と述べている。経験による検証をした

着いた寒色でまとめた、④グラデーションを使うこと

ことで、A 病棟の特性からセンサー機器の設定の中

でモノクロ印刷でも色の変化がわかるようにした、⑤

で、起き上がり 1 秒、3 秒、見守り設定は適応外と考

関係性がある項目の図形を統一した、⑥文言を単純明

え、項目から外してフローチャートを作成しようと考

快にした。これらに留意し作成したことで、視覚的に
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強調でき見やすさにつながったと考えられる。『患者

ることによって、お互いに学び合うことができます。

の状態に合ったセンサー機器を選択できるようになっ

たとえ批判がなかったにしても、自分の意見や作品を

た』では、100％のスタッフができるようになったと

発表すること自体が自分の考えをモニタし別の視点か

回答していた。これは、①センサー機器の対象患者の

ら見直す機会となります」と述べている。フローチャー

動作を、
「寝返り」「起き上がり」「端坐位」「立位の保

トをツールとして用い、患者の状態に合わせたセン

持」
「歩行」にした、②その動作を「できる」「できな

サー機器の選択を判断するためには、2 人以上の看護

い」の二者択一という簡単な表現にした、③必ずセン

師でカンファレンスを行う機会を持つことが重要であ

サー機器の選択にたどり着くようにしたため、である

ると考える。
フローチャート使用後、『センサー機器の選択時に

と考える。
作成したフローチャートを日勤と夜勤で使用し、2

悩むことが少なくなった』では、86.7％のスタッフが

人以上の看護師でカンファレンスを行いセンサー機器

悩まなくなったと回答している。また、『選択基準が

4）

の選択を行うようにスタッフへ依頼した。杉山ら は、

明確になった』では、93.3％のスタッフが明確になっ

「患者の行動をよく観察し、どこまで患者自身が安全

たと答えている。高原ら 7）は、「時間とともに変化す

に行動でき、転倒・転落につながる不安定な行動はど

る業務の順序と方法を全体として一覧できるように凍

こからかを知り、不安定な行動を介助または防止でき

結して捉えたものを視覚的に表現できるフローチャー

るタイミングが適切である。日中と夜間でセンサーを

トは、われわれの思考を助け、かつ、練り上げる道

変えるなどの工夫も、ときには必要である」と述べて

具として欠かすことはできない」と述べている。フ

いる。日勤と夜勤の患者の状態をフローチャートに

ローチャートを使用したことで、自身の考えと患者の

沿って可視化することは、患者の転倒・転落につなが

ADL を可視化することができ、思考の整理ができた

る行動を把握するためには必要であると考えた。夜間

と考える。

は、眠剤や下剤などの使用や、慣れない環境のために

『フローチャートは、センサー機器を選択するのに

不隠が見られることが予測される。転倒・転落アセス

役立った』では、100％のスタッフが役立ったと回答

メントスコアシートの点数は、日中よりも夜間の点数

している。フローチャートの使用により、患者の情報

のほうが高くなる傾向からも、日中の設定より一段厳

や各個人の思考が整理され可視化されることで、他者

しく設定するように説明したことは妥当だと考える。

へ伝達する際にも言語化しやすくなるのに役立ったと

アンケートの自由記載では、
「フローチャートに沿
えば、その患者に必要なセンサー機器を目で見て考え

考える。
しかし、『自分の判断と異なることがあって困った』

ることができるので、頭の中のアセスメントだけでな

では、20％のスタッフが他のスタッフと意見が異なる

く、他ナースと一緒に見るときに便利だと思う」「選

と回答している。これは、他者とカンファレンスした

択する基準が明らかになるのと、他ナースと共有する

ことで、できる・できないの判断基準が異なったため

にも同じ認識ができるので、リスクを減らす意味でも

ではないかと考えられる。その要因として、患者の状

倫理的側面からも、とてもいいと思った」との回答が

態が日々変化していること、個々の情報収集能力や観

あった。篠田ら

5）

は、
「カンファレンスの目的は、①

察能力によるものと推測された。

メンバー間の意見交換により情報の共有化を図りつ

『日々、業務を行う中で、センサー機器が必要のな

つ、②多面的なアセスメントや意見交換による対象理

い患者に使用され続けていたと感じることがあった』

解の深化と有益な支援方法を検討し、③信頼関係を築

では、88.2％のスタッフがそうだと回答していた。フ

きながらチームを成長させる」と述べている。また、

ローチャート使用後においても、『フローチャートを

6）

は、
「学習者は自分の考えを発表し、それに

導入したことで、センサー機器の選択をタイムリーに

対し批判を受けることによって自分の考えを深化させ

行えた』では、26.7％のスタッフは、センサー機器を

ていくことができます。あるいは、共通の場で討論す

タイムリーに設定や変更はできなかったと答えてい

関口ら
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小松ら 8）は、
「センサーは身体拘束にはあたらない
が、身体拘束を回避するための代替として使用するも

本研究の実施にあたり、ご協力いただきました病棟

のであり、
行動を制限することになる」と述べている。

のスタッフの皆様および御指導いただきました方々に

設定を変更することを踏みとどまってしまうことで、

心より感謝申し上げます。

タイムリーではなくなり本人の状況に合っていないこ
とが、行動制限につながると考える。さらに、平岡ら

本研究における利益相反は存在しない。

9）

は、
「実際事故が起こった場合、事前に安全対策がと
られていたか否かが問題となるため、看護師は安全管
理の限界に不安を感じ、患者の自由の尊重よりも安全
面を優先せざるを得ない現状があり、センサー解除に
踏み切れないことが考えられる」と述べている。看護
職は、常に患者の安全を守るという役割があり、責任
を持って看護を行っている。故に、転倒・転落や離院
を未然に防ぎたいという思いから、設定の変更に踏み
切れなかったと考える。しかし、
『フローチャートを
導入したことで、センサー機器の選択をタイムリーに
行えた』の質問で 73.3％のスタッフができたと回答し
ていた。
センサー機器の取り扱い方法を確認しながらフロー
チャートを使用し、2 人以上の看護師でカンファレン
スを行うことで、より患者の状態に合わせたセンサー
機器の選択が可能になるのではないかと考える。
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Ⅵ．結論
本研究から、以下のことが明らかになった。
1．セ ンサー機器の選択にスタッフが悩んでいたが、
センサーベッドの取り扱い方法を説明することで、
悩みは解決できた。
2．フローチャートを作成することで、看護師の思考
が整理され視覚化することができた。
3．2 人以上の看護師でカンファレンスを行うことで、
患者の個別性への対応について検討することがで
きた。
今後は、適宜センサー機器の取り扱い方法を確認し
ながら、フローチャートを用いてのカンファレンスを
継続していくことで、より良い療養環境につながるの
ではないかと示唆された。

