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1. はじめに
透析指導を行な う過程の中で､私たちはしば しば
家族を含めた指導形態をとる｡ それは家族が個
人の健康管理に大きな影響を及ぼす とともに､個
人の健康が家族全体にも大きな影響を与える相互
関係にあるか らである｡

しか し安易な家族‑の

指導は､時に混乱や家族内の悪循環パターンを起
こしかねない｡
今回､降圧剤 を使用 しているにもかかわらず高血
圧が全 く改善 されない高齢の方の内服指導での一
場面を､カルガリー家族アセスメン トモデルにて

3
. 倫理的配慮

振 り返 り､家族看護の重要性について学ぶ事がで

本研究は研究対象者及びその家族に説明 し､同

きたのでここに報告する｡

意を得ている｡ また､研究対象者 とその家族
に研究の参加 の有無によって不利益が生 じな

2.患者紹介及び家族構成

い事を加 えて説明 した｡

S氏､69歳 女性 透析歴 5年｡ 普段はできる

限 りの家事を行い､一人で家にいることが多い｡

4. 看護の実際

夫は 7
0歳で 自営業を息子 と営んでいる｡ 普段よ

1) 治療経過

りS氏に対 し強い 口調で話すことはなく､見守 り

2
007年 3月内服薬の紛失があ り薬の‑包化を

の立場をとっている｡

行な う｡ その際夫に内服管理の協力を依頼 し

夫婦そろって息子に迷惑

をかけたくないとい う想いが強 く､息子が S氏の

た｡

治療に介入する事はあまりみ られない｡

加 をするが､9月に内服できていない ことがわ

高血圧が続き､6月 ･8月 と降圧剤の追

か り､再度 2回にわた り内服管理の依頼を行な
う｡

1
0月にはさらに内服薬の紛失のため 1
4

日分処方に変更 した｡

0月 20日 残薬確認にて内服状況がバ
そ して 1
ラバ ラであり､｢
飲んだか飲まないかわか らな
お父 さんにいい加減に しろ と言われ
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るJ との発言が聞かれた｡ 表情は硬 く､気分
が落ち込んでいた｡
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2) アセスメン ト

根本的 に夫婦 の間 には相手 を思いや る気持 ちがあ
り､ 自立 した関係 を望んでいる｡
今回私 達は､内服 管理 の方法 と して薬剤カ レンダ
ーの使用 な ど一般 的な提案 を行 な ったが､そ の こ
とが夫 に とって過度のス トレス となった｡

それ

によ り不満や苛立 ちを S 氏に向け る事にな り､S
氏は余 計 に強い 口調で返答す るとい う悪循環 パ タ
ー ンが作 られて しまった｡

そのた め､内服管理

を行 なお うとすれ ばす るほ ど夫婦 間のス トレスが
増加 し管理 しづ らくな る状況 とな っていた と考 え
られ る｡
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別
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どうしたらいいかわからない 自分だってちゃんとでき
る
やりきれない
頑襲ってやっ
ている!
｢
いいかげんにしろ!
J
r
何か言うと捗らせてしまうJ

3) 介入方法

内服薬 の管理方法 を見直 し､犬に も S氏に も判 り
やすい様工夫 した｡
処方 された 1
4日分の内服薬 を､1円ずつ 日付 を入
れてその 日 1 日分 のま とま りを作 った｡

それ を

箱 に 口付順番 に入れ渡 した｡

4
)結果

そ して本人 と夫 に毎 日その 日の薬 を出 して見 える

内服頻の飲み忘れが 1
4E
l
の うち 3回ほ どある

ところに置 き､二人で管理 して も らいたい と説 明

もののほぼ内服 で きる状況が続 き､高血圧 が改

した｡

善 され､現在 は 1種類 の降圧剤 の内服 にまで減

飲む岬がで きなか った分 を次の内服 薬 を組 む際確

免で きた｡

隠 し､飲 めない薬 があって もその ことに対 しての

夫か らは ｢
まだ飲 めない時 もあ るけ ど､なん と

抑鮎 は しない よ うに した｡

かや って る｣､S氏か らは ｢
お父 さんに これでい
いんだ っけ ?なんて確認 しなが ら飲んで る｣ と､
笑顔 で話 を伺 うことがで きた｡
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5.考察

6.結語

日本において家族の誰か一人に介護負担の重圧が

長い透析治療 には家族の協力が不可欠 になる｡

かかる傾向にあり､S氏夫婦 も例外ではない｡ 夫

社会全体の高齢化が進み､さらに高齢者の核家

0歳 と高齢で､自分 自身の体調
は健常ではあるが 7

族化 も増大傾向にある今､私たちは患者 自身に

管理 ･仕事など､精神面の余裕がない状態であっ

も家族にも､できる限 り少ない負担で 自己管理

た と考えられる｡

が行なえるよ う援助 していく必要がある｡

医療者か らの依頼は夫にとっ

てス トレス となり､家族内の悪循環パターンを引

そのために家族看護の技術の習得 に努 めな く

き起こす要因 となっていた｡

てはならない｡
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今回内服薬の管理方法を見直 したことにより､S
氏 と家族に共有できる新 しい習慣 を作 り出す事が
できた｡

このことは S氏の自立心を損な う事な

く､夫が無理せず薬剤管理を行なえる状況を可能
にした｡

これは家族の自己調整能力が発揮 され

た一例で､環境を整えたことにより､患者側 ･家
族側双方のコンプライアンス レベルが高まったと
考えられる｡
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