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要約 :
平成 1
5年 1
1月より自家骨髄細胞移植がバージャー病の患者 に開始された｡その際患者から不安
が聞かれた｡この原 因として､新治療であり様 々な思いを抱いているのではないかと考え､その原 因
を明らかにするために､治療後の聞き取り調査を行こない､分析した｡その結果､治療前か らの強い
痛みに長期間苦 しま され､指先の切断 とい う治療 も経験 していたため､ボデ ィイメー ジの障害
が少 な さ､管理 できなかった痛みの軽減 に対す る期待感 ､血管新生に対す る期待感 か ら治療 自
体 に対す る不安 は聞かれなかった｡しか し､一般的な手術 に対す る不安 に加 え治療後 の状況 に
関す る情報が不足 していたため､治療前 にイメージ していた こととのギャ ップを生 じ不安 とな
っていた｡今後､患者 の持 っている治療前後 のイ メー ジ､予想 され るギャ ップの有無の把握 し､
不足 してい る情報 に関 してはスタ ッフ間で共有､医師 とカンファ レンスを行い患者 に対 し情報
の提供 を図 る｡ またク リテ ィカルパス‑反映 させ ることで情報提供 の強化 をはかってい く｡

1. はじめに

5年 1
1月より新治療である自家骨髄細胞移植がバージャー病の患者 に開始された｡そのかか
平成 1
わりの中で治療前夜の不眠､治療後の経過 に対し､思ったより痛みが取れなかったなど不安が聞か
れることがあった｡この不安の原 因として､新治療であり様々な思いを抱いているのではないかと考え､
その原 因を明らかにするために､治療後の聞き取り調査を行ない､分析したことを報告する｡

2.研 究方法
5年 1
1月バー ジャー病 によ り自家骨髄細胞移植 を手指 に行 った患者 2名｡
対象者 :平成 1
調査方法 :
退院が決定 した時点で､調査員が患者 に､調査研究に関す る同意 を得た上､個室で､

1対 1で面接 し時間は 30分程度で質問 を行い､回答 を記載 していった｡質問内容 は以下に示

●
す｡

下記の項 目で手術前 にイ メー ジ していた ことと､手術 を受 けてみて実際 どうだったか
1
. 痛み

2
. 日常生活‑の制限
3. 傷
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4
. 治癒過程
5. 回復 の程度
6. 治療方法

●

7. ク リテ ィカルパスか らイメー ジできたか､
下記 の項 目で手術前不安 に思 った こと､手術後不安 に思った ことがあったか
1
. 手術方法

2
. 初 めて行 う治療 に対 して
3. 術後の情報のな さ

4. 痛み

5. 麻酔
6. 今 までの手術 との違い

7. 手術前 ど ういった ことを知 りたかったですか

倫理的配慮 :
被験者 は 自家骨髄細胞移植 を受 ける成人 で同意 の得 られた患者｡同意文書は別紙
参照｡研究者が研究 目的､調査 を受 けることも拒否す ることも可能である旨を説明 し､承諾 を
得 られた ら署名 を して もらい､同意文書はコピー して患者‑渡 した｡被験者 と研究者が個室ま
たは患者 の希望す る場所 にて面接方式で実施 ､聞き取 り調査 を行 った｡｡得 られた情報は研 究
者 のみで保存､分析 を行 い研究者以外 は閲覧す ることがない よ う配慮 した｡発表 の際は年齢 ､
性別 ､氏名 ､ IDは明 らかにせず プライバ シーの保護 を図った｡方言やイ ン トネー シ ョン､よ
り細 かい治療 内容 な ど患者 が特定 され るよ うな発言 の部分は一部修正 を行 った｡得 られた情報
は研 究終了後､一定期間保管 し､破棄｡
分析方法 :
得 られ た回答はそれぞれの質問別 に入力す る｡得 られた情報 についてなぜそ ういっ
た捉 え方 を したのかを考察 し､解決できる問題 なのかを分析 し､ク リテ ィカルパス‑反映可能
か検討 を行 った｡

37

3.結果
質問はQ､得 られた回答はA で示す｡
手術前のイメージは どういった こ 実際は どうで したかoイ メージ
とを予測 していま したか

と比べて どうで したか

痛みについて

Q :痛みについて手術前には手術

Q:
実際手術後痛みは どの くら

医師か らの説明 :

後痛みは どの くらいになると予想

いあ りま したか

痛みに対 しての治療o潰癌

していま したか

A:とんで も八分､歩いて十分､

や び らん の痛 み は変 わ ら A:
手術後 2週間後には完全に痛み 変な意味でだま されたoや らな
ないが､虚血による痛みは

は取れ てい る ものだ と考 えてい

いよ りはや って よかつたo前向

改善す る090% の成功率 と たo

きではいる

いわれてい るo効果は 1週

A :ものす ごく期待 していた

A:
痛みはあるけ ど薬の使用に

間 く らいか ら出て きて数

傷 も注射 も全然無い

て効果あ り､ギャップは無かつ

たo
A:
るさがあ
痛み止り
めを使 うと全身のだ

ヶ月で効果が判定できる
Q :日常生活は手術前､ どの くら

Q ;実際手術後は どうで した

食事 .排浬 .移動 .清潔 . い障害 され ると予想 していま した

かo手術後 日常生活で何がお困

日常生活‑の影響

の くらい動け､2日目､3日目､1 A :
翌 日か ら両手は使 えたo ト
医師か
更衣 らの説明 :

かo例 えば手術
して 1日目には ど イ
りにな
りま したかo
週間で
どこまで動けると思ってい
レにてパ
ンツは下げ ること

手術後による変化はないo ま したか

は出来たがあげることが 出来

全身麻酔 や 幹線 な どまれ

A :2‑3日は両手が使 えない と思

なかったoパ ンツをつかむ こと

な合併 症 が起 こ らない限

つていた

が出来なかった0両手が使 えず

り変化はないo

A :パス どお り

予想外
洗面す
A
困っている最
:特にな
ら出来なかったo
し､
中､
手がむ
体が洗
くむのが
入浴は
えない

傷

Q :手術前､傷は どの くらいの も

Q:
実際手術後傷は どうで した

医師か らの説明 :

の と思っていま したか

か

傷は特にないo注射 した腫

A :針の跡だけが残 るが 3日くら A :話は聞いていた とお り
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うと思っていま したか

A :自分の 自然治癒力の無 さを

A :医師か らの説明 どお り

感 じた

腰
射
みはコン
治療方法
医師か
き痛みがあるo鎮痛剤で痛
ぐ横に注射す
らを上肢
か
60
ら骨
数箇所行
らの説明
ト
髄細胞
の部位
ロール可能○注
るう
:
に
を
o骨のす
とる
50か
と Q :手術前､治療方法はどんなふ

Q:
実際の治療は どうで したか

治癒過程(
治っていきかた､ Q :手術前､
̲どんな風 に直ってい

Q :実際手術後 どうで したか

くと思いま したかo手術前､ どの 手術後経過は早かつたですか
くらいの 日数で どの程度まで回復

A:
顕微鏡でのぞきなが らのわ

す ると思いま したか ?

ずかな治 り方､手のひ らは確 か

A :普通 の傷のよ うに切 った‑か

に温かみを感 じる

ひ‑形成‑ 自然治癒

A:
治 り方が 自分では 目に見 え

健康時のイ

メ‑ジ

て分か らないo器械の検査では

A :2週間後にはかな り回復‑引 改善 していると言われれば ｢
そ
き戸､ ドアノブが普通 に行 えるよ のよ うな気がす る｣と自分に言

パスの有効性

うになるo意識 しないで 日常生活

い聞か している

が普通に行える

A :予想 より効果が遅いo徐 々

A
ると説明があった
:10日くらいか
し始め
で普通の手になると思った
0 ら再生
1ケ月 くらい

に良くなっていると自覚

Q :お渡 ししたパスは読みま した Q:
このパスに追加 したほ うが
かo このパスは手術前のイメージ

よい と思 う点 はあ りませ んで

どお りですか

しようか

不安について
初めて行 う治療に対 して

Q :当院ではまだ数少 ない治療 とい うことで したが､それ に対す

る不安はあ りま したかo

A :極端な不安は無かつたo とにか く指 をどうにか してほ しい と
言 う気持 ちが強かつたので不安 とい うものは無かつた
A :な しo手術後痛いのかかゆいのか分か らないのが不安o同 じ
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Q :どういったことが不安で したか
A :(
回答な し)
手術方法

Q :手術方法 について不安はあ りま したかo
A :手術､全身麻酔 をかけられ ること自体が不安､意識 の無い と
ころで何かか行われていること自体‑の不安

A :(
回答な し)

Q :どういったことが不安で したかo
(
骨髄 をとる こと､それ を何箇所 も注射す ること､全身麻酔で行
うこと､その他)

A :一度に 600m lの骨髄が採取できるものなのか
A :600m 1抜いた分はいつ再生 して くるのか

Q :今まで行 った治療 と違 う不安はあ りま したか
A :今回はな し
A :期待感 が強い
手術後の不安 (
術前)

Q :手術後の情報が少な く感 じま したか ?
A :そ こまでは考えていない
A :あった○ いつになった ら痛みが引 くのか分か らない

Q :不安はあ りませんで したか
A :(
回答な し)

Q :どういったことが不安で したか
A :(
回答な し)
手術後の不安 (
術後)

Q :手術 して か ら不安 に思った ことはあ りますか
A :いつまで この痛みが続 くのだろ うoボル タレン座薬 を使わな
いで生活できる日は来 るのだろ うか

Q :回復に対 し不安に思ったことはあ りますか
A :もう一度 同 じ治療は出来ない ものか
A :今の回復 が遅す ぎに感 じる
A :600m lの骨髄が再生 した らも う一度同 じ治療が可能 な ら
ばやつてほ しい

Q :痛みに対 し不安に思った ことはあ りますか
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知 りたい情報について

Q :手術前知 りたいと思った情報はなんで したか｡
A :3カ月後､半年後､ 1年後 と言 う風に長丁場にこのようなふ

うになると言 ういわれた方が良かった｡ 2週間 と言われて しま う
と期待が大きすぎる

A:完治 していないものを完治 して退院 されたと言 う情報をマス
コミに流 した､それが多少引っかかる｡せめて現在 も治療中とい
う風に情報を流 してほしかった｡ この難病はす ぐに治 るものでは
ない
A :痛みの程度
A :手術後の経過 (
検査､回復など)

A :手術前の検査 (
何をするのか不透明､自己血をいつ とるのか
も分からなかった)
A :スケジュールが決まっていると安心
A :手術後の治る目安を教えてほしい｡半年から 1年かかるのは

それで良いが手術前にしっか り言ってほしい｡写真を見て 1カ月
後でなると思った｡

A :痛みの程度を○/10と聞くのはやめてほしい｡何かのた と
｡つねるのと指 どのくらい違 う｡
え (
注射する痛みを 1とする)
利き手の場合はし､歯磨き､靴のかかと､ トイ レなどつかえず
痛みに関 しては医師にしっか り見てもらう

4.考察
小島操子は手術患者 の心理 と支援のなかで 1)､手術 を受 ける患者 は一方では手術 に対す る
期待､希望があるが､ このよ うなス トレス状況の中で さまざまな不安 ･
恐怖を抱いていると述
べている｡不安恐怖の内容 として､痔痛と不快 ･
ボディイメージの変化 ･
麻酔などによる自制心の喪
失･
未知のもの･
家庭職場からの分離､人生設計の挫折､死､過去の手術経験といったものをあげて
いる｡今回の事例では｢
手術後痛いのか揮いのか不安｣
｢
骨髄がいつ再生するのか不安｣
｢
全身麻酔を
かけられること自体が不安｣
といった痔痛やボディイメージ､麻酔に対する不安が聞かれた｡一方で｢
も
のすごく期待していた｣
｢
とにかく指をどうにかしてほしいという気持ちが強く不安はなかった｣と新治療
に対しての不安は聞かれなかった｡聞かれなかった原因として､3つ考えられた
傷なんてできない｣と
1.ボディイメージの変化の少なさ:
｢
針の跡だけが残るが3日くらいで消える｣､｢
いう意見から筋肉注射のみであり､切開することがないのでボディイメージの変化の少なさがあげ
られる｡

2. 治療前管理できなかった痛みの軽減 に対する期待感 :
ある患者はMSコンチン60mgを3回 ､8時
間ごとに内服し､アンペック座薬を頓用として3個使用していたほどの痛みであり､この指をどうに
かして欲しいと訴えた｡手術によって生じる痛み以上のものと付き合ってきており､今回の治療 に
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対して期待感が大きいと考えられた｡

3.血管新生に対する期待 :
｢
手のひらに温かみを感じる｣
､｢
徐 々に良くなってきている｣という術後の
訴えがあった｡これは切断やバイパス といった従来の治療は現状維持的なものであったのに
対 し､今回の血管新生治療は血管が生えて くることにより､よ りよい状態になる過程 をた
どる治療であ り､術後実感 し､血管新生に対す る期待 を生 じていると考 えられた

0日前後で新生し､効果は 1週間くらいで出現､数ヶ月
しかし血管新生治療 において､毛細血管は1
で判定できるというゆっくりしたものであるため､｢
治り方が 目に見えてわからない｣､｢
顕微鏡でののぞ
きながらのわずかな直り方｣､｢
予想より効果が遅い｣
といった治療前と治療後のギャップとして聞かれ
た｡また､虚血による痛みは改善しますが､指先 にある潰癌の痛みは変わらないものであり､日常生
宿‑の制限が術後も続き､｢
翌 日から両手は使えたがパンツをつかんだり､洗面すらできない｣
など日
常生活 に対する訴えもありました｡これらに関しては術前の情報不足が関与しているのではないかと
考えられた｡

5. おわりに
治療前か らの強い痛みに長期間苦 しま され､指先の切断 とい う治療 も経験 していたため､ボデ
ィイメージの障害が少な さ､管理できなかった痛みの軽減 に対す る期待感､血管新生に対す る
期待感か ら治療 自体に対す る不安は聞かれなかった｡しか し､一般的な手術 に対す る不安 に加
え治療後の状況に関す る情報が不足 していたため､治療前後のギャップを生 じ不安 となってい
た｡今後解消す るために､患者の持 っている治療前後のイメージ､予想 され るギャップの有無
の把握､不足 している情報 に関 し､医師 とカンファ レンスを し､情報の提供 を図 り､不足 して
いる情報 をスタッフ間で共有 し､ク リテ ィカルパス‑反映 させ ることで情報提供 の強化 をはか
ってい く
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