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手術を受ける入院患者の
不安軽減への取り組み
――パンフレットを用いた情報提供を試みて――

つるぎ町立半田病院
外科病棟看護師 喜多希久子 近藤涼太

はじめに
 近年、在院日数の短縮化に伴い、手術対象者は、前日に入院することが多
く、十分な術前オリエンテーションが困難な状況にあり、様々な不安を抱
いていると考える。

 山口ら3）は、「術前の関わりが短くなったことで、看護師が外来や他施
設との情報の連携不足、患者教育の教材不足、患者が手術までの期間を術
後の見通しが持てず不安なまま過ごしている心理・社会的支援不足を感じ
ている」と報告している。外来で術前オリエンテーションを受けた患者は、
手術に対する心理的準備が行えたことで、病棟で術前オリエンテーション
を受けた患者に比べ、手術に対する不安が低い傾向にあることが明らかに
されている。4）

 今回、手術に対する患者・家族の不安軽減、疾病への理解を深めることを
目的に、疾患に対する基礎知識、麻酔について、術式、術後の経過や起こ
りうる症状、注意点等が記載された手術に関するパンフレットを作成した。
外来で手術決定した際に情報提供することで、入院前に術後の見通しが持
て、手術への不安が軽減するのではないかと考えた。そして、不安の軽減
に効果があるか明らかにするため患者の入院後にアンケート調査を実施し
たので、その結果を報告する。

Ⅰ.はじめに
近年、在院日数の短縮化に伴い、手術対象者は、

前日に入院することが多く、十分な術前オリエン
テーションが困難な状況にあり、様々な不安を抱い
ていると考える。安達ら1）は、「患者は情報を提供
され、手術に対してのある程度のイメージがわくと、
手術というストレスに適切に対応できる。」と述べ
ている。当院の先行研究では、視覚的に分かりやす
く情報提供するため、術前オリエーションのDVD
を作成し、導入した。これにより、呼吸訓練・離床
方法などを実際に模擬練習することができ、指導内
容の統一化や患者の理解度を深めることにもつな
がった。

山口ら3）は、「術前の関わりが短くなったことで、
看護師が外来や他施設との情報の連携不足、患者教
育の教材不足、患者が手術までの期間を術後の見通
しが持てず不安なまま過ごしている心理・社会的支
援不足を感じている」と報告している。また、先行
研究において、外来で術前オリエンテーションを受
けた患者は、手術に対する心理的準備が行えたこと
で、病棟で術前オリエンテーションを受けた患者に
比べ、手術に対する不安が低い傾向にあることが明

らかにされている。4）

そこで、今回、手術に対する患者・家族の不安軽
減、疾病への理解を深めることを目的に、疾患に対
する基礎知識、麻酔について、術式、術後の経過や
起こりうる症状、注意点等が記載された手術に関す
るパンフレットを作成した。このパンフレットを用
いて、外来で手術決定した際に情報提供することで、
入院前に術後の見通しが持て、手術への不安が軽減
するのではないかと考えた。そして、不安の軽減に
効果があるか明らかにするため患者の入院後にアン
ケート調査を実施したので、その結果を報告する。

研究目的
入院前の手術予定患者に対し、パンフレットのよる情報提供に
より、手術に対する不安の軽減に効果があるか明らかにする。

用語の定義
パンフレット：疾患に対する基礎知識、麻酔について、術式、
術後の経過や起こりうる症状、注意点をできるだけ専門用語を
避け、患者向けに記載したもの

Ⅱ.研究目的
　入院前の手術予定患者に対し、パンフレットによ
る情報提供により、手術に対する不安の軽減に効果
があるか明らかにする。

Ⅲ.用語の定義
　パンフレット：疾患に対する基礎知識、麻酔につ
いて、術式、術後の経過や起こりうる症状、注意点
をできるだけ専門用語を避け、患者向けに記載した
もの

研究対象
鼠径ヘルニアと胆石症・胆のう炎の手術予定患者27名

研究期間
平成26年7月1日～12月31日

実践方法
1. 疾患別に手術に関するパンフレットを作成し、外来で手術決
定時にパンフレットを渡し、情報提供を行った。

2. 質問紙による調査表を作成。分析項目は、①年代②性別③手
術歴④不安の内容、パンフレットを読んで⑤理解できたか⑥
必要性⑦手術へのイメージや前向きさ⑧安心感や不安感の変
化⑨感想・意見は記述式にした。

3. 病棟看護師が入院当日に質問紙への記入を依頼し、質問紙は
封筒に入れた状態でボックスに回収した。
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Ⅳ.研究方法
１．研究対象：鼠径ヘルニアと胆石症・胆のう炎の

手術予定患者27名
２．研究期間：平成26年７月〜 12月
３．実践方法：

１）疾患別に手術に関するパンフレットを作成し、
外来で手術決定時にパンフレットを渡し、情
報提供を行った。

２）質問紙による調査票を作成。分析項目は、①
年代②性別③手術歴④不安の内容、パンフ
レットを読んで⑤理解できたか⑥必要性⑦手
術へのイメージや前向きさ⑧安心感や不安感
の変化⑨感想・意見は記述式にした。

３）病棟看護師が入院当日にアンケートを記入す
るよう依頼し、質問紙は封筒に入れた状態で
アンケートボックスに回収した。

実践方法

分析方法
Excelを用いた、単純集計を表にした。

研究の主旨及び方法を説明し、研究協力は任意であり、協力し
なくても不利益が生じないこと、アンケートは無記名で個人が
特定できないこと、データは目的以外使用しないことを文面と
口頭で説明し、同意を得た。また、院内の倫理委員会の承諾を
得て研究を行った。

４．分析方法：Excelを用いた単純集計を表にした。
５．倫理的配慮

研究の主旨及び方法を説明し、研究協力は任意
であり、協力しなくても不利益が生じないこと、
アンケートは無記名で個人が特定できないこと、
データは目的以外使用しないことを文書と口頭
で説明し、同意を得た。また、院内の倫理委員
会の承諾を得て研究を行った。

調査結果
アンケート回収数は27名 年代別

壮年層（30～59歳）37％、高年層（60
歳以上）63％
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Ⅴ.結果
アンケート回収数は27名（男性17名、女性10名）（回

収率73％）、有効回答は100％であった。
年代別にみると、壮年層（30 〜 59歳）37％、高

年層（60歳以上）63％であった。
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「手術は初めてですか」の問いに、「はい」が
37％、「いいえ」が63％。

「今回の手術前にどんな不安がありましたか」の
問いに、「手術後の痛みについて」が８名（30％）、「退
院後の日常生活への不安」と「手術後の経過につい
て」が７名（26％）、「入院日数について」と「手術
方法について」が６名（22％）であった。

説明内容に理解または満足できま
したかの問いに、
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「説明内容に理解または満足できましたか」の問
いに、「良くできた」８名（30％）、「少しできた」
９名（33％）、「できた」９名（33％）、「あまりでき
なかった」１名（４％）であった。

「手術のイメージができましたか」では、「はい」
22名（82％）、「いいえ」２名（７％）、「どちらでも
ない」３名（11％）であった。

手術に対して前向きになれまし
たかの問いに、
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「手術に対して前向きになれましたか」では、「はい」
が22名（81％）、「変わらない」５名（19％）
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パンフレットを読むことで安心す
ることができましたかの問いに、
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「パンフレットを読むことで安心することができ
ましたか」の問いに、「良くできた」が４名（15％）
「少しできた」が12名（44％）「できた」10名（37％）
「あまりできなかった」が１名（４％）であった。

「読む前と読んだ後では不安は軽減しましたか」
では、「はい」が19名（70％）、「変らない」８名（30％）
であった。

パンフレットは必要であると思い
ますか問いに、
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分かりやすかった点、分かりにく
かった点はありますかとの問いに、
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「パンフレットは必要であると思いますか」では、
全員が「はい」と答えた。

「分かりやすかった点、分かりにくかった点はあ
りますか」の自由記載では、「絵で解説している点
が良かった・理解しやすかった」２名、「病気の原
因・症状・手術方法が理解しやすかった」２名、「医
師との手術説明時に再度確認ができた・医師の手術
説明も加わり、理解しやすかった」３名、「看護師
の説明も加わり、病気について理解しやすかった」
１名。

詳しく説明してほしい点はありますかと
の問いに、
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「詳しく説明してほしい点はありますか」では、
「なし」11名（41％）、無記入16名（59％）であった。

考察
 原田ら5）は、「手術を受ける患者は、疾患の重症度や手術所要時間の長短に関係
なく、何らかの不安や恐怖を抱えている。」と述べている。アンケート調査の結
果、患者が抱えている術前の不安の中で、「術後の痛みについて」の不安が30％
と一番多く、次いで「退院後の日常生活への不安」、「術後の経過について」や
「入院日数について」、「手術方法について」であった。そして、「読む前と読
んだ後では不安は軽減しましたか」の問いに、「はい」と答えた患者が70％を占
めていた。更に、「パンフレットは必要であると思いますか」の問いに、全員が
「はい」と答えた。「術後の痛みについて」は術前の不安内容や患者が望む情報
の上位に報告されており6）7）、不安感を持つ患者ほど詳しい情報を求めていると
いう報告もある8）9）。今回作成したパンフレットには、術後の痛みと対処方法を
はじめ、術式や術後の経過を具体的に説明しており、これらの情報提供が不安の
軽減に有効であったと考えられる。

 しかし、「読む前と読んだ後では不安は軽減しましたか」の問いに、「変わらな
い」と答えた患者が30％いた。高橋ら10）は、「手術を容認後新たに生じる心理的
変化として、手術への漠然とした不安、手術が成功するか否かへの不安、疼痛へ
の不安等未知の世界に対する観念的ないし具体的不安が大きく頭を持ち上げてく
る。」と述べている。手術に関する知識を得たとしても、やはり不安はなくなら
ないという前提のもと、限られた時間の中で、患者との信頼関係をつくりながら
不安が表出できる環境を整えることが大切であると考える。

Ⅵ.考察
原田ら5）は、「手術を受ける患者は、疾患の重症

度や手術所要時間の長短に関係なく、何らかの不安
や恐怖を抱えている。」と述べている。アンケート
調査の結果、患者が抱えている術前の不安の中で、
「術後の痛みについて」の不安が30％と一番多く、
次いで「退院後の日常生活への不安」、「術後の経過
について」や「入院日数について」、「手術方法につ
いて」であった。そして、「読む前と読んだ後では
不安は軽減しましたか」の問いに、「はい」と答え
た患者が70％を占めていた。更に、「パンフレット
は必要であると思いますか」の問いに、全員が「は
い」と答えた。「術後の痛みについて」は術前の不
安内容や患者が望む情報の上位に報告されており6）

7）、不安感を持つ患者ほど詳しい情報を求めている
という報告もある8）9）。今回作成したパンフレット
には、術後の痛みと対処方法をはじめ、術式や術後
の経過を具体的に説明しており、これらの情報提供
が不安の軽減に有効であったと考えられる。

しかし、「読む前と読んだ後では不安は軽減しま
したか」の問いに、「変わらない」と答えた患者が
30％いた。高橋ら10）は、「手術を容認後新たに生じ
る心理的変化として、手術への漠然とした不安、手
術が成功するか否かへの不安、疼痛への不安等未知
の世界に対する観念的ないし具体的不安が大きく頭
を持ち上げてくる。」と述べている。手術に関する
知識を得たとしても、やはり不安はなくならないと
いう前提のもと、限られた時間の中で、患者との信
頼関係をつくりながら不安が表出できる環境を整え
ることが大切であると考える。
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 年代別にみると、患者の60％以上を60歳以上の高年層が占めていた。近年の高齢
化に伴い、当院でも今後、手術を受ける高齢者が増加することが予想される。三
浦ら11）は、老年期の体の変化について、「聴力の低下だけでなく、言語を知覚す
る機能の低下や高次の聴覚中枢での情報処理のスピード低下などにより、会話の
理解度が落ちてくる。」と述べている。「分かりやすかった点」の自由記載につ
いて、複数の患者が、医師や看護師の説明が加わることで、より理解が得られた
と答えていることからも、パンフレットによる情報提供だけではなく、個々の患
者の理解力に合わせ、医療者側が分かりやすく説明を加えることが大切であると
考える。

 そして、「パンフレットを読むことで安心することができましたか」の問いに、
「はい」と答えた患者が90％以上を占めていたにも関わらず、「読む前と読んだ
後では不安は軽減しましたか」の問いに、「変わらない」と答えた患者が30％い
た。これは、すべての患者が「安心」と「不安」という言葉の意味を、同じよう
に使い分けて答えていたとは考え難いところがあり、質問紙の表現が不適切で
あったと思われ、反省すべき点であった。また、「詳しく説明してほしい点はあ
りますか」の問いに、40％が「なし」と答え、それ以外無記入であり、今後のパ
ンフレット修正に役立てる情報は、見い出すことができなかった。今後も、患者
の意見や訴えに、耳を傾ける姿勢を持ち、より良い情報提供ができるよう心掛
け、患者の不安軽減に努めていきたい。

年代別にみると、患者の60％以上を60歳以上の高
年層が占めていた。近年の高齢化に伴い、当院でも
今後、手術を受ける高齢者が増加することが予想さ
れる。三浦ら11）は、老年期の体の変化について、「聴
力の低下だけでなく、言語を知覚する機能の低下や
高次の聴覚中枢での情報処理のスピード低下などに
より、会話の理解度が落ちてくる。」と述べている。
「分かりやすかった点」の自由記載について、複数
の患者が、医師や看護師の説明が加わることで、よ
り理解が得られたと答えていることからも、パンフ
レットによる情報提供だけではなく、個々の患者の
理解力に合わせ、医療者側が分かりやすく説明を加
えることが大切であると考える。

そして、「パンフレットを読むことで安心するこ
とができましたか」の問いに、「はい」と答えた患
者が90％以上を占めていたにも関わらず、「読む前
と読んだ後では不安は軽減しましたか」の問いに、
「変わらない」と答えた患者が30％いた。これは、
すべての患者が「安心」と「不安」という言葉の意
味を、同じように使い分けて答えていたとは考え難
いところがあり、質問紙の表現が不適切であったと
思われ、反省すべき点であった。また、「詳しく説
明してほしい点はありますか」の問いに、40％が「な
し」と答え、それ以外無記入であり、今後のパンフ
レット修正に役立てる情報は、見い出すことができ
なかった。今後も、患者の意見や訴えに、耳を傾け
る姿勢を持ち、より良い情報提供ができるよう心掛
け、患者の不安軽減に努めていきたい。

結論
1. 入院前にパンフレットで情報提供したことは、患者が手術に対して
心理的準備を行うことができ、不安の軽減に有効であった。

2. パンフレットによる情報提供だけではなく、個々の患者の理解力に
合わせ、医療者側が説明を加えることが大切である。

Ⅶ.結論
１．入院前にパンフレットで情報提供したことは、

患者が手術に対して心理的準備を行うことがで
き、不安の軽減に有効であった。

２．パンフレットによる情報提供に併せ、個々の患
者の理解力に応じて、医療者側が説明を加える
ことが大切である。
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