
【考察】共に歩む姿勢をみせ、今後どのようにして
いきたいのか関心を持って聞きだすことにより患者
が行動を起こすきっかけになったと考えます。見守
り・支える関わりにより、継続していく気持ちに
なったと考えます。入院中から外来通院中にかけて
一貫性のある支援及び看護間での連携により、長期
間の療養指導が必要であると考えます。
ご清聴ありがとうございました。

 
 
 
 
ご清聴ありがとうございました 
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眼科の手術を受ける患者の心理
～加齢白内障患者を通して～

発　表　者 本瀬　京子 熊本県　上天草市立上天草総合病院

共同研究者 木下　久美

【Ⅰ　はじめに】　当病棟では、加齢白内障の手術
を受ける患者を年間約170名受け入れています。

このうち、両眼とも手術をうける患者は、月曜、水
曜と片眼ずつ手術をうけることになります。現在、
パス表を用いて、患者への説明も行っており、ス
タッフの少ない日曜入院も、事前にアナムネ聴取な
ど行い、スムーズな入院を心がけています。
しかし、実際、手術に対する患者の声を聞く機会は
少なく、眼科医からも「患者は術中どんな気持ち
でうけているのだろう ?」と疑問がありました。以
上のことから、患者の心理を考慮した援助を行う為、
手術に対して具体的にどのような心理状況にあるの
か知る必要があると考えました。

Ⅱ  研究目的 
 
眼科の手術を受ける患者の心理を知る。 

 
 
 

術前、術中、術後の具体的な心理状況を明確に
し、 入院中の精神的援助を検討する。 

Ⅰ はじめに 
  当病棟では、加齢白内障の手術を受ける患者を年間
約１７０名受け入れている。 
 

現在、スタッフの少ない日曜入院も、外来での術前説明
の際、アナムネ聴取など行い、スムーズな入院を心がけ
ており、DVDを使用しての自己点眼などを含む、退院指
導も継続している。しかし実際、手術中や手術に対する
患者の声を聞く機会は少く、眼科心理の研究は少ない。
今回、患者の心理を考慮した援助を行うため、術前、術
中、術後の具体的な心理状況を明確にし、入院中の精
神的援助を検討した。 
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【Ⅱ　研究目的】　眼科の手術を受ける患者の心理を知る。
また、術前、術中、術後の具体的な心理状況を明確
にし、入院中の精神的援助を検討する。

【Ⅲ　研究方法】入院当日（日曜）と、片眼の手術
翌日（火曜）、両眼の手術が終了した翌日（木曜）に
聞き取り調査を、実施しました。

【Ⅳ　倫理的配慮】　はスライドを御参照下さい

【Ⅴ　結果、考察】

1．術前の心理は
1回目は、覚悟した患者が11名と多く、理由として、他

の疾患もあり、早めに治療したい、日常生活に不自由、
前から診断されてとあり、目が見えない不自由さから手
術の必要性を感じています。また、術前説明の理解が良
く、手術を受け入れることができていると考えます。不
安、緊張、は1、2回目とも差がなく、意外と少ない印
象でした。しかし、手術そのものに対する不安は普遍的
なものであり、実際、受け入れている患者も精神的負担
が大きいと推測されます。1回目の安心3名は身近な人
が手術経験者で、事前に話をきかれており、治療しても
らえる安心感が答えとしてありました。また、2回目で
は半数以上の患者が安心と答えています。小島は術前患
者の心理支援の1つとして「手術に関して予想される出
来事や体験するであろう身体的感覚、それらに自ら対処
する方法、医療者側の援助などについて、わかりやすく、
丁寧に納得するまで教えることが大切である。特に身体
的感覚については、普通に経験される感覚で説明して、
患者予測を形成させることが大切である。患者にとって
予測と経験の間の食い違いが少ないほど、苦痛・苦悩が
少ないことが実証されている」
と述べています。
実際、1回目に経験した事と、2回目の手術内容に
差がないことが安心感へつながっていると考えます。
この事から、術前不安の軽減として術当日の流れ、
痛みの程度、術中のトラブル回避など、患者が手術
をより明確にイメージできるような具体的な援助が
必要で、患者側の不安因子を明確にするため、声を
かけやすい環境を提供する必要があります。

2．術中の心理は
1回目が不安、緊張が多く、看護師の声かけで落ち着
いたとあり、意外にも術中での周囲の音は気になら
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Ⅴ結果、考察  
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Ⅳ  倫理的配慮 
 
対象者に、研究の目的、方法説明、個人情報につとめ、
研究で得た情報は目的以外での公表はしないことを説
明し同意を得た。 
 

 また、同意しない、聞き取り調査が中断しても、今後の 
看護に影響が及ぶなどの不利益にならないことを説明
した。眼科医師への本研究内容の提示、立案について
同意を得た。  

  
 

Ⅲ  研究方法 
 
 
 
 
 
 
 
個人面接法にて、ベットサイドで実施。 

 
対象者 ：平成２３年６月～７月まで当病棟に入院し、 
両眼の加齢白内障手術を受けた患者24名 
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ずと回答されています。不安や、手術の成功などに
神経を集中している事から、周囲の音は気にならな
かったのではないかと考えます。2回目はほとんどの
患者が不安なく、1回目の手術で流れがわかっており、
2回目も手術の内容に差がなく進んだ事が理由として
ありました。また、術中看護として、申し送りの際、
不安要素や術前の心理状況を短時間で伝えることも、
病棟看護師ができることではないかと考えます。

3．術後の心理は
1回目も2回目もほとんどの患者が術前の不安を解
消できており、手術の成功もあり、術前の不安から
解放されています。2回目では点眼を含む退院後の
不安が理由としてあり、退院指導の重要性が示唆さ
れます。小島は「手術に対する患者の心理的反応は、
様々な因子によって左右される」と述べています。
患者は術前、術中、術後のそれぞれの場面で不安や
思いを抱えています。
短時間の中で、患者の不安軽減、苦痛緩和に向け、個別
な看護を行い、患者の置かれている状況から、不安の変
化などを読み取り援助していかなければなりません。

【Ⅴ　結論】

1．術前は覚悟ができているため、受入れが良い。
2．1回目と2回目の手術内容に差がないことが安心

感へつながる。
3．手術をより明確にイメージできるような具体的

な援助が必要。

4．術中は不安や手術の成功などに集中している為、
周囲の音は気にならない。

5．声かけやタッチングなどで不安が軽減。
6．患者の不安要素や術前の心理状況を、短時間で

術場の看護師へ伝える事で、病棟看護師も術中
看護に関わることができる。

7．術後は、手術の成功もあり、日常生活の不自由
さや、術前の不安が解消されている。

8．2回目の術後は、退院後の不安が表出される為、
退院指導は重要である。

9．患者のおかれる様々な場面で生じる不安の変化
を、会話の中から読み取り、個別的な援助が必
要である。

④術中は不安や手術の成功などに集中している
為、周囲の音は気にならない。  

 
⑤声かけやタッチングなどで不安が軽減。 
 
 
⑥患者の不安要素や術前の心理状況を、短時間
で術場の看護師へ伝える事で、病棟看護師も
術中看護に関わることができる。 
 

Ⅵ 結論 
  
①術前は覚悟ができているため受け入れが良い。 

 
 

②１回目と２回目の手術内容に差がないことが安
心感へつながる。 

 
 

③手術をよりイメージできるような、具体的な援助
が必要。 

 

        術後心理   
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・家に帰って目薬をさせる
か心配。 
・目薬を覚えるのが大変。 

⑦術後は、手術の成功もあり、日常生活の不自
由さや、術前の不安が解消されている。 

 
 
⑧２回目術後は、退院後の不安が表出されてい
るため、退院指導は重要である。 

 
 
⑨患者のおかれる様々な場面で生じる不安の変
化を、会話の中から読み取り、個別的な援助が
必要である。 
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引用文献、参考文献は御参照ください。 ご静聴ありがとうございました。

【Ⅰ．はじめに】家族員の健康問題の発生により別
の家族員が介護中心の生活への転換を迫られること
になると、他の家族員の日常生活や家族内役割など

も影響を受け、家族機能の低下や社会生活へ影響が
生じる1）。このように家族はひとつのシステムで
あり、一人の変化であっても家族全体に影響を与え
ることから、家族看護の重要性が指摘されている。
今回、糖尿病と心疾患を持ちながら在宅療養を続けてい
た老年期の男性患者が入院時より認知症を発症し、常時
安全管理が必要な状態となったために、内服薬管理やイ
ンスリン自己注射（以後自己注射とする）を家族が代行
しなければならなくなった事例を経験した。この事例に
ついて、家族をひとつのシステムとみなして家族の関係
性と生活に焦点をあてた家族看護アセスメント2）を適
用した。その結果、同居家族への関わりを持つことがで
き、退院に向けた支援を行うことができたので報告する。

演  題

224

認知症を発症した糖尿病患者への退院支援
～家族看護アセスメントを用いて～

発　表　者 西塚　愛 青森県　三戸町国民健康保険　三戸中央病院

Ⅰ.はじめに 

○家族員の健康問題の発生により別の家族員  
 は介護中心の生活への転換を迫られる 
○他の家族員の日常生活や家族内役割なども  
 影響を受け、家族機能の低下や社会生活に 
 影響を受ける 
○家族はひとつのシステムであり、一人の変 
 化であっても家族全体に影響を与えること 
 から、家族看護の重要性が指摘されている 

2 

認知症を発症した 
糖尿病患者への退院支援 
―家族看護アセスメントを用いて― 

三戸町国民健康保険  
三戸中央病院    西塚 愛 

1 

Ⅱ.研究目的 

 退院後も自己管理が必要な認知症患者家族
に対する、家族看護アセスメントを用いた退
院支援の有効性を明らかにする。 

3 

ご静聴ありがとうござい
ました 
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