
12透析患者指導における個人指導用紙の有効性を考える

健和会病院 透析センター

看護師○原田美保子　久保敷彰子　久保田由子

【はじめに】

当院透析センターでは､プライマリーナース(以

下受持ち看護師)による個人指導用紙(以下個

人毒)を活用した指導を､毎月患者毎に行ってい

る｡この個人葺について患者､看護師からアンケ

ート調査を行ない､個人毒を評価し､今後の課題

について検討したので報告する｡

【七人葺の招介】

個人義の内容は､rHt､フェリチン､Alb､PreA払､

AST ､AIR､工JDL-CくBUN､Cr､KTN､β2
MG､K､CaJP､IIPTH､ANP､蛋白摂取量､

塩分摂取量Jの正常値を10点満点のレーダーチ

ャート化したもので､全項目正常値になると､r円

が大きな丸になる｣といった目に見える形であら

わしたもの､および CTR､便潜血の結果である｡

円の欠けている部分について自己管理指導をお

こない､自己管理できない Htやβ2MG等は､
患者に結果説明を行い､透析カンファレンスで透

析条件や治療方針の検討をしている｡(図1)

図1検査データ

2ケ月間の体重増加量､透析前の血圧の変化を

グラフ化｡単に体重増加量や血圧の値のみでな

く､適正な DBW の把握や体重増加の変化から

患者の体調を知ることにも活用している｡(図2)
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図2体重･血圧のグラフ

今月の学習では､患者に伝えたいこと､秋にカリ

ウム注意､冬にインフルエンザについてなどトピ

ックス的なことを載せている｡(図3)
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図3 今月の学習

おたより欄は､受持ち看護師が自筆で記入して

患者及び患者家族とのコミュニケーションや指導

に活用している｡(図4)

J,tg手F押 急い帥 軽 t,て.tt恥細 ｡血,如 tか lt,朝 一御緒

豊等繍 悪 禦 怒 ㌍ 恕 ■標 語 触
げか7tT青い○

i触ニト ヌ伽 剖丸

図4 看護師からのお便り
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この他､患者の生年月日､感染症､当院の連絡

先､透析条件､透析時注射薬､禁忌など他院で

の緊急透析時に対応出来るよう情報を乗せてあ

り､患者には常に新しい個人葺を携帯していただ

くように説明している｡(図5)
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図5患者情報

【対象】血液透析点者120名中アンケート調査可

能な83名の患者を対象に､無記名の投票形式

でアンケート調査を依頼したうち回答があった 58

名

男性 30名 女性 16名 無回答 12名

透析歴 1年未満 3名 1-3年 8名

3-5年 11名 5･}10年 31名

無回答 5名

【点者アンケートの結果】

｢個人蔓を見ているか｣に対し､｢見ている｣と答え

た患者は 91%で､r見ていない｣患者は9%｡見

ていない理由はr見てもわからないJが多く､rこ

わいから｣とした回答もあった｡透析歴､年齢別

に有意な差は無かった｡(図6)

図6個人等を見ているか

r個人蔓をもちいた受持ち看護師の説明はわか

るかJに対し｢わかる｣と答えた患者は 83%で､

rわからないJ患者は 10%｡rわからないJ理由は､

r説明がないJr言葉がむずかしいJr項目が多

いJr忘れてしまうJであった｡｢わかりたくないJと
いう答えもあった｡透析歴､年齢別に有意な差は

無かった｡(図7)

83%

図7看護師の説明はわかるか

｢個人等をもちいた受持ち看護師の説明に満足

かJの問いに､r満足Jと答えた患者は 77%で､

r不満Jの患者は 16%｡不満があると答えた患者

の9名うち3名がr看護師の説明がわからないた

めに不満｣とし､その他として｢説明が一方的J

r自分の考えと隔たりがある｣の理由により｢説明

はわかるが不満Jと答えた｡(図8)

無回答
7%

図8看講師の説明に満足か

r自己管理に役立てているものはなにか｣の問い

に､検査結果 46名､血圧の変化 41名 体重増

加量 48名と半数以上の患者が自己管理に役立

てていた｡(図9)
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図9 自己管理に役立てているものは何か
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｢透析条件の項目を理解できるか｣に対し41%

の患者が､透析条件が理解できないと答えた｡

自分の透析条件がのっていることさえ知らない患

者もいた｡透析歴､年齢別に有意な差は無かっ

た｡(図10)

図10透析条件を理解できるか

r自分が使用している注射薬を理解できるかJに

対して､理解できるとした患者は58%で､28%

は理解できないとした｡透析歴､年齢別に有意な

差は無かった｡(図11)

になった｡透析歴､年齢別に有意な差は無かっ

た｡(図13)

図13着講師からお便りを望むか

患者が理解できないとした検査項目は､β2MG,
i･PTH､KTN､プレアルブミンの根で半数以上を

占めた｡日頃よく開くHt､CaJPなどは､理解で

きる患者が多かった｡透析歴､年齢別に有意な

差は無かった｡(図14)

図11使用注射薬を理解できるか

｢今月の学習の項目が理解出来るかJに理解できると

した患者は､63%で､16%は理解できないと答えた｡

透析歴､年齢別に有意な差は無かった｡(図12)

図12今月の学習を理解できるか

r受持ち看護師からのお便りを望むか｣に対し受

け持ち看護師からのお便りを望む患者は68%

0 10 20 30

図 14患者の理解できない検査現日

【対象】プライマリーを受け持つ透析センター勤務

年数3未満3名､7-10年6名 計9名を対象に

無記名の投票形式でアンケート調査を施行｡回

答率 100%

【看護辞のアンケート鞍鼻】

｢個人毒は患者指導に役立っているか｣に対して､

78%が｢役立っている｣と答えr必要な情報が一

枚の用紙になっているため､患者の状態､問題

点の把握がしやすいJr患者と共に状態が把握で

き､問題点の共有ができる｡Jrコミュニケーション

が図れ､信頼関係につなげられる｣が理由として

あがった｡(図15)
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図15個人賓は指導に役だっか

｢説明に､国難な項目があるかJに､77%がrあ

る｣と答え理由に｢学習不足J､｢個人葺のみでは､

説明しきれないことがあるJと答えた｡(図16)

図16説明に困難なことはあるか

｢説明が困難な項目はなにか｣には､検査結果に

6名､透析条件に2名､体重増加量に1名､透析

時注射薬に1名が､｢説明が困難Jと答えた｡(図

17)

検査結果 透析条件 休壬変化 注射薬剤

図17鋭明田原な項目

【考察】

暮 今回は､個人蔓を活用できていると答えた患

者が正しく理解しているか､本当に自己管理

に有効かの調査はできていないが､多くの患

者が個人蔓を､自己管理の指標として活用し

ていることがわかった｡しかし､r理解困難な

項目があるJr受持ち看護師の説明に満足し

ていない患者がいるJこともわかった｡このよ

うな患者を減らすことが必要だと考える｡

ト受持ち看護師は､個人蔓を指導に活用してい

たが､指卓削こ困難な項目があることがわかっ

た｡患者が自己管理のために正しく理解がで

き､満足してもらえるような指導をするために

は､個人任せの学習のみでは限界があると

考える｡今後､当院透析センターとして集団

的に知識と指導力を向上していく必要がある

と考える｡

【宙果】
■個人轟は､点者にとって自己管理ツールとして

有効であり､受持ち看護師においても指導の

ツールとして有効に活用されていることがわか

った｡

r課冠として､受持ち看護師は､集団的に指導

項目の知識をより深め､患者指導力をアップし

ていかなければならないと考える｡
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