
はじめに

　シスター・カリスタ・ロイ（Sister Callista Roy；1939 〜現在）は，看護の対象である

人間を「適応」と「システム」という視点から説明しています。ロイの適応理論の初版

『Introduction to nursing：an adaptation model』（1976）が，日本で翻訳され最初に出

版されたものが『ロイ看護論―適応モデル』（松木光子．（監訳）〈1981〉，メヂカルフレ

ンド社.）です。その後，『ロイ適応看護理論序説［原著第２版・邦訳第２版］』（HBJ出版局，

1993）と『ザ・ロイ適応看護モデル』（医学書院，2002），『ザ・ロイ適応看護モデル 第

２版』（医学書院，2010）が出版されています。

　ロイの適応理論は，臨床現場や看護教育の場で活用され，日本においても多くの研究的

な実践報告があり，その報告には実践活用に有効であることが示されています（日高，

2003）。ロイ適応理論の大きな特徴は，人間を全体的適応システムととらえ，理論の中で

看護過程を明確に示しているところにあります。

　それでは，ロイ適応理論を理解するために枠組みに沿って見ていきましょう。

Ⅰ．枠組み１：理論を書いた人はどんな人だろう

（中略）

シスター・
カリスタ・ロイ

Sister Callista Roy
下舞紀美代
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Ⅱ．枠組み２：看護理論家は理論を書く時に 
一体何を材料にしたのだろうか

（中略）

Ⅲ．枠組み３：看護理論の骨格部分に 
何が書かれているのかを見てみよう

（中略）

表1. ロイ適応モデルの基本となる仮説

〔出典：Roy, 2009/2010, p.35〕

科学的仮説

システム理論

　全体性（holism）
　相互依存
　コントロールプロセス
　情報のフィードバック
　生命体システムの複雑性

哲学的仮説

　ヒューマニズム

　創造性
　目的性
　全体性（holism）
　対人関係のプロセス

適応レベル理論

　適応としての行動
　刺激と適応レベルの機能としての適応
　個別でダイナミックな適応レベル
　肯定的で活動的な反応のプロセス

　ヴェリティヴィティ（veritivity）

　人間存在の有意味性
　目的の単一性
　活動性，創造性
　人生の価値と意味
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Ⅳ．枠組み４：看護で中心的な概念， 
つまり人間・環境（社会）・健康・看護などについて 

理論家はどのように描いているのだろうか

Ａ．人間は全体的適応システム

　ロイは人間を全体的適応システム（Roy，2009）としてとらえています。全体的

（holistic）という考え方は，人間の行動は統一して全体して機能するという，哲学的仮説

に由来する人間システムに依拠したものです。人間は，変化する環境の中で絶えず成長・

発達する適応システムと認識されています（Andrews ＆ Roy，1986/1992）。

　全体的適応システムとしての人間は，宇宙を含む環境と絶えず相互作用し，成長発達を

しつつ全体的適応システムとして機能します。

表2. 21世紀に向けてのロイ適応モデルの前提

〔出典：Roy, 2009/2010, p.39〕

哲学的仮説
・人間は世界および神との相互関係をもつ。
・人間がもっている意味は宇宙の最終地点の収束に根づいている。
・神は森羅万象のなかに身近なものとして存在し，創造物の共通の目的である。
・人間は気づき，悟り，信仰という人間の創造の力を活用する。
・人間は宇宙を継承させ，維持させ，変容させる過程に対して責任をもつ。
・特定の文化のなかでの経験は，ロイ適応モデルの各要素の表現に影響をおよぼすであろう。
・ある文化のなかには，その文化にとって重要で，より広い範囲でロイ適応モデルの構成要素のい
くつかあるいはすべてに影響する概念がある。
・ロイ適応モデルの構成要素の文化的な表現は看護アセスメントなどの実践活動に変化をもたらす
ことがある。
・ロイ適応モデルの構成要素が文化的な枠組みのなかで発展するとき，教育と研究への影響は独自
の文化の経験と異なることがある。

科学的仮説
・物質やエネルギーのシステムは，複雑な自己組織の高いレベルまで進歩向上する。
・意識と意味は人と環境の統合によって成立する。
・自分自身と環境に対する認識は，思考と感情に根づいている。
・人間はその意思決定によって創造的過程の統合に対して責任をもつ。
・思考と感情は人間の行動の成立の媒介となる。
・システムの相互関係には，受容，防護，相互依存の促進が含まれる。
・人間と地球は共通のパターンをもち，補完的な関係にある。
・人間と環境の変容は人間の意識の中でつくられる。
・人間と環境の意味の統合は適応を生じる。

文化的前提
・特定の文化のなかでの経験は，ロイ適応モデルの各要素の表現に影響をおよぼすであろう。
・ある文化のなかには，その文化にとって重要で，より広い範囲でロイ適応モデルの構成要素のい
くつかあるいはすべてに影響する概念がある。
・ロイ適応モデルの構成要素の文化的な表現は看護アセスメントなどの実践活動に変化をもたらす
ことがある。
・ロイ適応モデルの構成要素が文化的な枠組みのなかで発展するとき，教育と研究への影響は独自
の文化の経験と異なることがある。
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　個人や集団の全体的適応システムは，反応を起こさせるものとしての刺激によるイン

プット，その刺激をコントロールする対処プロセスを経て人間の反応としてアウトプット

されます（Andrews ＆ Roy, 1999）。この対処プロセスは，先天的なものであり，神経系

や化学物質の働き，内分泌系の働きが関与する調節器サブシステムと，後天的なもので知

覚と情報処理，学習，判断，感情という４つの認知・情動のチャンネルを通して行われる

認知器サブシステムがあります（Andrews ＆ Roy, 1999）。

　また集団では，構成員が社会システムの目的を達成するための機能や価値観にかかわる

安定器サブシステムと，変化や成長のための構造やプロセスに関与する変革器サブシステ

ムとされています（Roy, 2009）。

　刺激は対処プロセスを経て，行動としてアウトプットされるのです。そして，その反応

はフィードバックされ，新たな刺激としてまたインプットされます。身体の生理的恒常性

は，ほぼ自動的にこの生体システムによって調整され，制御され，保たれます。このよう

に，ロイ適応理論では人間を，環境との相互作用を行う全体的適応システムとして説明し

ているのです。適応とは，環境の変化に効果的に反応し（行動も含む），またフィードバッ

クによって環境に影響を与える（Andrews ＆ Roy，1986/1992）ことを言います。ここ

で言う行動とは，特定の状況下での内的外的な行為や反応を意味します。

　さて，アウトプットされた行動（特定の状況下での内的・外的な行為や反応）ですが，

この行動には，適応的行動と非効果的行動があります。そしてその行動は４つの様式であ

る生理的-物理的様式，自己概念-集団アイデンティティ様式，役割機能様式，相互依存様

式に分類されます。しかし，行動は必ずこの４つのどれかに分類されるというものではあ

りません。ある母親の “食欲がない” という行動は，生理的様式とも言えるでしょう。し

かし，食欲がない理由が病気の子どもを亡くした悲しみであるような場合は，自己概念-

集団アイデンティティ様式，役割機能様式，相互依存様式に含まれる行動となるかもしれ

ません。つまり，子どもが亡くなったことを，自分の観察が至らなかったためだと思い，

自尊心が低下すれば自己概念-集団アイデンティティ様式に分類されるかもしれないし，

子どもとの相互関係が断たれたことで悲しみが増しているのであれば，相互依存様式に分

類されるかもしれないのです。

　このように，行動は１つの様式に分類される場合もあれば，複数の様式に分類される場

合もあるのです。図１.に示したように，行動と書かれた矢印の先端は，適応範囲内にと

どまっているものと，適応範囲を超えたところにあるものが示されています。適応範囲内

の行動は適応レベルにあり，そのレベルを超えた行動が非効果的な行動なのです。図３.は

ロイ適応理論で実際に看護を展開する場合，アセスメントの基本的な概念となります。
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Ｂ．環境には人間の発達と行動，入力される刺激が含まれる

　環境は，適応システムとしての人間の内部の世界と外部の世界としています。このシス

テムとしての人間を説明する上で，先に述べたヘルソンの３つの刺激で適応レベルが示さ

れ，個人または集団は環境の変化と相互作用して適応反応を起こすとされています

（Andrews ＆ Roy, 1986/1992）。人間は，常に変化し続けている環境に対して反応する

能力を持ち，成長・発達しているのです。ロイの説く環境には，全体適応システムとして

の人間の発達と，行動を取り囲みかつ変化を与えるあらゆる条件，状況，影響，つまり意

識的・無意識的にインプットされる刺激が含まれていることになります。例えば，気温が

高い時は，薄手の衣服をまとって涼しい日陰で過ごすといった，高い気温という刺激に対

して肯定的に反応します。

Ｃ．健康は統合された全体としての人間

　ロイ適応理論の健康は，統合された全体としての人間であること，あるいはそうなりつ

つある状態やそのプロセスであると定義されています（Roy，2009）。適応システムとし

ての人間の健康は，人間と環境が相互作用し，変化に応じて絶え間なく成長・発達してい

くことを意味しています。また，アウトプットされた行動は，健康である場合は肯定的な適

応行動であることを意味します。健康への働きかけは，つまり適応行動への促進と言えます。

人間システム

適応

刺激 生理的-
物理的

自己概念-
集団アイデン
ティティ

役割
機能

対処プロセス

生理的-
物理的

相互
依存 役割

機能

行動

行動
コーピングプロセス

自己概念-
集団アイデン
ティティ

図1. 人間の適応システム

〔出典：Roy, 2009/2010, p.57〕
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　例えば，腎不全や糖尿病の患者は，慢性的疾患の症状を安定させるために自己コント

ロールが必要となります。この人たちが疾患を抱えながら可能な限りの努力とサポートを

することによって日常生活を営み，家族の一員としての役割を果たしていれば，健康と考

えるべきです。

Ｄ．看護は４つの適応様式に適応を促進すること

　ロイは看護の目標を，４つの適応様式の各々の行動における適応を促進することとして

います（Roy，1984）。看護師は，適応を促進させることによって，人間の健康や生活の質，

あるいは尊厳ある死に貢献するという役割を持ちます。個人や集団に対する看護は，入力

としての刺激を減らしたり，少なくしたり，また対処機制の活性化を行ったりします。４つ

の様式のそれぞれに対して適応へと促進することを看護ととらえています。

　健康であっても疾患があっても，死が目前に迫っていても，刺激を操作・強化しつつ適

応を促進することと言えます。

Ⅴ．枠組み５：この理論にはどのようなことが 
書かれているか，もう少し詳しく見てみよう

（中略）

Ⅵ．枠組み６：具体的なケースで 
看護理論によって対象をどのように見るか， 
どのような介入（援助）を行うか見てみよう

Ａ．ロイ適応理論の看護過程の展開

　ロイ適応理論の看護過程は，行動のアセスメント，刺激のアセスメント，看護診断，目

標設定，介入，評価の６段階で示されます。ロイ適応理論の看護過程のアセスメントは，

行動のアセスメントと刺激のアセスメントの２段階に分かれています。人間適応システム

に関するロイの記述に示される看護過程は，図２.に示し説明しています。
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　看護過程の第１段階は，行動のアセスメントです。データは４様式すべてにおいて収集

されます。次に，収集されたデータが適応的反応であるか，非効果的反応であるかを判断

します。人間システムの目標である生存，成長，再生産，熟達に向けて人間の統合性や全

体性を促進する反応であるかどうかは，人間システムの目標に貢献せず統合性を妨げる反

応であるかどうかが判断の基準となります。

　第２段階は，刺激のアセスメントです。刺激のアセスメントは，４つの行動様式を統合して

行います。例えば，生理的様式の活動/休息で不眠を示す行動があったとします。不眠状態と

いう行動の刺激は，痛みであったり，今後の病状変化に対する不安であったり，また活動の不

足であったりと複数の様式が関与していることがわかると思います。このように，その行動が

関連する領域にだけ刺激が存在するわけではないのです。刺激は３つの刺激で表します。

　第３段階は，看護診断を行います。ロイの看護診断は，肯定的な適応の指標と，適応問

題で示されます。また，ロイは看護過程にNANDA-Iの看護診断を用いることを容認してお

り，看護診断は，ロイの示す肯定的な適応の指標と適応問題を活用しても，NANDA-Iの看

護診断を活用してもよいとされています。

図2. 人間適応システムに関するロイの記述に示されている看護過程

〔出典：Roy, 2009/2010, p.84〕

刺激に関連した行動

コーピングプロセス

看護診断

評価

行
動
の
ア
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ス
メ
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入

刺
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セ
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ン
ト

目
標
の
設
定

６

３

１

４

５

２

行動

行動

適応

コーピングプロセス

刺激に関連した行動
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　第４段階は，目標の設定です。目標は看護ケアによって達成される行動の成果を示すも

のです。対象となる人や集団の参加者の行動レベルで記述します。

　第５段階は介入です。介入は，行動に影響する刺激を管理し，行動を生み出すコーピン

グ・プロセスに働きかけます。適応的な行動を強化し，非効果的行動を変化させ適応へと

促進することを目指します。

　第６段階は看護過程の最終段階です。評価は，目標の達成や看護介入の有効性を明らか

にします。この６段階の看護過程を以下のとおり事例展開していきます。

Ｂ．失語症によって言語的コミュニケーションが困難な人と 
適応的な相互関係を築いた例

１．事例紹介
　Ａ氏は76歳の男性で，妻に先立たれ一人暮らしをしていました。子どもは２人で，県

内に在住しています。2015年５月10日，左下肢の筋力低下と意識障害があり，自宅前の

庭で倒れているところを近所の人に発見されました。救命救急センターに搬送され，精査

後，左脳出血と診断されました。同病院にて集中治療を受け，日常生活自立訓練目的で

2016年１月10日にリハビリテーション専門の医療施設に転院となりました。

　現在は失語症，右片麻痺による立位保持困難，歩行困難，嚥下障害があり，嚥下訓練，

発語訓練を含むリハビリテーションを行っていました。失語症のために思いを他者に伝え

ることができずに，同室者や看護師の問いかけにはほとんど反応を示さないように感じら

れました。また，紙おむつを除去し放尿したり，便を手につけたりするなど毎日数回の着

衣交換が必要でした。このＡ氏の行動を適応の促進という視点で看護展開していきます。

既往歴：40歳　胃がん2/3摘出（手術）

　　　　60歳　右大腿骨頸部骨折（手術）　白内障と老眼

（中略）
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表5. Ａ氏のアセスメント

ａ．生理的-物理的様式
①酸素摂取
　湿性咳嗽あり，喀痰吸引は2～3回/日程度行って
いる。喀痰症状は無色透明。呼吸音は頸部より水泡
音が聞かれる。呼吸数15回/分，脈拍数73回/分，
血圧104／78mmHg。SpO２94％，チアノーゼは
なし。喫煙はなし。

②栄養
　身長157cm，体重45kg　BMI18.3。
　ゼリー3口摂取でむせ込みあり，経鼻経管栄養中
である。総義歯で咀嚼は可能。
　「食事を始めますね」という看護師の声かけに無
表情である。
　雑誌の食事メニューが写されたページを折り曲
げ，いつもそのページを見ている。摂取カロリーは
1,200kcal/日である。
Hb13.7ｇ/dL　RBC411×10４/μL　Tp7.5ｇ/dL
総コレステロール　227mg/dL

③排泄
　尿意・便意の訴えはない。毎晩，ズボンやおむつ
を脱ぎ捨て，便を手でこねている。ベッド上に便失
禁，尿失禁がある。排尿によるおむつ交換5回/日，
排便によるおむつ交換1回/日。下痢や便秘はない。

④活動と休息
　衣服の着脱は全面介助。寝返りは打てる。介助が
なければ車いすへの移乗はできない。座位になると
2，3分で右に傾くため，姿勢保持のため固定枕を
使用している。
　いす乗車時に立ち上がり動作があり，転落防止の
ためセーフティーベルトを使用している。ほとんど
毎日，23時頃よりベッド柵につかまり，明け方ま
で覚醒している。
　右利きであるが，リハビリテーションでは左手の
使用を勧めている。
　紙おむつをはぎ，放尿，便がついた手で臀部を掻
いている。
　正午の経管栄養注入時には入眠している。（1時間
程度）

①酸素摂取
　呼吸数，脈拍数，血圧は正常範囲で，循環機能は
正常に機能していることが推察されます。呼吸器系
機能では，嚥下困難があり，唾液などの分泌物が気
管内に流れ込んでいる危険性があります。喀出困難
があり，自力での喀痰喀出は困難な状態です。した
がって，酸素摂取は非効果的反応と判断します。

②栄養
　BMIは痩せを示しています。嚥下困難があり経口
的摂取はできておらず，一日に必要なエネルギーは
経鼻経管栄養で摂取している状態です。栄養を摂取
し体に取り入れるということでは効果的行動です
が，経口摂取による満足感は得られていないことか
ら非効果的行動と判断します。

③排泄
　尿，便ともに，老廃物を体外に出すという機能は
効果的に行われています。しかし排泄のための準備
行動や後始末行動は効果的は行われていないため，
非効果的行動と判断します。

④活動と休息
　活動は，片麻痺があることで日常生活動作は自立
しておらず，身体的機能の低下により制限されるた
め非効果的行動と判断します。夜間覚醒時間が長く
体動も盛んで休息は取れておらず，日中1時間程度
の睡眠を取っていることから，活動と休息のバラン
スは保たれておらず，非効果的行動と判断します。

　酸素摂取の非効果的行動に影響する刺激を4様式
の行動を統合しながらアセスメントします。
　右片麻痺による腹直筋・胸筋運動の低下で，腹圧
をかけることが困難になるため，喀痰能力も同時に
低下しています。そのために，非効果的気道浄化が
見られています。喉頭蓋によって気管への通路がふ
さがれているために気管内に痰が流出してしまうこ
とが推察されます。右片麻痺の影響で，縦舌筋の収
縮の低下や，痰を咽頭に押し込む機能の低下も予測
されます。これらの症状は，高次脳機能障害による
ものであり，直面している刺激と言えます。そのた
めに起こっている，喀痰の気管内貯留や口腔内分泌
物が，気道をふさぎ，効果的な換気を行うことがで
きない状態にあります。
　以上のことから，以下に示す刺激を特定しまし
た。
焦点刺激
　高次脳機能障害（失語を含む）による口唇，歯，
舌，口蓋，咽頭，喉頭，声帯の運動機能の低下によ
る気道内分泌物の停滞
関連刺激
　右片麻痺による腹直筋・胸筋運動の低下
残存刺激
　嚥下機能のうち，喉頭への入り口である喉頭蓋が
閉鎖していない可能性

　活動と休息の非効果的行動に影響する刺激を4様
式の行動を統合しながらアセスメントします。

⑤保護
　臀部，陰部周囲の湿潤あり。長時間座位を保つ時，
除圧クッションやずれ防止マットを使用している。
皮膚の発赤，びらんはない。喀痰喀出困難がある。
　WBC6,700/μL，CRP2mg/dL　体温35.6℃

⑥体液と電解質
　皮膚の乾燥や舌の乾燥はない。
　浮腫はない。痙攣や振戦はない。
　1日の水分摂取量は，経管栄養以外で600mL/日。
検査データ：Na131mEq/L，Cl94Eq/Ｌ
　　　　　　K4.8mEq/L

⑦感覚
　右片麻痺，両膝拘縮がある。関節可動域訓練の時
は膝を痛がることがあるが，他の時間は座位保持は
困難で体が右に傾く。
　難聴があり，大きい声で話しかけないと気がつか
ない。
　雑誌に掲載されている食べ物の写真のページに折
り目を入れている。「おいしそうですね」という問
いにうなずく。写真は見えるが，小さな文字（新聞
の文字など）は老眼鏡がないと見えない。

⑧神経学的機能
　夜間に覚醒し，ベッド柵に両足をかけ，降りよう
とする行動があり，危険であるため説明をするが，
数分後にはまたベッド柵に足をかけている。
　意識障害はなく，見当識障害も確認できない。家
族が話しかけるとうなずく。文字を左手で書く訓練
を行っているが，ひらがな1文字書くのに数分を要
し，複写を行う程度。単語が書かれたカード3枚，
「ご飯を」「食べる」「箸で」と並べると，「ご飯を箸
で食べる」という文章に組み立てることができる。
　名前はひらがなで書くことができる

⑨内分泌機能
　空腹時血糖値97mg/dL。成長を阻害するホルモ
ン異常はなし。

⑤保護
　皮膚に湿潤や同一部位の圧迫が加わる危険性があ
ります。また，嚥下障害による誤嚥や喀痰喀出困難
があり，保護的機能は非効果的適応と判断します。

⑥体液と電解質
　体液と電解質バランスは保たれており，効果的行
動と判断します。

⑦感覚
　大きな声で話さないと聞こえない程度の難聴があ
り，雑誌の写真は何であるかを理解する視力と理解
力はあると判断します。関節可動域訓練の時は膝関
節痛を認めますが，持続していないため一過性の疼
痛と判断します。右片麻痺があるため知覚は正常と
は言えず，聴力，視力も低下していることより，非
効果的行動と判断します。

⑧神経学的機能
　危険を回避する行動は取られていません。この行
動が，何かの目的があり繰り返されている行動であ
るのか，短期記憶障害により，危険性が高いことを
記憶できないがための行動なのか判断することは現
時点ではできません。
　また，失語症は運動性失語症と推察します。言語
中枢の障害があり，非効果的行動と判断します。

⑨内分泌機能
　内分泌機能の障害を示すデータはなく，効果的行
動と判断します。

　Ａ氏は，左脳出血後遺症の影響で右片麻痺があ
り，立位を保持するための右下肢の運動機能が低下
していることから，活動の制限が最も直面している
刺激と言えます。立位保持困難や座位時の体の傾き
は右片麻痺による筋力低下，利き手でない左手での
体位支持によるものと推察しました。両膝関節の拘
縮は関節可動域を制限します。これらの影響で，体
を思うように動かすことができません。また，夜間
の覚醒は，紙おむつによる違和感や夜間の排便によ
る臀部の不快感が，十分な睡眠を妨げていることが
推察されます。不快であることを言語で伝えること
ができないことも，関係しているかもしれません。
　以上のことから，以下に示す刺激を特定しまし
た。
焦点刺激
・右片麻痺による運動機能低下，筋力の低下による
活動量の低下

関連刺激
・両膝関節拘縮
・座位姿勢による傾き
・利き手ではない左手での体位支持
・紙おむつの使用による違和感
・失語症による意思伝達の遅れ
残存刺激
・夜間の覚醒による休息の不足
・失語症による意思伝達困難性

行動のアセスメント 刺激のアセスメント
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表5. Ａ氏のアセスメント

ａ．生理的-物理的様式
①酸素摂取
　湿性咳嗽あり，喀痰吸引は2～3回/日程度行って
いる。喀痰症状は無色透明。呼吸音は頸部より水泡
音が聞かれる。呼吸数15回/分，脈拍数73回/分，
血圧104／78mmHg。SpO２94％，チアノーゼは
なし。喫煙はなし。

②栄養
　身長157cm，体重45kg　BMI18.3。
　ゼリー3口摂取でむせ込みあり，経鼻経管栄養中
である。総義歯で咀嚼は可能。
　「食事を始めますね」という看護師の声かけに無
表情である。
　雑誌の食事メニューが写されたページを折り曲
げ，いつもそのページを見ている。摂取カロリーは
1,200kcal/日である。
Hb13.7ｇ/dL　RBC411×10４/μL　Tp7.5ｇ/dL
総コレステロール　227mg/dL

③排泄
　尿意・便意の訴えはない。毎晩，ズボンやおむつ
を脱ぎ捨て，便を手でこねている。ベッド上に便失
禁，尿失禁がある。排尿によるおむつ交換5回/日，
排便によるおむつ交換1回/日。下痢や便秘はない。

④活動と休息
　衣服の着脱は全面介助。寝返りは打てる。介助が
なければ車いすへの移乗はできない。座位になると
2，3分で右に傾くため，姿勢保持のため固定枕を
使用している。
　いす乗車時に立ち上がり動作があり，転落防止の
ためセーフティーベルトを使用している。ほとんど
毎日，23時頃よりベッド柵につかまり，明け方ま
で覚醒している。
　右利きであるが，リハビリテーションでは左手の
使用を勧めている。
　紙おむつをはぎ，放尿，便がついた手で臀部を掻
いている。
　正午の経管栄養注入時には入眠している。（1時間
程度）

①酸素摂取
　呼吸数，脈拍数，血圧は正常範囲で，循環機能は
正常に機能していることが推察されます。呼吸器系
機能では，嚥下困難があり，唾液などの分泌物が気
管内に流れ込んでいる危険性があります。喀出困難
があり，自力での喀痰喀出は困難な状態です。した
がって，酸素摂取は非効果的反応と判断します。

②栄養
　BMIは痩せを示しています。嚥下困難があり経口
的摂取はできておらず，一日に必要なエネルギーは
経鼻経管栄養で摂取している状態です。栄養を摂取
し体に取り入れるということでは効果的行動です
が，経口摂取による満足感は得られていないことか
ら非効果的行動と判断します。

③排泄
　尿，便ともに，老廃物を体外に出すという機能は
効果的に行われています。しかし排泄のための準備
行動や後始末行動は効果的は行われていないため，
非効果的行動と判断します。

④活動と休息
　活動は，片麻痺があることで日常生活動作は自立
しておらず，身体的機能の低下により制限されるた
め非効果的行動と判断します。夜間覚醒時間が長く
体動も盛んで休息は取れておらず，日中1時間程度
の睡眠を取っていることから，活動と休息のバラン
スは保たれておらず，非効果的行動と判断します。

　酸素摂取の非効果的行動に影響する刺激を4様式
の行動を統合しながらアセスメントします。
　右片麻痺による腹直筋・胸筋運動の低下で，腹圧
をかけることが困難になるため，喀痰能力も同時に
低下しています。そのために，非効果的気道浄化が
見られています。喉頭蓋によって気管への通路がふ
さがれているために気管内に痰が流出してしまうこ
とが推察されます。右片麻痺の影響で，縦舌筋の収
縮の低下や，痰を咽頭に押し込む機能の低下も予測
されます。これらの症状は，高次脳機能障害による
ものであり，直面している刺激と言えます。そのた
めに起こっている，喀痰の気管内貯留や口腔内分泌
物が，気道をふさぎ，効果的な換気を行うことがで
きない状態にあります。
　以上のことから，以下に示す刺激を特定しまし
た。
焦点刺激
　高次脳機能障害（失語を含む）による口唇，歯，
舌，口蓋，咽頭，喉頭，声帯の運動機能の低下によ
る気道内分泌物の停滞
関連刺激
　右片麻痺による腹直筋・胸筋運動の低下
残存刺激
　嚥下機能のうち，喉頭への入り口である喉頭蓋が
閉鎖していない可能性

　活動と休息の非効果的行動に影響する刺激を4様
式の行動を統合しながらアセスメントします。

⑤保護
　臀部，陰部周囲の湿潤あり。長時間座位を保つ時，
除圧クッションやずれ防止マットを使用している。
皮膚の発赤，びらんはない。喀痰喀出困難がある。
　WBC6,700/μL，CRP2mg/dL　体温35.6℃

⑥体液と電解質
　皮膚の乾燥や舌の乾燥はない。
　浮腫はない。痙攣や振戦はない。
　1日の水分摂取量は，経管栄養以外で600mL/日。
検査データ：Na131mEq/L，Cl94Eq/Ｌ
　　　　　　K4.8mEq/L

⑦感覚
　右片麻痺，両膝拘縮がある。関節可動域訓練の時
は膝を痛がることがあるが，他の時間は座位保持は
困難で体が右に傾く。
　難聴があり，大きい声で話しかけないと気がつか
ない。
　雑誌に掲載されている食べ物の写真のページに折
り目を入れている。「おいしそうですね」という問
いにうなずく。写真は見えるが，小さな文字（新聞
の文字など）は老眼鏡がないと見えない。

⑧神経学的機能
　夜間に覚醒し，ベッド柵に両足をかけ，降りよう
とする行動があり，危険であるため説明をするが，
数分後にはまたベッド柵に足をかけている。
　意識障害はなく，見当識障害も確認できない。家
族が話しかけるとうなずく。文字を左手で書く訓練
を行っているが，ひらがな1文字書くのに数分を要
し，複写を行う程度。単語が書かれたカード3枚，
「ご飯を」「食べる」「箸で」と並べると，「ご飯を箸
で食べる」という文章に組み立てることができる。
　名前はひらがなで書くことができる

⑨内分泌機能
　空腹時血糖値97mg/dL。成長を阻害するホルモ
ン異常はなし。

⑤保護
　皮膚に湿潤や同一部位の圧迫が加わる危険性があ
ります。また，嚥下障害による誤嚥や喀痰喀出困難
があり，保護的機能は非効果的適応と判断します。

⑥体液と電解質
　体液と電解質バランスは保たれており，効果的行
動と判断します。

⑦感覚
　大きな声で話さないと聞こえない程度の難聴があ
り，雑誌の写真は何であるかを理解する視力と理解
力はあると判断します。関節可動域訓練の時は膝関
節痛を認めますが，持続していないため一過性の疼
痛と判断します。右片麻痺があるため知覚は正常と
は言えず，聴力，視力も低下していることより，非
効果的行動と判断します。

⑧神経学的機能
　危険を回避する行動は取られていません。この行
動が，何かの目的があり繰り返されている行動であ
るのか，短期記憶障害により，危険性が高いことを
記憶できないがための行動なのか判断することは現
時点ではできません。
　また，失語症は運動性失語症と推察します。言語
中枢の障害があり，非効果的行動と判断します。

⑨内分泌機能
　内分泌機能の障害を示すデータはなく，効果的行
動と判断します。

　Ａ氏は，左脳出血後遺症の影響で右片麻痺があ
り，立位を保持するための右下肢の運動機能が低下
していることから，活動の制限が最も直面している
刺激と言えます。立位保持困難や座位時の体の傾き
は右片麻痺による筋力低下，利き手でない左手での
体位支持によるものと推察しました。両膝関節の拘
縮は関節可動域を制限します。これらの影響で，体
を思うように動かすことができません。また，夜間
の覚醒は，紙おむつによる違和感や夜間の排便によ
る臀部の不快感が，十分な睡眠を妨げていることが
推察されます。不快であることを言語で伝えること
ができないことも，関係しているかもしれません。
　以上のことから，以下に示す刺激を特定しまし
た。
焦点刺激
・右片麻痺による運動機能低下，筋力の低下による
活動量の低下

関連刺激
・両膝関節拘縮
・座位姿勢による傾き
・利き手ではない左手での体位支持
・紙おむつの使用による違和感
・失語症による意思伝達の遅れ
残存刺激
・夜間の覚醒による休息の不足
・失語症による意思伝達困難性

行動のアセスメント 刺激のアセスメント

271



表5. の続き

ｂ．自己概念-集団アイデンティティ様式
人格的自己：不明・宗教なし
身体的自己：不明

ｃ．役割機能様式
　1次的役割は，男性，父親。
　2 次的役割は，病人役割（慢性的疾患で今後も継
続されるものであるため，2次的役割と判断します）。
　子どもは2人で息子と娘がいる。週に2回程度，
面会に来ている。顔を見ると財布を持ち出し，お金
を渡そうとする。
　子どもが声をかけるとうなずき，笑顔が見られる。
　毎日行われているリハビリテーションに参加し，
拒否はない。以前の仕事は大工をしていた。地域で
の社会参加の経験はない。

ｄ．相互依存様式
1月10日（入院時）～1月14日
　看護師の問いかけには，たまにうなずく程度の反
応をする。紙おむつを交換する時，左手で看護師の
手を払いのけようとする。排尿・排便時，ベッド柵
に足をかけ降りようとする。何回説明してもベッド
から降りようとする。
1月15日（入院5日目）
　排泄の後始末を終え，清拭後に手を握ると握り返
す。ベッドにある雑誌は食事のメニュー写真のとこ
ろで折り曲げられ，いつもそれを大切に持ってい
る。看護師が「口から食べたいですか」と問いかけ
ると，うなずいて肉料理を指さす。
　「夜は眠れないのですか」と問うと，ほんの少し
首を横に振る時もあるが，ほとんど無表情である。
　「紙おむつは嫌いですか」と問うと，紙おむつの
上から臀部をたたく。一時的に紙おむつを取ると，
拝むように両手を合わせる。

　Ａ氏からの言語的表出がなく，判断することはで
きません。

　子どもに対して小遣いを渡そうとする手段的行動
があり，子どもの問いかけにはうなずきという表出
的行動を示しています。このことより，身体的機能
や入院中であることを考慮すると，現在の状況下で
できる父親役割は遂行されていると言えます。病人
役割も治療拒否はなく遂行されていることから効果
的行動と判断します。

　Ａ氏の重要なサポートシステムは，看護師でもあ
ります。看護師との関係性を築くための行動には，
看護師への貢献的行動として手を握る，問いかけに
うなずくなどの行動で反応しています，受容的行動
では言語で表現できない気持ちを，臀部をたたく，
うなずく，両手を合わせるという行動で示され，効
果的行動が取れていると判断できます。入院5日目
には，非言語的なコミュニケーションが図れている
ことにより，新たな人間関係を築く能力を持ってい
ます。しかし，失語症があることで他者とのコミュ
ニケーションは効果的に行えているとは言えませ
ん。

　相互依存様式の行動から考えられる刺激を4様式
の行動を統合しながらアセスメントします。
　非言語的コミュニケーションにより，看護師との
関係性は取れつつあります。これは，相手の言葉が
理解できるという効果的行動と，入院後の行動の変
化に適応する能力が影響しています。また，Ａ氏の
失語症であるという現在の状況において，看護師は
重要なサポートシステムと言えます。看護師との相
互関係により，意思疎通が容易になることで，他の
人との関係を築くきっかけを得ることができます。
そこで，Ａ氏の持っている適応能力を促進すること
を考えました。
　以上のことから，以下の刺激を特定しました。
焦点刺激
・相手の話していることが理解できる，意思を伝え
ることができる

関連刺激
・看護師の問いに非言語的行動でニードを伝える
・新たな人間関係（転院先の看護師）を持つための
行動が取れる

残存刺激
・転院先の環境に適応することができる

行動のアセスメント 刺激のアセスメント
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５．看護介入
　看護介入は，刺激を管理し，行動を生み出すコーピング・プロセスに働きかけることで

すので，どの刺激を意識したものかを考えながら立案します。今回は，＃１の介入計画の

末尾に意識した刺激を記入しています。すべての刺激を管理していることが確認できます。

O−①呼吸音（水泡音など） ……………………………………………………………焦点刺激

O−②咳嗽（回数・持続，食事・姿勢・睡眠との関係など） …………焦点/関連/残存刺激

O−③経管栄養時の誤嚥の有無 …………………………………………………………残存刺激

O−④舌の動きと嚥下状態 ……………………………………………………… 焦点/関連刺激

T−①嚥下訓練　毎日３回10分間行う。発語訓練と併用する …………焦点/関連/残存刺激

T−②アイスマッサージ　毎日３回（10時，12時　17時各10分間） …… 焦点/残存刺激

T−③口腔ケア，口腔内の清潔と口腔内停滞の分泌物の除去を行う ……… 焦点/残存刺激

T−④リハビリによる腹筋・腹直筋・胸筋の筋力の強化 ……………………………関連刺激

E−①痰は飲み込まないで外に出すよう，左手を使って口腔外に出すことに説明する

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　………焦点/残存刺激

E−②頻回に話しかけたり，タッチングしたりする（外的刺激を脳に与える） …焦点刺激

　ここに示すように，介入計画は，すべての刺激を管理していることが確認できます。

　＃２の看護介入は，以下のとおりになります。

O−①夜間の覚醒時間

O−②夜間の排泄回数

O−③昼寝の時間

O−④リハビリテーション参加状態

T−①定期的に尿意の有無を確認し，排尿を促す

T−②セルフケアに対するどんな小さな成果も称賛する

T−③排便は朝の経管栄養終了後にトイレに誘導し，排泄習慣を確立する

T−④日中は紙おむつを除去する，夜間は尿取りパッドを使用する

T−⑤夜間は時間を決めて排尿を促す　23時，４時の２回

E−① 尿意を感じた時は，尿が出た後でもいいので，いつでもナースコールを押すことを

説明指導する

　＃３の看護介入は，以下のとおりです。

O−①声をかけた時の反応

O−②手を握り返す動作や，うなずき

O−③視線
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O−④他者に対する関心（話し声の方向に目を向ける，相手の話を聞こうとする）

T−①看護行為の際，必ず声をかけるだけでなく，その反応を確認する

T−② 部屋や同室者，担当看護師をできるだけ変えない（適応できるまでは環境の変化を

最小限にする）

T−③文字盤を使用し，意思伝達の手段を増やす

T−④同室者や入居者が集うデイルームに誘い，他者との交流の場を設ける

T−⑤ 車いすによる散歩を行い，自分が今いる場所の認知や季節感覚を体験できる機会を

つくる

E−①伝えたいことがある時は，手を握ったり，指さしで教えてくださいと説明する

６．評価
　評価はまず，目標に挙げた患者の行動が時間内に変化したかどうかを判断します。目標

が達成できたかどうかを評価する場合は，焦点となった行動の変化を見ます。そして評価

は，診断ごとに行います。この事例展開では，SOAPで記述します。

Ｓ（Subjective-date）主観的データで，患者の症状や患者自身がどう感じているか，

患者から直接得られる情報を記述します。

Ｏ（Objective-date）客観的データ。患者の症状の観察や検査データなど客観的なも

のを記述します。

Ａ（Assessment）Ｓ，Ｏデータの解釈や判断，その根拠，目標の達成。

Ｐ（Plan）患者の問題についての計画で表します。

　＃１の評価記録です。

Ｓ：

Ｏ：水泡音は早朝覚醒時に聞かれるが，朝１回の吸引で消失する。口腔内の分泌物は口腔

外には出すが，ティッシュペーパーで拭き取る動作はない。むせ込みはない。体温

36.1度，SpO２96 〜97％を示す。チアノーゼなし。おやつのゼリー５口摂取。むせ

込みなし。

Ａ：口腔内の分泌物を口腔外に出す行動はできているが，早朝覚醒時には水泡音が聞か

れ，吸引を必要としている。入眠中の唾液分泌が気管に流れ込んでいるため，咳嗽反

射の低下がある。酸素摂取は改善している。目標は達成している。

Ｐ：問題解決。

　＃２の評価記録です。

Ｓ：
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Ｏ：夜間の尿失禁が２日に１回はあり。日中は紙おむつを除去してトイレ誘導を行うが，

尿漏れで下着の汚染がある。ナースコールは夜間何度も押すようになるが用件がわか

らない時がある。排便は日中に済ませ，おむつを剝ぎ取り，手につける行動はなくな

る。睡眠時間は24時から３時までは平均して休むようになった。経管栄養時は話し

かけても寝てしまうため，雑誌の写真などを見せながら時間を過ごす。

Ａ：目標は達成されていない。昼寝時間の短縮なし。介入がＡ氏の生理的反応に一致して

いないため，排尿誘導時間設定の変更が必要。

Ｐ：T−⑤夜間は時間を決めて排尿を促す。23時，４時の２回を21時，０時，３時に変

更する。

　plan続行。

　＃３の評価記録です。

Ｓ：よい。

Ｏ：看護師が話しかけるとうなずいたり，手を握り返したりする行動が看護師の訪室時，

毎回行われる。散歩に行き施設内を案内すると，壁の釘などに目をやり，笑顔が見ら

れる。紙おむつによる不快感は自分で剝ぎ取るのではなく，看護師に指で取り外しを

示す行動がある。廊下ですれ違うほかの患者に頭を下げる。ナースコールで排尿を伝

えることができる。文字盤の活用はなかった。

Ａ：表情変化は笑顔が見られたことや，他の患者とあいさつするという行動である。貢献

的行動の増加あり。目標に向かって行動が変化し，適応へ促進している。

Ｐ：続行。

275



図3. 事例Ｂの関連図

自己概念-集団アイ
デンティティ様式
データなく判断は
困難。

役割機能様式
子どもに対して小遣いを渡そうとする手段的
行動があり，子どもの問いかけにはうなずき
という表出的行動を示しています。このこと
より，身体的機能や入院中であることを考慮
すると，現在の状況下でできる父親役割は遂
行されていると言えます。病人役割も治療拒
否はなく遂行されていることから効果的行動
と判断します。

感覚
大きい声で話さないと聞こえない程度の難聴
があり，雑誌の写真は食物であることを知る
ための視力と理解力はあると判断します。関
節可動域訓練の時は膝関節痛を認めまずが，
持続していないため一過性の疼痛と判断しま
す。右片麻痺があり知覚は正常とは言えず，
聴力，視力も低下していることにより非効果
的行動と判断します。

保護
皮膚に湿潤や同一部位の圧迫が加わる危険性
があります。また嚥下障害による誤嚥や，喀
痰喀出困難があり，保護的機能は非効果的行
動と判断します。

栄養
BMIは痩せを示しています。嚥下困難があり経口的
摂取はできておらず，一日に必要なエネルギーは経
鼻経管栄養で摂取している状態です。栄養を摂取し
体に取り入れるということでは効果的行動ですが，
経口摂取による満足感は得られていないことから非
効果的行動と判断します。

排泄
尿，便ともに，老廃物を体外に出すという機
能は効果的に行われています。しかし失禁状
態があり，排泄のための準備行動や後始末行
動は効果的には行われていないため非効果的
行動と判断します。

体液と電解質
体液と電解質バランスは保たれており，効果的行動
と判断します。

内分泌機能
内分泌機能の障害
を示すデータはな
く，効果的行動と
判断します。

神経学的機能
危険を回避する行動は取られていません。こ
の行動が，何かの目的があり繰り返されてい
る行動であるのか，短期記憶障害により，危
険性が高いことを記憶できないがための行動
なのか判断することは現時点ではできませ
ん。また，失語症は運動性失語症と推察しま
す。言語中枢の障害があり，非効果的行動と
判断します。

相互依存様式
Ａ氏の重要なサポートシステムは，看護師でもあり
ます。看護師との関係性を築くための行動には，看
護師への貢献的行動として手を握る，問いかけにう
なずくなどの行動で反応しています。受容的行動で
は言語で表現できない気持ちを，臀部をたたく，う
なずく，両手を合わせるという行動が示され効果的
行動が取れていると判断できます。入院5日目に
は，非言語的なコミュニケーションが図れているこ
とにより，新たな人間関係を築く能力を持っていま
す。しかし，失語症があることで他者とのコミュニ
ケーションは効果的に行えているとは言えません。

酸素化
呼吸数，脈拍数，血圧は正常範囲で循環機能
は正常に機能していることが推察されます。
呼吸器系機能では嚥下困難があり，唾液など
の分泌物が気管内に流れ込んでいる危険性が
あります。喀出困難があり，自力での喀痰喀
出は困難な状態です。したがって，酸素摂取
は非効果的反応と判断します。

活動と休息
活動は，片麻痺があることで日常生活動作は自立し
ておらず，身体的機能の低下により制限されるため
非効果的行動と判断します。夜間覚醒時間が長く体
動も盛んで休息は取れていません。日中1時間程度
の睡眠を取っていることから，活動と休息は非効果
的行動と判断します。
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