
演 題

085

説明書を用いた白内障手術後患者への点眼指導
―説明書の改善を比較して―

発 表 者 田中 麻友 （和歌山県：国保野上厚生総合病院）

共同研究者 西 慶子、樫葉 雅人、辻 あさみ
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今回の研究のように、広南スコアを用いたこ

とにより、眼球の動きや表情、細部にわたる患

者の残存機能を観察しアセスメントすることが

でき、些細な変化や回復の兆しを見逃さない関

わりが重要であることを実感することができま

した。

しかし、実施期間が短く効果を得るには限界

があり、症例数も少なく十分な検証ができたと

は言い難いため、今後も継続していく必要があ

ると考えます。

以上で発表を終わります。御静聴ありがとうご

ざいました。
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研究背景

高齢社会に伴い、白内障患者は増加傾向にあ

ります。A病院においても、白内障患者の手術

が増加しています。平成２４年４月より、白内障

手術の在院日数が４日から２日に短縮しまし

た。それに伴い、指導時間も短縮したので、自

宅で活用できる目薬説明書（以後、説明書とし

ます）を退院時に配布し、点眼方法を指導して

いました。しかし、退院後に患者から目薬の点

眼方法に対する問い合わせがあり、誤って点眼

していることがありました。
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その原因として、患者が高齢で、術後のため

視界不良であり、説明書を読みにくいことや、

指導時間が短縮したため、確実に点眼方法を理

解できないまま退院しているのではないかと考

えられました。そのため、今まで使用していた

説明書の内容、活用状況を見直し、患者が正し

く点眼を行えるように関わる必要があると考え

ました。
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研究目的

高齢者の白内障術後患者を対象に、退院後正

しい点眼方法を習得するための説明書を改正

し、術後点眼を正しく行うための指導内容を明

らかにすることです。
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研究対象

対象者は、A病院で白内障手術を受けた患者

です。改正前の説明書に対するアンケート及び

聞き取り調査は、３２名。改正後のアンケート及

び聞き取り調査は、１８名に行いました。
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研究方法

改正前の説明書に対するアンケート調査を行

い、その結果をもとに説明書を改正し、同様の

アンケート調査を行いました。
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倫理的配慮

倫理的配慮は、ポスターをご参照ください。
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結果

説明書に関するアンケート・聞き取り調査の

結果、文字が小さいに対しては、文字を大きく、

太字にしました。また、改正前の説明書では、

複雑な用法の説明を、白色の背景に赤色の文字

で記載していました。しかし、赤色は見にくい

という意見があり、全ての文字を黒色に変更し

ました。また、説明書のイラストについては、

カラーの写真をより濃くし、明瞭にしました。

説明書のレイアウトについては、点眼回数に応

じて、用法が同じ点眼薬と、用法が異なる点眼

薬が区別できるよう、記載方法を変更しました。
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改正前と改正後の説明書の見やすさの比較で

す。「点眼の回数を理解できていましたか」の

質問に対し、「はい」と答えた患者は９０％から

１００％となりました。また「文字の大きさ」「文字

の色」「写真」の見やすさに対しても、それぞれ

「見やすい」と答えた人が多くなりました。
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考察

文字が小さい、色が見えにくい理由として、

老年期の視覚は、明暗の差の小さいものは、見

えにくいという特徴があります。そのため、明

暗の差が小さいことにより見づらさが生じたと

考えます。文字を黒色に変更したことで明暗の

差が増し、さらに、太字で大きくしたことで、

見やすく、視覚的にインパクトを与えたと考え

ます。
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レイアウトについては、点眼薬のみの記載と

し、点眼薬の用法に応じて記載方法を整えたこ

とから、簡潔で見やすくなったと考えます。
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対象となる老年期の視覚的特徴と、白内障術

後であることを考慮し、関心を持ってもらえる

よう見やすく、簡潔な説明書が必要であったと

考えます。

今回説明書を見やすく、簡潔にしたことで、

患者の理解度も改善しました。このことは、短

時間で点眼方法を取得しなければならない患者

にとって、退院後、点眼を正しく行えることに

つながるといえます。
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内科外来患者のお薬手帳の実態調査

発 表 者 奥 直美 （三重県：紀南病院組合）

共同研究者 西倉 美穂、森田 陽子、田中 由美子、辻原 めぐみ
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結論

説明書を見直し、白内障術後であることや、

高齢者の特徴を考慮し改正することで、患者が

退院後、正しく点眼を行うことができる説明書

を作成することができました。

お薬手帳

医療の現場において相互作用の防止・重複投与

の防止・副作用・病歴や病状の情報を把握する

ための重要な情報となる。

目的として、地域の中核病院として様々な患者

に対応する必要があり、「お薬手帳」の携帯は、

服薬状況を含めた重要な情報源として役立ち、

診療が安全で円滑になる。

そのため、「お薬手帳」の携帯率向上の第一歩

として課題の抽出と対策の立案を目的とする。

調査方法として、調査は、平成２４年８月～１０月

の間、同一患者を除く、当院内科外来受診患者

２０３名を対象に行った。

アンケート内容は、「お薬手帳」について、知っ

ているか、持っているか、外出時持って出かけ

るかなどである。

視力障害や書字障害のある患者には、研究者が

聞き取りを行い記入する。

施設職員や家族が付き添っている患者には、付

き添いの方に記入してもらう。

調査結果

「お薬手帳」を知っているかとの質問に、知って

いると答えた方が９０％、知らないと答えた方が

１０％。

「お薬手帳」を持っているかとの質問に、持って

いると答えた方が７８％、持っていないと答えた

方が２２％。

「お薬手帳」を外出時に持って出かけるかとの質

問に、持っていくと答えた方が２８％、持たない

と答えた方が７２％。

「お薬手帳」と薬を持っていくかとの質問には、

薬だけ持っていくと答えた方が２５％、手帳だけ

持っていくと答えた方が１３％、両方持つと答え

た方が１４％、両方持たないと答えた方が４８％と

なった。

次に、薬の管理について自己管理しているかと

の質問に、７０歳未満の方は、自己管理している

と答えた方が８５％、他者管理していると答えた

方が１５％、７０歳以上の方は、自己管理している

と答えた方が６５％、他者管理していると答えた

方が３５％、となった。

アンケートに記載いただいたものが、本人によ

る記載であったかを年代別に分け集計した。こ

の集計結果の数字のみ人数での報告となる。
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