
10透析治療が及ぼす患者の日常生活-の影響

―透析時間と通院について―

JA長野厚生連 小諸厚生総合病院 透析室

○柳沢知美　荻原さよ子　山浦まち子　若林美幸　荻原裕房

I.はじめに

透析治療は1回3-4時間､週2-3回行う

ことが一般的である｡そのため患者は､透析

にあわせた通院が必要になる｡車の運転が出

来ないため通院に問題を抱える患者､社会復

帰をしているが透析があるために十分な仕事

が行えない患者､透析中の 3-4時間の拘束

が我慢できない患者など､透析時間や通院に

対しての問題を日常の仕事の中で感じること

が多くある｡当院透析室では患者の通院､社

会復帰を行いやすくする目的で､透析開始時

間を早くするために6:30や7:30からの早

出､遅出などの変則勤務体制をとって対応し

ている｡しかし､透析を早く開始することが､

本当に患者にとって透析を受けやすい環境で

あるのか疑問に思った｡ 患者は現在の透析

時間､通院についてどのように感じているの

か､また透析治療が患者の日常生活や社会生

活にどのように影響しているのかを知るため

に本研究に取り組んだ｡また､｢高性能透析器

が登場し､透析時間は30%も短縮されたのに

もかかわらず､患者の透析-の拘束時間の短

縮感は以外に乏しく､相対的に通院時間や待･

たされる時間を長く感ずるようになっている｡

一日を透析のためにつぶされるという意識に

あまり変化はない｣I)と佐藤氏は述べている｡

そこで､当院透析患者が透析時間や待ち時間

をどのようにとらえているのか､今回あわせ

て調査した｡

刀.研究方法

1)時期 :平成 14年 7月～12月

2)対象 :研究趣旨を説明し､同意が得られた

意志疎通が可能な当院外来透析患者 65名

(男性34名､女性31名､平均年齢63.78
± 18.38歳)

柳沢知美 JA長野厚生連 小諸厚生総合病院 透析室

〒 384･858と‡ 小諸市与良町3T目2番31号
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3)方法 :独自に考案した質問調査用紙を用い､

通院条件､透析時間等に関し患者に聞き取り

調査を行う｡(資料 1参照)

Ⅲ.研究結果

通院方法の内訳を図 1に示す｡

自家用車が26名 (40%)で最も多く､次いで

家族の送迎が 21名 (32,3%)､タクシーが 6名

(9,2%)であった｡

通院に対して困っていますかの問いに対して

は､困っていると回答した患者は14名(21.5%)､
困っていないと答えた患者は 51名 (78.5%)で

あった｡

･頗ヨ自家用車

･.1.ト毒琴*妻糾:≡: ③タクシー済 その他

虐ノ監碓 (Zgl)

困っている理由としては

･家族に負担がかかる

･交通の便が悪い

･交通費が高いなどがあげられている｡

将来の通院に対して不安がありますかの問い

に対し､不安がある患者は 29名.(44.7%)で約

半数の患者が不安を抱えていることがわかった｡

その理由として

･ 自分で通院ができなくなった時

･動けなくなった時

･家族が運転出来なくなった時にどのように通

院したらよいかなどの不安をもっている｡



ベyi+/ごついて切･ら選好を原潜するまでの

待ち噂ノ野 (W2)

ベッドについてから透析を開始するまでの待

ち時間を図2に示す｡

0-5分が19名.(29.2%)､5-10分が26名(40%)
10-15分が 15名 (23.1%)､15-20分が 5名

(7.7%)であった｡

図 3は､先ほどの待ち時間を患者はどのよう

に感じているのか聞いたものである｡

待ち時間を ｢長い｣｢少し長いJと感じている患

者は5名(8%)で､｢長くない｣｢あまり長くないJ

と感じている患者は60名 (92%)であった｡

① 長く感じる

(6%)

ない(4696)④ 長く感じない

透析撃ち棚 i=ついて (W 3)

図4は､透析時間を長く感じているか､感じて

いないかを透析時間別に表したものである｡

3時間透析の患者は ｢長く感じるJと ｢長く感

じないが｣ほぼ同数であった｡3.5時間 ･4時間

では､｢長くない｣と感じている患者がおらず､

｢長い｣､｢少し長い｣と感じている患者が半数以

上を占めていた｡4.5時間では､対象となる患者

が少なかったため ｢長い｣｢あまり長くないJr長
くないJとそれぞれであった｡

- 37-

脚 irついT (W 4)

また透析時間が長いと感じている患者 37名も､

自分のためだから我慢できますかの問いには 35

名が ｢出来る｣と回答していることがわかった｡

患者が透析中何をしているときに時間を短く

感じ､長く感じているかを図5に示す｡

最も短く感じている時は ｢寝ているとき｣で

32名 (50.8%)次いで ｢テレビを見ているとき｣

21名 (33.3%)｢スタッフと話しているとき｣が

7名 (ll.1%)であった｡反対に長く感じるとき

は､｢具合が悪いときJで 22名 (49%)､｢何も

しないときJ15名 (33.3%)｢つまらないテレビ

をみているとき｣8名 (17.7%)であった｡

透鰍 筋{GL.石とき 照 テレビ

③スタッフと話を

50.8X しているとき:

転義他の患者と話

透GGGJgbtG<GL'i近さ をしているとき

49X 虚_A...17JX 噂…何もしていない

とき

透好41の過ごし方と棚 の感C方 (図 5)

次に､現在の透析開始時間に対しての感じ方を

図6に示す｡

満足していると回答した患者が54名 (83.1%)

おり､現在の透析開始時間に対してほぼ満足して

いることがわかった｡また､満足していないと答

えた患者は 11名 (16.9%)で､希望する時間と

しては午前透析の場合には9時から､午後透析の

場合には12時､14時､21時などであった｡



16.9%

也 .

-83.p1%申満足している
②あまり満足

穿在舶 呼膠[ごついて(W6)

透析を行うようになって何を不便と感じてい

るかの問いには､

･週3回透析をしなければならないために時間が

拘束され自由な時間が持てない ･･･18名

･水分､食事の制限が大変 - ･16名

･仕事が十分に行えない ･･･6名

･家族に迷惑がかかる .･･3名

などがあげられている｡

冠婚葬祭や旅行､家庭の用事などに透析が重な

ってしまった時の対応については､

･家族に対応してもらっている ･･･28名

･透析日を変更して対応している･･･19名

･透析時間を変更して対応している ･･･5名

･我慢している･･･5名

･行かない･･･2名であった｡

現在何らかの仕事をし､社会復帰をしている患

者 21名に対し､透析を行っているために十分な

仕事が行えないと感じることがありますかと聞

いたところrある｣と答えた患者は18名.(85.7%)

で､｢ない｣と答えた患者は3名 (16.6%)であ

った｡

｢ある｣の理由としては

･早退して来なければならない

･忙しい時に仕事を抜けなければならない

･毎日､店が開けられない

･収入が減少する

･仕事が限られてしまう

などをあげている｡

当院に夜間透析があったら仕事のために希望

しますかの問いには､｢希望する｣が 11名

(52.3%)､｢希望しない｣が6名 (28.5%)であ

った｡｢希望したいが体に負担があるのでそこま

では必要としない｣という患者も4名 (19%)い

た｡

Ⅳ.考察

通院方法として､自家用車及び家族の送迎が全

体の 70%を占めていた｡将来年をとり､本人 ･

家族が運転できなくなった時の不安を強く感じ

ていた｡

透析のように病院-の通院が絶対不可欠である

治療では､今後通院に関する問題がますます増え

るものと思われる｡

透析時間を長く感じているか､感じていないか

については3.5時間 ･4時間の患者で長くないと

感じている患者がいなかったのに対し､4.5時間

の患者では ｢長くない｣｢あまり長くない｣と答

えている患者がおり､必ず しも透析時間の長い

4.5時間の患者が長いと感じているわけでなかっ

た｡これは､自分のために透析が必要であること

を理解している患者では､透析時間をある程度我

慢することができ､なんとなく､仕方がなく透析

を受けている患者では時間を長く感じているよ

うに思われた｡

透析中の過ごし方として ｢寝ているとき｣｢テ

レビを見ているとき｣rスタッフと話していると

きJなどで透析を短く感じており､寝ているとき

の血圧測定や患者と接する時間畳などスタッフ

の患者とのかかわりや現状の業務を見直す必要

があるように思われる｡透析を長く感じるときは

｢具合が悪いとき｣が最も多く､血圧低下や下肢

の硬直に対するときの早急な処置､看護援助が大

切だと感じた｡

社会復帰している患者のほとんどが透析を行

っているために十分な仕事が行えないと感じて

いる｡社会復帰をしている半数の患者が夜間透析

を希望しており､社会復帰を援助するためには､

夜間透析のことも今後考えていかなければいけ

ない問題であると思った｡

V.結論

今回の調査により透析の開始時間および待ち

時間においては､ほぼ満足しているという結果を

得ることができた｡しかし､社会復帰をしている

患者からは､十分な仕事をするために夜間透析を

希望する声もあった｡退3回の透析を一生涯続け

ていかなければならない透析患者に対し､患者及

び家族の通院に対する負担､水分･食事の制限に

よるス トレスなど抱える様々な問題を私達スタ

ッフも知り､今後の業務､指導に役立てていきた

い｡
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今回用いたアンケー ト内容

1.病院までの距離

2.通院時間はどのくらいですか

3.透析に来るにあたりいつも家を何時に出

ますか

4.どうやって病院に通っていますか

5.通院するにあたって困っていることがあ

りますか

6.通院するにあたって将来的に不安なこと

はありますか

7.あなたは杖､老人車､歩行器などが必要で

すか

8.日常生活で介助が必要ですか

9.あなたは透析の開始時間に対し何分前に

病院にきますか

10.ベッドについてからの待ち時間はどのく

らいですか

ll.ベッドで透析の開始を待つ時間は長いと

思いますか

12.あなたは現在の透析時間を長いと感じて

いますか

13.あなたは透析中何をしているときが透析

を短く感じますか

14.あなたは透析中どんなときが透析を長く

感じますか

15.あなたは透析が終わってから何分くらい

休んで帰りますか

16.あなたは現在の透析開始時間に満足して

いますか

17.あなたの生活から見て何時に透析が始ま

ると都合がよいですか

18.あなたは透析を行うようになって何を不

便と感じますか

19.あなたは冠婚葬祭や旅行家庭の用事など

に透析が重なってしまったときどのよう

に対応していますか

20.あなたは透析を行っているために十分な

仕事が行えないと感 じることがあります

か

21.当院に夜間透析があったらあなたは希望

しますか
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