4. 結

び

以上 の如 く患児は心身共 に遅延 し､又疾病回 復 の予測 も立た ぬま ゝ1才 を過 ぎた今､感染 に対
す る抵抗力 も少 しずつつ く中で腎孟 浮炎が落 ちつい た ら両 親 の下 に帰そ うとい う話 もてているO
両親 が遠方 の為 に面会回数 も限 られ叉 ガラス]
'
BLの面会で あ 如云者 と看護婦に育 て られ ホスピタ
7
)ズ ムを乳児にそ ってい る. このホス ピタ T
)ズ ムを少 しで も牽 くし上うと業務 スケジュ‑ ルの ぎ
っ しりつ まった中で青I
画 的 にすすめ るこ とは困崖 をこ とで あったが この点児に遅 れ乍 らも精 神､
運動 発達､情緒におい て人並みの成長 を してほ しい と心 か ら願 い病院 で育 った為 の‑ ンデ イを少
しで も重 くす る積 に努力 した結果､患児 の日毎 に進歩成長する姿 に医師 と共 に看護 婦の大 きな喜
び とをってい る｡尚母親 の経験の 貴い看護婦一同､会 場の皆様 方 に何か参考 になる御意見 を 鞄か
せ ていただければ幸 い と存 じます.

神経科
新病棟移 転後一年 の経 過 と考 祭
発表者

山本宏子
神 経 科 一 同

過去別棟に設置 され 独自の環境の 中で生活 して きた 神経 科病疎 も､ 45年 5月 よb現在地 に移転
一役科 と殆ん ど変 りない貫境 の中で生活す る ように を9ま したo しか し移転当時､今 迄長い期 間別
棟で の生活を して きた患者 さん又､看護者が､ 患者 の心 理面､管理 面でい くつか焼 念され る事項 が

.
5の試みが をされ
でて きま した｡ 移転後 もで きるか ぎDの 自主性を持 った 生 活が で きる ように､2
ま した｡ 最近 の患者 さん の表情が明 るい とか､ 劫作がの びのび している とか､患者‑
さん の質が変 っ
て きてい る等新 しい病 譲 に移 ってか ら特 にそ う感 じる と適温 がで ま した. 病碩‑移 った ことT,
患者
にか よぼす影 響を考え､ テーマを考 えてみま した. 院円磯貝に､又患者及 びその家族 につ いて行 っ
たアンケー トの一部 も報告 し考 察 を述べたい と思い ます｡

発表]
涙序

1
. 病棟移転時 におけ る懸念事項

2
. その実蔭 と反省
5
. 移転後 における間短点

4
. 病頗 日課 .
I
)
面での試み
5
. ア ンケー トの結果 ( 1部 )

6
.考 察及び反省
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1
. 病 棟 移転時に懸念 された こと｡
イ ) 自由に病棟外え出入 bで きる とい うことは無断離院 を多発 させるので はないか｡ (旧病棟
において も開放で 自由に出入 b出来たが一般科 と同棟にを った. )

ロ) 星上､地下等に容易 に行け る とい うことで 自殺企図､危 断 為‑ の心酉訟 ;
ある.
‑ ) 他科‑ の影 響､迷惑､ それ に対す る苦情が種 々出て くるのでは を いか､売店､公衆電話の
乱用 につt
J
lての心配が ある.
ニ ) 此奴的静か を場所 よ り､人 の出入 bの多い場 所に移 9､精神的安静が保た れ るだろ うか､
人 目を気にする等､ 落 ちつかぬ人 も出て くるのでは ないか｡
ホ) 周囲 に自然 の環境が少 な くをb､憩 の場所 に不 自由す るのでは をいか, ニ )､ ホ )の点で
は 自閉的傾向を強め るのでは をい か とい う懸念｡

2
.そ の実際 と反省
イ)の項 巨
=てつV}
て､ 1年間の無断離院 及び事故 について述 べてみたい と思 います｡
離 床件数

9件

分裂病

5件

器質性疾 患

2件

心因 反応

1件

竣病

1件

状況
A氏

器 雲性疾患 の競 い 男性 .年 令 .45才 外勤 よ bいつまで経 って も帰院せず､家に も連絡

したが帰宅 してい ない､ 然 しそ の後夜遅 くに 自宅 よb帰宅 したとの連絡 あD､理 由､経路 な ど本
人が 話 さぬ為不明､現在退院 し 自宅 蝶車中

B氏 古賀性疾 患 男性 .年 令 .52才 かねて帰宅貸求 強 く､病識の欠如､説碍が さかず 醍院の
恐れ あ D､要注意中であ ったが 除をみて帰 宅 し1うと し盲人 会頭迄行 って しま った寧 あb､ その
後 タク シーを使 って妻 の劫務先迄 L
,
,
って しま う. この傾向が その後 もみ られ､治ま
劉こも支 癌 をき
たす為 銅銭病棟へ転成 と浸る.
C氏

心 因反応 (失 恋に よる ) 女性 .年 令 .24
才

わ ざとらしさが 多分 に見 られ る行 劫､外泊

退院希望 し､ き ゝ入れ られ ぬ と夜間窓 よbとび出 し通 Dが ゝbの車 に乗せて もらう. 幸 にその遥
転手 さ人が 病院 え通報 して下 さ b判 る｡ 然 しその人 か らお金 をか bて タクシーにの b帰宅す る｡
そ の時は事故を予測 し皆祭 に援助依頼 した｡ 後軽快退院,
I
)
氏 精 神分裂病

男性 .年令 .28才 虐革 を制限 され､ それが 不満 とな D､無断 で帰宅 を こ ゝ

ろみ､途中無銭飲食 した と通報盲れたO帰産後は盛事 の件 につ きよく話 しあい善処する｡ その後
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摘完に関しては特 に問題をい｡現在入院中であるo
E氏

精神分裂病

男性 .年令

.58才 見 当識 夜 く夜間ふ らふ ら と出て しまい岡田附近 を歩いて

いる｡幻覚に支配 された ものか､さい わい当直医に見つか bつれ戻 され る｡その後 も何回 とを く
雑院傾向見 られ､ 冬期で もあ り危険性が考え られた為 閉鎖病棟‑転院 となるo
F氏

精 神分裂病

女性 .年令 .19才

他の患者さん と散歩中､知人に会いた くを b金銭も所持

してか らたいのにでかけてしま う. 有明迄行 く途中穂高で保護され る｡現在入院中
Q
L
氏 級病 女性 .年令

.20才 外 泊希望 したが決意悪い為許可 でず黙 って帰宅､
挽 状態多動的

な所が ある為家 よDの連絡ある迄所在つかめず心配 して諸方面捜 索その後帰宅 し無 事だ った｡現
在入篤 中｡
H氏

進行麻痔 男性 .年令 .40
才

帰宅退院要求 強 く説 得 さかず､被害妄想的であ る｡ 夜間看

帰室 させ る も､ その後
讃者の制止及ばずふ bきって出てい って しま う｡ 警務員室 との巌力に よb
伺萱 も肇院可能性 み られすみやかに治僚する為 には閉鎖 の要 あ り､転院 と怒る.
工氏

精神分裂病

女性 .年 令 .24才

妄想に支配 された行動 あれ 自殺念慮 のおそれ あ D､外

.
5日外泊 し納得 して帰院 す る｡ 現在
泊希望 してもききいれ られぬ と思 い黙 って帰宅､そのまま 2
入院 中｡
対策

o班提により直接危険 な状態 になる､症状 が悪化する とい った ことが考え られ る場合 (自殺企図､
自傷行為､余病併発､事故等 )O先づそれ らの事 を未 然に防止 し人命尊重とい う事 を第‑ に考え る
時一時的に閉鎖病棟での治療が必要 とな b転症 をどの方法を とる｡
o要注意 といわれ る患者 の部屋はいつで も看護者の目が行届 くように詰所 に近 い部屋に入れ る頭紀
慮する｡
o外泊遇完等の妾 求の強い人 には主治医 との話合 に よb家族に症状 を充分説明 し注意事項を指示 し

.
5回 くbかえす うちに一応満足 し虎癌 の心配は薄れる0
た上で外泊させてみる｡ 2
着頑者 との疎通性 悪 く外 泊希望要求が硯察出来ず醸完させて しま った こともあ り､ この点で も日
常にかける患者 との よい接触が得 られ る様常に話合 いをもたか ナれば 浸らない.
o このたび姓幸い大

事に至る事故は一件 もあ りませんで したが (過去三年前 に鉄道殻身 自殺が二件

あ9ま した )
o夜 間一人夜幼時 の醸院 に対 し､鍵の問題 も考え られ ま したが､ これはど うして も必 要を場合 のみ

.5回使用する ( H氏つ場合 )
使用 (病棟入口 )実際には､2
ロ)危険行為の懸念

.
5そ うい った面での要注意者 もいましたが企凶
当然考え られ､ 注意 しか すればな らなVl
問題で 2
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したのみで､ あ bませんで したo 然 し窓か らの出入 bは 自由で地下へ落 ちて しまう危険性 も多いの
で常 に不安です｡計画的に7
5
:され る行為には常に細心の注意 と観察を怠 らず患者 の訴えに耳 を傾け
接触 の機会を多 く持 ち未 然に事故防止 をす る事は当然ですが､不注意に よる事故には (地下への転
港 )やは b構造的に何 らかの捨置が必要 と思い壇す. (施設連絡済 )
‑ )堤内地科への影響
院 内職員 アンケー トの結果 を参照
こ､ ホ ) 病棟の位置環境につV}て
看護を実際に行 な ってきて懸念されていたに もかかわ らず特 に心配はあ bませんで したO大
多数の人は以前 よb自由な雰囲気 とい うことを明る く受け とめています. 自然の環境え接する
事が少夜 く売ったのでは 夜いかとい う事が少 な く浸ったのではないか とい う事については散歩
に出るとい う事で解 消 しています｡
以前 よb､散歩､外 出などか夜 り自由 と怒 り又無為状態の人に対 して瞳力散歩 をすすめてい
ますo場所的な面での心配は あ りませんで した｡

5. 移転後の病疎 における問題点
o地下が霊安室､剖検室で ある とい うことでそれを知 って関係妄想が 出現 した事､そ の存在､音.
匂い (感香異臭 )が不眠不安妄想不快感恐怖をお こさせ てVl
ます｡ 夜間 の地下での話声､車の
普騒音は患者 に とって不気味に感 じられ､使用者の配慮が望 まれます｡ (婦長会報告ずみ )
o夜間 の物音
地下 に限 らず方々で種 々の意音発生が あ b不眠を訴える患者が あb悩まされます｡係 ‑交渉そ
の時は よくて も亦発生 し が っか りします｡ (エレベー ターの音やモー ターの音 )
o暖房 につい て
個 室 に暖房が逸 らをか った ことです｡不 日
艮患者は転室 に より措置を と bま した｡ 修理の後一応
解 消 した ものの住んでみて始め て解 るとい う設計宿造のむずか しさをいや とい う程 感 じま した.

4. 病棟 日課の面での試み
1) 金銭の所持について

2)病棟会議
5) レク､作業療法の参加のさせ方について

1)金成の所持について
従来金銭 を預 るとい うことは､精神科看 護において代理行為の一つです が､今迄不必要 も患
者にまで全員同 じ規則 で行 な っていた ことを今回 よb患者個 々の状態 に応 じ､特別 の指示 ある
人を除いて､殆ん どの人達は自由に所持 して もよい事 に しま したo勿論大金､貴重品は禁止､

‑6
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貸 借 も禁止､ 自分で管理 し責任 を持つ ように してみ るo 家族に説 明 し納得 の上での事ですo入
院時 に金銭 を預 る とい うことに対 して大多数 の患者は抵抗を感 じ不安 と不満 を持 っていた様子
です｡理 由を話せ ば一応は納得 L, なかには ｢預 けた方が楽 で よい｣ と云 う人 もいま したが多
数 の人 杖､ やは りお金 を所持 しない とい う事に対 し不安 を感 じ隠 して所持 し悪 い結果 をみますO
お金をか 少での無析敢院がみ られ ま したが現在では殆ん どた くたりま した｡ 患者 さん には むろ
ん好評で､特 に再入 院を経威 した人 は この点 が変 った事 を特に喜んでいます. 家族か らも今 の
所は特 別 な問題は あ Dやせん｡

‑2)病棟会議
従来 は着意者が 中心 にな b計画 した ものを､ Vク､作業 の計画又病 棟内生活上 の注意事項 な
どを､患者 の中 より議 長を連 出 し自由に話合 う会を毎週土曜 日に もちます｡着意者 は あ くまで
も補佐的役 目で､ レクを行 を うに もそれぞれ責 f
E者 を決め出来 るだけ参加者全員 で経験 す るよ
うに します｡集団生 活に慣れ､社会性､ 薗調性､ 自主性 と責 任感を少 しで も持てる様 にとの意
図 を考え実施致 しま した｡

5)レク .作業療法 の方法につい て
従 来をん と浸 く義務 的とな Dが ちな､ レク､ 作業‑ の参加 を､主治医の処方に よ9 ｢
積極的
に出す人 ｣｢出て も出た くて も本 人次第 ｣｢出さ潅いで安静 を保 つ (状 感が変れば又参加 のさ
せ 方 も変更す る )｣の三段階 こ分けて､心理的拘束をさ けなければ7
5
:ら7
5
:
い と考えた のです0

5. アンケー トの鮭 果 ( 1部 )
意識 調査 を行 な ってみま したO

配布数

100枚

90%

回収審

事務部 .診療知 .その他 (信和会 中険等 )
今迄別棟に あった精 神科神経科病棟が昨年 よb一般科 と伺 庚にをbま したO この事につい て何 か

凡 例

お感 じに なった ことがあ 9ますかO
ある

をい

結果
事

務

部

70帝

W,
5
'
5,
%
7/i

ある方は どの様 な ことで し上うか｡
O外来 者､見 舞客にいや を感 じを与える｡

o危険 を感 じる｡
O仕事の邪魔に なった i
)､疲近 しす ぎた りす る.

‑6
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o外来 者 の好奇 の視線 に あって気 の毒 だ｡
o今迄 よ D も明 る く感 じるO特別 を人 を除 いては普通 の病 気 と何 ら変 ら凌い.
o設備が よく､ 患者さんの為 に よい.
O人 間本 来 の人 笥生活 よb別鍵 された形での治療はかえ って マイナスに在る と思 われるので現在

の形は よVI
o
今迄に精神科神経科 の患者 さん に接 し困 った ことは あ bますか｡
ある

をい

結果

事

務

部

診

療

部

そ れは どん な場合 でその時 古も夜感度 で接 しま したか｡
o売店で物 をねだ られたので買 って与えた｡
o仕事 中部屋‑はい って きた｡ わか らない ことをい うので病室へ連絡 したo
o夜大声 で怒鳴 って電 話 をか けていたが､ 恐 しくて ど うし よう もない｡
0話 かけ られ るが､ しっ っこい｡ 噂 司が許 せば話 した いが､ しっ っ こくて困 った｡
o検査に きたが動いて しまってだめ､ 協力 して も らお うと思 ったが だめだ った.
精 神科神経科の病棟及び患者 さん に対 しどの よ うをイメー ジをか もちです か (
○ 印にて行 う その

他御意見 )
なん とも思 わない.

素直｡

変 な人｡

いや夜感 じ｡

恐い.

明 るho

そ の他

それ は何 如か､ どん な事か らそ う思 うのですか｡
o話 してみ た とき｡

O‑ 成約 に

o表情 で｡
o一見み わけがつかないO
楕芋
幹l
病棟 に轟 をかける必賓があ ると思います か
ある

結果

事

務

部

診

標

部

ない

改ん ともいえない

自分は精神科神経科について理解ある と思いますか.
結果

ある

丑h

恵ん ともいえ 患い
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凡例 巨

∃

夜ん ともいえ ‑

事

務

部

診

療

部

6
. 考察及 び反 省
最 近の患者さんの表情が 明るい とか､動作が のびのびしてVtる とV}うよ うなこと も話合 われ､
7ンケー トに も院内の職 員が､そ うい った感想を述 べてい ます｡ それ は患者及患者 を と bま く社
会 の認 識が 高ま って早期 に治療 を受け る傾 向にな.
,て来た事 も手伝 ってい るか と思はれ ますが､
一方 ｢
別棟へ の隔離｣ ｢
金銭所 持の禁止 ｣

｢
レク､作業‑の義 務的参加 ｣等病棟の さそ りをか し

つけが ち孝､ 目に見えをい枠で拘束 していた ものか ら解放された結果か もしれ夜ho 勿論状態 に
よb隔雄､禁止等必要 を事 もでて きてます し､看護 力が ないか ら鍵 をかけ をければ 走 らをh多 く
の精 神病完の現状 をみて､ やは 少閑放病棟の必要 性､更に一般科 と変 らない看護形態で可能 なの
だ とい う事 を強調 したい と思います｡何か犯罪が か これが障神障害者 の行為 とみ な され､ ｢
野放
し｣ とい った言葉で問題になる､ 入院 してい る とい うと好奇 の 目でみ られ､蔑視 され る. 犯罪 の
加担者 の ように思われる.患者 に対 する社会 の偏見 はまだまだあ b､せっか く退痘 しても､悪 い
環境の中で萎縮 し､卑 屈 とな れ 又､再発､再入院 とい うケースが 多 く見 られる0
本 院は狭い意床での社会で ある と仮定 し､ アンケー トをとってみせ したが､ さい わいに もそ う
い った偏見的な見方は少 ない様 に感 じられそれが一般知識 と して現 われた ものか経成 上か ら出た
ものか､考慮の余地が あると思 います.
いろいろ御意見 を述べて頂 き､大変参考 にな りま した｡入院生活が 少 しで も悔 畠に過せ る様努
力 して行 かねば ならをい と思 いま した｡

第 二 内科
長 期療養 患者 に

意 欲 を もた らせ る た め の 働 き か け
発表者

小池はま子
第 二̲
内 科 一同

r は じめに
現在結核病 棟においては単に肺薦核だ けで な く成人病そ のイ
蛤 併症 を持 った重症患者が多VI
c
,
又 中には慢性 の経過 を とり5年 4年 と長期入院生活 を してい る患者 もい るO庶香生 活 が長 く夜る
につれて変化が を く無気力に夜Dが ちな毎 日であるが 少 しで も意欲を持 ち､入 院生 活 を気持 よ く
療養で きる よう看 護婦 のはた らきがけが必要だ と感 じる｡

皿 患者紹介

一占
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