複雑 な家庭事 情を背景 に もつ
心気的訴えの多い患者の看護
南1階病棟 発表者 鈴木とみ子
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は じめに
神経科 の病棟に は､心気的訴 えの多い恩者 が多い｡ この患者 も4ケ月に なるのにいっ こうに訴 えは
減 らず ､行 動 も抑制されて いた｡訴 えは充分 隙いて きたが､意図的 な働 らきか けの必要性 を感 じ､カ
ンフ ァレンスを くり返 し, それ を基 に助 ら きか けを行 なってみた｡
患者紹介
氏

名

○川○ 子

55才

診断名

神経症

入

S51年 7月 12日

院

既往歴

女性

S36年肝障害 と神経症 にて 当科 6ケ月入院､S45年子宮筋腫 手術､ S41年某精神病
院に 5ケ月入院

性

格

神経 質､お となしい

趣

味

読書 ､華道､書道

家族構成

父母兄 は死去,兄妹 7人で本人 は長 女､ 次女､ 三女.五女 と 4人 が独身､兄 嫁 とその息
子 2人 と同 じ敷地内に別居 してい る｡ 四女 と六女は既婚0

個人的背景
市内の豪農の長女 として出生､なに不 自由な く育 ち女学校卒業後某会社 に 1年勤務 ､ S13年父の
死去 と､兄の出征に よ り母親 の片腕 とな り､農業 を手伝 う｡ S20年兄復員､ S23年兄結婚 し会社
員 とな ったため兄 嫁 と下 の妹 も‑諸 に農業 をす るQS25年母死去 し妹達の母親が わ りとなる｡S3
6
年兄嫁 と農作業の事か ら気まず く 1回 日の入院 ｡ この様な事 を兄 は妹達が惑い と思 ってい る｡ それだ
け兄嫁は口が うまかった o S43年兄が退職 ､家に入 る ことによ り妹達 に対す る妻の や り方がわか り
妹達に財産分配の話 を時 々して いた｡ しか し S45年 兄が電 撃性肝炎にて 2日程で死亡 ｡その後財産
分 配が当然 あると思 っていたが､兄 嫁 と甥の名義 にな って しまい､本人 をふ くめ独身の妹達はなに も
な く以前 の古い家でか ろ うじて生活 して いる｡
入院迄の経過

S36年 6ケ月当科入院､退院後時 に不調は あ る も服薬す ることな く､妹達 の出産病気 には母親が
わ りをして いたO外来通 院 もな く順調に生活 してい た｡ S45年 9月兄の突然の死去後､稲刈の最中
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にね こむ｡ その年の 12月子宮筋腫の手術 をす る｡ その後頭 が熱 くな り足の神経痛､不眠､気分が晴
れない と訴 え る｡ S46年 6月〜 10月某精神病院 に入院､態 と格子 は嫌 だ と軽快せ ぬ うち自己退院
す る｡ その後 当科 を受診､春先か ら秋にか け状 態悪 く､初冬か ら冬の 問は比較的良い状 態であった｡

S5∩年 12月〜 51年 2月迄である｡妹がパー トにでたの を きっかけなのか､家事の負担､ さみ し
い といった ことでね こみが らとな るo火の始末が気にな るo 陰部が痛 くとリ ヒリす る｡病院へ行 く車
が一週間前か らさにかか るとい う｡食事 は野 菜肉数はお腹 をこわすか らと摂取せず､味噌汁､ 白身の
魚､サ サ ミ､卵､ ヨーグル ト等 好んで食べ ていた｡
入院後の経 過

5ケ月 も入 浴せず異臭をはな ち､髪 もとか きず垢だ らけの まま入院｡翌 日洗髪入浴O さっぱ りした
とよろこんでいた｡訴えはある ものの､勧め られて身の 回 りの事が 出来 食事 も普通に とれ るよ うにな
った｡ しかし再び不 眠､心気的訴 え､強迫的な行為 が 目立つよ うにな る｡ス リッパや食堂の屑入れ等
方向が惑 い と位置 を直 した り洗濯 の干 し場では 2時 間 もか けて干 しているO手洗 いが一段 と目立って
くる｡ ヤクル トを飲んで下痢 をした とい うことで副食はほとん どとらず食事にたい して必要以 上の心
配 をしその ことばか り訴 える｡内容は種 々多様 で焦点定 ま らず行動 と訴 えの アンバ ランスがみ られる｡
更衣を嫌がってい るのに レクに誘い 出す と輪投 げで一位になった り卓球 も上手で表情良 く看護者 を驚
かす｡不眠について も巡 視時 はよ くやすんでい る｡食事が とれない とい って も全部摂取で きるO陰部
の痛 み も婦人科受診 で異常な し､ ある時

麻疹が 出現す るとこれ までの訴 えがすべてな くな り 麻疹

の ことばか り訴 える｡今 後 どの よ うにはた らきか けていった らよいか､ カンファレンスを もった｡
第一段 階
状態

訴 えが多い｡下痢｡陰部が痛いはて る｡たまに家庭の話 を自分か らす ると｢こんな事 まで話 し

てす みません ｣と涙 ぐん でいた｡つかみ きれなかった漠然 とした不安は､矢張 り家庭の事情が強 く塵
響 してい るのではないか､ 患者の背景 を充分知った上で相談相手 になってい こうと話 し合 う0‑人の
受持 ち看巷婦 を決 め､訴 えを集中的 に きいてい くなかか ら性格的な ものか､身体的な ものか強 迫観が
あ り訴 える事 で安心す るのか をみ きわめてい こうと方針が出 され た｡
看護 の実 際
まず散歩 に誘 ってみた｡意外 とす ぐ応 じ､少 しづつ家庭の事 を話 し､兄の死亡後 自分達 の生活がい
か にみ じめであったかを切 々 と話す ｡家庭内の事情が根底にある事が うかがわれ たO そ こで家庭の事
情 を良 く知 るために家庭訪問 をし､か な り複雑な事情 であることがわか った｡ その様な状況の 中で妹
達 が本人に何 を望んでい るか を聞 いてみると本人はか な り多才な面 を持っている｡出来れ ば書道か和
裁 を､家事の雑用 を手伝 って もらいその中で､生 きがいを みつ けて欲 しい とい う車であったO又家族
は家庭 の複雑な問題が病気 と関係が あるな ら医療者 側に解決 をして もらえた らとい う希望 までだ され
た｡解決方法 は家庭内で考え る方針 を とる事に し､相談相手になってい く､又本人には状態が落着 き
解決方法が 出 され る迄は知 らせない様 にす る｡

評 価
この様 に受持制 をと り､患者 と接 してい くなかで､患者の訴 え も徐 々に少 な くな り病 棟 日課に参加
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す る様になった｡患者 として も自分 の悩 みである家族の問題を親 身にな って聞いて くれる人 もで き安
心 したの だ ろ うか､看護者 として もこの患者の家族の背景が､ こち らで考 えている以上に複雑で本人
に とって深刻な問題であ ることがわか った｡
第二段 階
状態

訴 え も少 な くな り､ 日常生活 も比 較的 スムースに行 なえるよ うになった｡

看護の実際
名 札書､雑 布縫い､散歩等病棟 日課に誘 ってみた｡初 め重荷に感 じてい るのではと心配 もしたが､
ひ とつひ とつ出来た ことに対 し自伝を持っ て来 た｡少 し強引な くらい に遠 出のバスハ イクに誘 ってみ
ると｢あん なにたの しか った事 は初 めてだ った ｣とい う｡ この頃か ら将来 について考えるよ うにな り
秋 を迎 え漬物 を気にす るため､外泊を勧 める｡外泊 しよ うか迷ってい る｡医師 よ り｢よ くなった退院
した らど うか ｣といわれる｡ その事で急 に訴 えが多 くな り､外泊 も中止 となる｡しか し訴 えは多 くな
って も､病棟 日課には参加す る もたの しそ うに応 じ皆 と‑ 諸 にや ってい るO折 にふれ看蓑者が声 をか
け参加 させ るなかで､ 自信が出て来 た様で あった｡ その 頃選挙が あ り投票 を家 に帰 って行な うとい う
ので,外 泊 をすす めてみ ると､出来 そ うに ない とい う､ しか し選 挙の当 日説得され､迎 えが来 るとや
っとその気にな り表情 もよ く外泊す る｡当日投票 も一人で行 き､畑仕事 も少 し出来 た と明 るい顔をし
て帰院す る｡結局 その事でか な り自伝がついた様であった｡ その 後 も訴えは続 くが今迄の まわ りくど
さはみ られず､ 日常生活 も病棟 日課 に参加 し､お正月の外泊 も 6日間､まずまずの状態 で過 ごした｡
しか し帰院の 頃になると薬が な くなるとい う心配 と､不安 で落 ち着か ない事が出現す るが､病院へ帰
る事 で安定 した よ うである｡

評

価

本人 は先々の事まで心配 してい ろい ろ出来 ない とい うが､安定 した時期 を とらえ､少 し強引な位い
に誘 ってみ ると行動出来 るとい う事がわか りある程度 自信が持てた様である｡
第三段 階
状態

病状悪化 して帰院 した同室者の影響を うけ､強迫行為が強 くな り､身体的な訴え多 くな る｡

強迫行 為の激 しい患者や､権威的な患者に左右 され人の思惑 ばか り気 に し､ 自分の行動 も抑制 されて
来 た｡
看護の実際
環境 をかえ､ まわ りの刺戟 を少な くす るため個室への転宅 を考 える｡結果は他恩 よ り解放 され刺戟
が少な くな り安心 したのか訴 え も少な くなったO そ して転宅 した事が よか った と看鼓者に笑顔で話す｡
｢どうしてあんなにな るの かね･
･
･
･
･
･
私が状 態悪か ったでこちらに来 たかね ｣と話す｡

評

価

強迫行為の強い患者が この患者 に与 えた影響 を看護者が もて と早い時点で とらえ環境の調整をはか
ったな らこれ程苦 しめなか っただ ろうと反 省 させ られ た｡
第 四段階
状態

時に訴えある も明 るい表情にな り､ 日常生活 もスムースに出来 る｡ しか し家庭生活‑の不安
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将来に対す る不安が あると思われ る｡
看護の実際
訴 えを聞 く中で､世間的な話題 を持 ち出し､外の事に も眼を向け させ るよ うにし､ それとと もに ど
うして訴えが多 くなるのか 自覚出来 る方向に話題を持 って行 く様に した｡又本人の希望 を打診 しなが
ら外 泊をすす め､家族 に も本人の立場 を理解 して下 さるよ うはた らきか けた｡
評

価

個室で安定 してい るけれ ど家庭生活 に もどった場合､ はた してやってい けるか とい う不安が ある｡
外泊 をすす め どうして訴えや不安が出て くるのか 自己洞察出来 る様働 らきか けたわけであるが本人 は
なか なか そこへ眼が向 け られず常 に身体的な訴 えを自分のペ ースに もってい こうとしていたO患者の
この様な反応は 自分の苦 しみを病気へ逃げ込 む事に よって ごまかす一種の 自己防衛 反応 と考 え られる
がそれ を指摘 して も､ まだ患者 は気づかな く病気の頑固 さを強 く感 じた｡
考

察

だれで もいい､ とにか く訴 えを聞いて ほしい と､看鼓者をか えては同 じ事 を くどくど訴 える状 態は
内容 ､程度 は らが って も､一 貫 して続 いてい る. この様 な中 で､患者 の一番心配 して い ると思われ る
家庭 問題､将来 に関 しては､一人の看鼓者をたよりにしてい ることか らみて受持制 をとった事が良 か
ったのではないか と患 った｡又環境 に左右 されやすい患者で あるが､精神的に安定 した時期を とらえ
て多少無理 して も散歩な どに誘い出 し､ ､
､
やればで きる" とい う自信がついたの ではないか と思 う｡
本人 もロに している複雑な家庭 事情が､ この患者の病気 に大 きく好撃をあたえている｡ この点につい
ては､家族の面会時等､機会を と らえて指導 してい きたいO
おわ りに
この様に､訴 えの多い 患者 に対 して､看喪場面で どの様 に接 して良いのか､ ケースを数多 く経験す
るなかで､互に話 し合い､意 見を出 し合 うカ ンファレンスを繰 り返 し持 ち､患者にどの様 に接 してい
くか､患者 が何 を求 めているのか考 え､現在チーム別 の看護体制を行な ってい るが､受持制 をとって
接す ることも検討が必 要になって くる｡
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