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(
避 暑 ･旅 行 ) 患者 さん の意 識 調 査
〜臨時透析患者 が安心 して透析 を受 け られ るた めに〜
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I.はじめに

者 さん 4名､r
他院で臨時透析の経験はあるが､

透析療法は､一定の間隔で定期的に行わなければな

当院での臨時透析が初めて｣の患者 さん 6名 ､

らない治療である｡そのため､透析患者 さんが社会

｢当院‑臨時透析 に何度か来てい る｣ 患者 さん

1
0名 の 3群 に分けて検討 した｡

生活を営む為 に､旅行や帰省､出張等で一定期間 自
宅 を離れ る場合は､出先 の他施設で透析 (
以下臨時

6. 倫理的配慮 :本研究 にあた り､対象患者 さんに
は研究の趣 旨を説明 し､同意 を得 てか ら行 った｡

透析とす る) を受 ける事が必要になる｡
当透析室は避暑地で有名 な軽井沢に隣接す るため､
長期連休や夏季には旅行 目的で多 くの患者 さんが来

Ⅲ.
研究結果

院する｡通常､透析患者 さんは決まった病院 に通院

1. 臨時透析 を受 けるにあた り､不安があったかを

し､自分 自身のことを把握 された中で透析を行って

聞いた結果である｡図 1のよ うに､｢
全 く初めて｣

い る｡そのため､臨時透析で来院 された患者 さんは､

の患者 さんでは､不安 あ りと 75% が答 えてお り､

出先の慣れない環境 に､緊張や不安か ら来院時の血

｢
他院 で臨時透析 の経験はあるが､当院での臨

圧 が通常よ り上昇 してい ることを見受けることがあ

時透析が初 めて｣の患者 さんでは､不安あ り､

る｡そのよ うな中で今回､臨時透析 を受 けるにあた

初回のみ不安あ り､不安な しがそれぞれ 33.
3%

って患者 さんが どの様 な思いを持って来院 し､治療

で同 じであった｡また､｢
何度か来てい るJ患者

を受けているのかを知 り､今後の関わ りに生か して

さんでは､不安あ りと答えた患者 さんはお らず､

い きたい と考 え､本研究に取 り組んだ｡

50%の患者 さんが初回の時だけ不安あ りと答 え
ていた｡

Ⅱ.
対象及び方法
1. 調査期間 :平成 1
7年 8月〜平成 1
8年 1月

2. 対象患者 :上記期間内に当院‑臨時透析 に来
院 された透析患者 さん 20名｡

3. 患者背景 :男性 15名 ･女性 5名
平均年齢 60.
74±15.
30歳､最高齢者 88歳

40±7.
85回､一週間 (
逮
平均透析実施回数 ､4.
析回数 3回)以内の滞在が 70% と最 も多 く､最
一長滞在 日数は 3ケ月間であった｡

4. 研究方法 :独 自に作成 した質問用紙を用いて､

図1
.
箆時透析を受ける不安の有無

臨時透析来院初 日に､透析 中に聞き取 り調査を
行 った｡透析 を受 けるにあたって どのよ うな思

2. 図 2は､不安の内容 を聞いた結果です｡臨時透

いがあったのか､また､臨時透析 を受けて環境

析が ｢
全 く初 めて｣の患者 さんにおりては､病

面 ･技術面 ･自己管理面な どにおいて､ どんな

院が どの辺にあるのか､病院 まで どの位時間が

不安や気 になった点があったのかを聞いた｡

8%が不安 を感
かか るのかな どの交通手段 に 1

5. 臨時透析経験 :臨時透析が ｢
全 く初めてJの息

じていた｡ また､環境面で透析室内や休憩室が
狭い と 28%が答 えてお り､医療費が どの くらい

朝倉 明美

小諸厚生総合病院臨床工学科 (
看護部)

かかるのか金銭面での心配 を している患者 さん
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も 27%いた｡また､食事 ･水分 な どの 自己管理
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が 出先 にお い て大 丈夫 か心配 してい る患者 さ

どの よ うに して 当院 を知 りま したかの問いにつ

んが 1
8%いた｡ また､臨時透析 を予約す る際､

いては､図 4に示す よ うに､ 日本透析 医学会施

電話のみの対応 であ るため､ どの ような所かわ

設会員名 簿 を見てが 37%､次い で病院 の紹介が

か らないか ら不安 に思 うと答 えていた｡

33% ､知人 の紹介が 1
7%､イン ターネ ッ トをみ
3%であった｡
てが 1
その他 の意見 ･要望 として
･他院 に比べ透析開始時間が早いので､時間 を有
効 に活用 できる｡
･透析室までの表示がわか りにくいので改善 して
欲 しい｡
･臨時透析 を経験す ることで､他院の良い ところ
は通院先 の病院 に持 ち帰 り､ス タ ッフ と情報交
換が出来 る｡

図

･出先 で具合 いが悪 くなった らど うした らよいか

2
.各群において不安や気になった点

とい う不安 をいつ も感 じている｡
･近 くで透析 を行 いたいが､受け入れ先 の病院が

次 に､ ｢
他院 で臨時透析 の経 験 はあるが､ 当院

なかなか決ま らず､何施設 か問 い合わせ を した｡

での臨時透析 が初 めて｣ の患者 さんでは､｢
全

な どの意見 も聞かれ た｡

く初 めて｣の患者 さん同様 に交通手段 において､

41
% の方 が不安だった と答 えていた｡また､実
際 に透析 が行 えるまでは穿刺 に対 し 22% の方
が不安 と答 え､食事 ･水分な どの 自己管理面に
おいて 22%が不安 と答 えていた｡
｢当院‑何度 か来 てい る｣患者 さんにおいて も

40%で交通手段 に不安が ある と答 えお り､初回
の透析が行 われ るまでは､穿刺や 同 じ内服薬 が
あるかな どに心配 を持 っていた｡ また､いつ も
よ り体重 が多 くな るのではないか と､食事や水
図4
.どのようにして当院を知りましたか

分管理に対す る不安 を持 っていた｡ しか し､い
つ もよ り水分や食事 を意識 してい るた め､体重
Ⅳ .考 察

が増 えない との意見 も聞かれ た｡

3.次 に､臨時透析 を受 けるにあた って､病院 を選

1. 今回の調査か ら､臨時透析 の経験が少 ない患者

ぶ基準があるか ど うか聞いた ところ､図 3に示

さんほ ど不安が多い ことが明 らかになった｡そ

す よ うに､ 目的地 に近い所 と答 えた患者 さんが

の原 因 として､現在 のシステムでは､電話 によ
り臨時透析 の申 し込みが完 了す るため､患者 さ

最 も多 く 48%であった｡

んは当 日まで病院の情報を得 る機会がない｡そ
のた め､来院前 には､初めての病院で透析 をす
る不安や､病院 の場所 がわか らない､通院 に ど
の くらいの時間がかか るかわか らない､慣れた
ス タ ッフで はない た め穿刺 が大 丈夫 かな どの
不安が生 じてい るのではないか と考え る｡不安
の強 い患者 さん は､事前 に病院 を下見 した り､
透析室内の見学 を した りして､不安の解 消に努
図 3.
病床を立ぶ基準はあL
)ますか

めていた｡しか し､これ らの不安 は穿刺 を含 め､

次いで透析 室の質が 21%で､毎年来てい るか ら
が1
7%､透析室の規模 が 1
4%であった｡また､
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最初 の透析が無事に行 われ るこ とで､一挙 に解
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ぐな どの通 院 手段 のわず らわ しさな ども影響
してい るのではないか と考 え られ る｡

3. 透析 の受 け入れ先 を選ぶ基準 として､ 目的地に

資料

ア ンケー トの内容

近い こ とが一番 の理 由 として挙 げ られ て いた｡
しか し､目的地近 くの施設ではベ ッ ド数 に限 り

1.今回の臨時透析の目的は何ですか ?

があ り､なかなかベ ッ ドを確保す るこ とができ

2.他施設で透析を受けるのは初めてですか?

ない｡そのため､出か ける予定 を立てて も透析

3. 他施設で透析は何ヶ所受けられたことがありま

の受 け入れ先が決 ま らず､かな りのス トレスに
なる との意見が聞かれた｡そのためか､当院の

すか?

4. 当院での透析は初めてですか ?

臨時透 析 に来院 され た患者 さん の半数 は リピ

5. 当院での透析は何回目もしくは何年 目ですか?

ー ター であ り､目的地 に近い ことよ りもまず受

6. 応時透析 (
他施設)を受けることに不安はあり

け入 れ 先 の確 保 との思 いが強 い よ うに思 われ

ますか?
7. 当院‑来院 して､どの様な事が不安､気になり

る｡

4.患者 さんは臨時透 析 を経験す るこ とに よ り､他

ましたか?

施設の良い点 を持 ち帰 り､向上心 を持 って望ん

･ 交通手段について

でいた｡臨時透析 を経験す ることは､ 自分 の 自

･ 透析室や待合室について

身 にもつなが り､意欲的な社会生活を営む こ と

･ 金銭面について

につ なが るのではないか と感 じた｡

･ 内服薬について
･ 透析機器について
･ 穿刺について

V.結語
1. 臨時透析 を受 ける不安は､無事に病院 に到 着 し､

･ 体 重 測定について

･ 透析中の観察方法について

透析 を終え ることで解 消 され ると感 じた｡

2.不安 と して､交通 手段 による ものが多か った｡

･ 止血方法について

今後､病院 までの地図な どを作成 し､情報提供

･ 自己管理について

を していきたい｡

･ 自己の合併症について

3.患者 さんは､受 け入れ先 の病院 を確保す ること
がで きなけれ ば､長期 に出か けることができな

･ 透析開始時間について
･ スタッフとの会話について

い｡そんな患者 さんの気持 ちを理解 し､対応 し

･ その他

ていきたい｡

8. 透析を受けるにあた り､病院を選ぶ基準はあり

4.今 回 の調 査 か らさま ざま な患者 さん の不 安 を

ますか?

知 るこ とができた｡今後の患者 さん との関わ り

9. す ぐに受け入れ先が決まりましたか?

に生か していきたい｡

1
0. どの様にして当院を知 りま したが ?
ll.要望や意見はありますか?
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