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56才 まで養責試験場 に勤務､定年退職 し､その後､盆栽､花作 ba:
ど好 きな事 を していた｡家庭
的には ワyマンで家計 を覆 っていた｡性格的 には､凡帳面 で頑固であるO
家族 息子 (市内会社勤務 )天網 と轟 (大学生 )の 4人暮 し､妻 とは死別
保険

共済 家族

45年 4月頻尿 とを 9､ 8月突然血尿があ らわれ､外来 で傍耽蓋
藷険査の結果､跨既 に小 指頭大
経過 1
の麓場が発見 された｡ 9月入院 ､鋳既部分切除 を行 をい､抗癌剤治療を して ､ 10月退院 .その後

5ケ月毎 に､定期検診 を受け再発 な く家庭で過 していたが､ 45年 2月､跨朕鏡検査 の結果､跨既望
全般 にわた り､塵癌 を発見､再入院 とをる｡外来では一応 尿管皮膚移 陪碍 (図 Ⅰ参照 )は説明 して
もまだ迷 ってVl
る状態で入荒 した｡

図

Ⅰ

再 発 とい う事 で本人 もす っか 9気分が蚊入 b､手 術す る事 に より､ 自分は犀人同様 にな って しま う
のでは ないかと考え 在るべ く手 術は した くをい とい う希望 で あ ったO 斯 く の事 で､手術 をgt
J
bす
るこ とが 出来て､ 5月瞭耽部分切除術及 び両側尿管 皮侶移 陪府施行 ｡老 令のためか､術後 ､腎億 能
が低下 し､無 尿に な り､重症 と覆る も､その校 を寛服 出来､ 6月 コバル ト治療 を開始 し無事 6000
R終了 して 10月退院 された｡

この患者 さん に対 して
〔I〕入院 して手術を決心 す るまで

〔Ⅱ〕
回働

( ::讐

讐 治療期

〔Ⅲ〕退院 指導
'に分けて発表 します｡術後一
一般 的 な事は､はぷ きますO

〔I〕入院 して手 術を決心す るまで
入院時看番 目標
手術 を決心 させ る.

問題点

1
. 手 術をする事 により賢人 に在る と考 え ､恐怖感 を抱 いてい る.
2. 老令である｡
5. 難聴が ある｡

4. 血尿及び頻尿 である｡

具体策

1
. 手 術 をいやが ってい る事 に対 して
o折 にふれ全員が手術の必要性を説 明するo

o解 bやす く､図示 して説明す る｡
G す で に尿管皮田移 値術 を うけている人 との話

し合い を もたせ る.

0日常 生活 には困 らない事 を説明す るo
o人 生論を 闘 いた りして､生 きる事の大切 な事 を目覚 めさせ る｡

2. 老 令 で あるとい う事 に対 して
o気分転換 に も散歩 をすす める｡
o何 か と声 をかけてやる｡
○食餌及び補 食の工夫 をして栄 養を とる｡
oベ ットに昇 りやすい様に､踏 み台 を使 う.
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5. 難聴が ある とい う事 に対 して
o眼 をみて表情 をつ かみ なが ら､大 きを声 で しっか り話す.
O 一応 は説明 した事 で も一
､理解

しているか確 かめてみ る｡

4, 血尿及 び頻尿であ るとい う事 に対 して
○夜間は､ベ ット上 で排 尿す る｡

o湯 タ ンポの使用o
o環の性 状､量 の観察､記録 をす る.
o尿管皮 膚移 値をすれば､夜は起 きな くて も良い事を強調 して､手 術に もってい く.

以上 の様 を葛 諸計画を立てて､進 めてゆきま したが､ ′
患者は､手 術の必要性比､理解 できて も､尿
管皮 市移 憶をする事 に より､今 までの 日常生活 が できを くなるのでは をいか と考え ｢
廃人 に なる より
は､ このま まの姿で死ん だ方が ま しだ

｣｢一年生 き過 ぎた｣ などと､ くり返 しでいた. これ らに対 し

私達は､術后の ネラ トy及び尿の管理 について､又 腎孟 洗 浄､包交 の仕方 など､何回 も説 明 し夜が ら､
入浴 もでき るし､衣類 を=夫す る事 に よD､外見的には､尿管皮眉移 値を して ある事が わか ら覆いを
ど､今 ･
までと同 し生活が送 れる事 を理解 させ .
ました｡さ らに､ 尿管皮 膚移 値をした人 との話 し合 いを
持 たせ ま した.そ の後 ､自分 か らも他 の患者 に話 しかけた り､ 私達に も少 しづつ悩 み をうちあけて く
れ た りして次第 に､手術 をす る方 向に心が向い てい く結果 とを bま した. こうして 2週間 で､手 術を
する事に 在 りま した｡

〔Ⅱ〕回復期
(
イ)
手術直後
石頭 E
l
樗

術後 の管理 を よくし､体力の増強に努 めるO

問題 点

1
. 疎放全精 が できなか った｡
2
.手 術直後 無 尿 とたる｡
5. 尿素 N

140と在るO

具体策

1
. 跨 蛇全滴 がで きなか った事 に対 して
o手指 して たか った と思 わせる様 ､声 をかけて力づけてt
,
1く｡
oコバル ト治療の必要性を どの様 に説明す るか討議す る｡
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2
. 手術直後､無尿 とな った事に対 して
o尿量､流出状態 の観察 と記録
o体位の工夫
o腎部の温湿布

o頻回に腎孟洗浄をす る｡
5
. 尿素 N 140と7
5
:つた事 に対 して
o細かな症状の視察 と記銘
o安 易な体位 の工夫
o Beaに柵 をつけ るO

以上 の様 を看護計画 を立ててみせ したが､魔湯 の浸瓶が広範劇 てわた り､隊放全滴が､できJ
なか
った事､又 コJI
･
ル ト治療 の必要性 を､ どの桜 に説明す るか､討議 しましたが､ これは主治医 と､打
ち合わせて ､麟月
堀 部 と尿道が残 って いるので､再発 を予防する為にコバルト治療 をす るとい う事
にしま した O この事は点者 の状態 をみたが ら､説 明 してい く事 にしてお りましたが､患者 の状 態は､
思 わ し くな く､術直後 よb右岸が顛据 となった｡腎部 を圧迫 した り､温湿布､体位 の工夫 な どして､
ようや く､ 4日日に尿の流出をみてほ っとしたの も､つか西謁､その校､ 5日間

左腎が無尿 の状

態 と在 って しま った｡ 8日目よ り､わずかづつ､尿の流出ある も､尿毒症症状があ らわれ､ 尿素 Ⅳ

140まで上昇 一時は､生 命 をもあやぷまれた｡ しか し 生

に対する執念を持 ち続けた患者の

性格的 なもの もあ ってか､食餌 も､ 6日目より流動食わずか摂取 ､ 11日E
]で 7分萌 1/ 2程､摂
取する状態 になりま した｡そ して､ 2週間で半坐位､ 5週間で歩行可 能とな り､発熱 と頑固 な便秘
を くり返 しなが らも､ 80日にて漸 く､ 体力も回復 し､コバル ト治療のはこび とな !
)ました｡

(
｡)コバル ト治療期
コバル ト治療が､開始 になると､食欲不振に陥 り､便秘､下痢 をくり返すな ど､その副作用もか

なり強い もので したが､家人の協 刀.
も層､又 周囲の人 達 に励壇されをが ら､ 目標の 6000レン ト
ゲンをかけおえる事ができました｡(図 Ⅰ参照 )
ここでは ､細か 夜事は､省かせて､いただ きます.

〔Ⅲ〕退院 準備
‑
,
T
i
諾 日漂
術前 とかわ らめ 日常生活ができる様 にす る｡

名護 I
p
=
†
画

1
. 腎孟洗浄
第一週

洗浄に 表れる0
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2. ガーゼ交換
第二週

洗浄 とガーゼ交換 を隔 日にす る｡

5
. 入浴
第二週 日頃 より気分の良レゝ
時をみて入浴 させ る｡

4
.外 出及び外泊
熱 の覆い時､退院 の自信 をつ けさせ る為 1‑ 2回の外出 (外泊 )をさせ る.

5
. 家 庭で看護す る人の教 育をす る.
以上 の様 な指導計画 を立てて ､パンフレ ットを用 い なが ら指導を進めてゆきましたが ､お嫁さんが
非協 力的 である事 などか ら､家庭生活がみ じめで あれば､かえ って､ このまま病院生活を続 けさせ
た方が良 いのか もしれ ないな どと考えた りしま したが､腎孟洗浄､ ガーゼ交換 の練習を少 しずつ はじ
め退院 の準備 をすすめてゆきました.その間幻視､幻聴 をどの症状が あらわれ､低蛋白血症 の為では
をいか とい う婆で､主治医 と相談､討議 の上 ､輸 血を行 ない宅快す るなどの事 もあ わせ したが ､落着
いてきて ､ しき りと家に帰 りたいとい う桜にな り､外出や列泊 をして体力に自信 をつけ､ ようや く､

10月退院 のは こび と売 りま したo
そ の後は､週 1回 ネ ラトン交換のため､外来通院 を してお ります｡
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