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手術終了を待つ患者家族への援助

手術終了を待つ家族への援助
～患者家族への術中訪問を試みて～
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施設の概要 1

・いの町は高知県の中央部、高知市に隣接する
人口25000人、高齢化率30％の町

・最後の清流「仁淀川」の下流に位置する

概要１
　当病院のある、いの町は、高知県中央部、高知市
に隣接する、人口２万５千人、高齢化率30%の町で
す。

施設の概要 2

・ 診療科14科、訪問ステーション、老健施設、居宅介護支援
事業所を併設し、いの町の中核病院の機能を持つ

・ 一般病床60床、介護療養病床40床
・ 年間手術件数 約 300件、うち全身麻酔・腰椎麻酔での
手術件数 約 160件

概要２
　診療科14科、訪問ステーション、老健施設、居宅
介護支援事業所を併設し、いの町の中核病院です。
一般病床60床、介護療養病床40床を有しています。
年間手術件数は、約300件、うち全身麻酔・腰椎麻
酔での手術件数は約160件です。半数近くのご家族
が、手術室近くの家族控室を利用し手術終了を待た
れています。家族の方に対し手術室看護師としてで

きることの一つとして術中訪問を行っています。今
回はその取り組みについて発表させて頂きます。

究方法
・データ析方法： 単純集計

はじめに

手術終了を待っている家族は、患者の様子や手術の進行
状況がわからないまま、家族控室で待機し、病棟からも、手
術室からも援助を受け難い状況にある。 手術終了を待っ
ている家族の不安を軽減することは、手術室看護師の大き
な役割である。

当院では、一年前より患者家族への術中訪問を行ってい
るが、十分な実施には至っていない。

この度は、手術終了を待つ患者家族の思いを明らかにす
ることで、手術室看護の質の向上に繋がると考え研究に取
り組んだ。

はじめに
手術終了を待っている家族は、手術室内の患者の

様子や手術の進行状況がわからないまま、家族控室
で待機し、病棟からも、手術室からも援助を受け難
い状況にあります。患者を心配しながら、手術終了
を待っている家族の不安を軽減することは、手術中
の状況を把握している手術室看護師の大きな役割で
す。

当院では、一年前より患者家族への術中訪問を
行っていますが、マニュアルもなく、スタッフ間で
も意識にばらつきがあるため、十分な実施には至っ
ていません。

この度は、手術終了を待つ患者家族の思いを明ら
かにすることで、手術室看護の質の向上に繋がると
考え研究に取り組みました。

研究目的
手術終了を待つ家族が、手術室看護師に望んでいる

ことを明らかにする

研究方法

・研究対象者： 家族控室で手術終了を待つ患者家族

・データ収集方法： 独自の質問紙を作成

選択回答と、自由回答方式を併用

・データ分析方法： 単純集計

・用語の定義：

術中訪問…手術中に家族控室で待機する患者家族を、

手術室看護師が訪問し、患者の情報を提供すること

研究目的、手術終了を待つ患者家族が、手術室看護
師に望んでいることを明らかにする。
研究方法

研究対象者は、家族控室で手術終了を待つ患者家
族
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データ収集方法は、独自の質問紙を作成し、選択
回答と、自由回答方式を併用しました。
データ分析方法は、単純集計を行いました。

用語の定義
術中訪問とは、手術中に家族控室で待機する患者
家族を手術室看護師が訪問し、患者の情報を提供
することとしました。　

研究方法
・倫理的配慮

対象者家族に研究の趣旨、参加の自由、中断の保
証、プライバシーの厳守、患者の治療に不利益が
ないことを説明しプライバシーの保護に努めた

結果

アンケート回収率 81.3％
対象者の概要 配偶者 7名、子供 4名、兄弟姉妹 2名

結果　
アンケートの回収率は81.3％、対象者の概要は、

配偶者７名、子供４名、兄弟姉妹２名です。

結果

8

9

3

4

待っている時間は気にならなかった

説明を受けた時間より短かった、

差がなかった

待っている時間を長く感じた

説明を受けた時間より長かった

説明を受けた手術時間と実際の時間との違いによる待ち時間の捉え方

結果

結果
手術時間について、説明された時間と実際の時間

を比べて、「説明を受けた時間より長かった」と答
えた４名のうち３名が待っている時間を「長く感じ
た」と答えていました。「説明をうけた時間より短
かった」または、「差はなかった」と答えた９名の
うち８名が、待ち時間は「気にならなかった」と答
えています。

考察

説明を受けた時間と実際の時間を比べて
みて、説明を受けた時間より「短かった」、
または「差がなかった」人は、待ち時間は
「気にならなかった」と答えている。

このことから、事前に説明された時間内で
あれば、家族は不安を抱きながらも待てる
範囲であると考える。

考察
このことから、事前に説明された時間内であれば、

家族は不安を抱きながらも待てる範囲内であると考
えます。
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来なくてよい

もう少し早くきてもらいたかった

手術が終了してからきてほしかった

丁度良かった

結果
術中訪問の時期

結果
術中訪問の時期については、「丁度良かった」が

11名でした。
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麻酔がかかった時

手術が始まった時

手術終了予定時間を過ぎた時

手術終了の目途がたった時

麻酔から覚めた時

創の傷を縫い始めた時

病室に帰る時

異常事態が起きた時

結果
家族の希望する訪問時期

結果
家族の希望する訪問時期については、「手術終了

の目途がたった時」７名、「手術終了予定時間を過
ぎた時」６名でした。

現在行っている術中訪問の時期については、
「丁度よかった」が11名であった。

希望する訪問時期は、「手術終了の目途がたっ
た時」と「手術終了予定時間を過ぎた時」であっ
た。「手術終了の目途がたった時」は、現在行っ
ている術中訪問と同じ時期であることから家族
の思いに添ったものであると考える。

考察

考察
「手術終了の目途がたった時」は、現在行ってい

る術中訪問と同じ時期であることから、家族の思い
に添ったものであると考えます。
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考察

予定時間を過ぎた家族は「もう少し早く来てほし
かった」と、いらだちを感じ不満を募らせている。
ただ待つことしかできない家族に対し、心境を察す
ることなく、術中訪問を行っても受け入れがたいも
のであると考える。

全ての家族が予定時間を説明され、一つの目安と
して待っていたが、手術室看護師は、予定時間の
把握はできていない。情報を得て時間内に訪問す
ることは、家族を援助していく上で重要な取り組み
であると考える。

考察
しかし、予定時間を過ぎた家族から「もう少し早

く来て欲しかった」「もっと詳しい説明が聞きたかっ
た」とのいらだちや不満の意見がありました。予定
時間を過ぎることで、「何かあったのではないか」
「どうして長くなっているのだろう」とさまざまな
ことを想像し、ただ待つことしかできない家族に対
し、心境を察することなく、術中訪問を行っても受
け入れがたいものであると考えます。全ての家族が
予定時間を説明されており、一つの目安とし信頼し
て待っているなかで、手術室看護師は、予定時間の
把握はできていません。今後は医師・病棟看護師と
も連携し、手術終了予定時間の把握に努め予定時間
が過ぎる前に、可能な限りの情報提供を行っていく
必要があります。予定時間内に訪問することは手術
室看護師として、家族を援助していく上で、重要な
取り組みであると考えます。

結果 4
手術を待っている間考えていたこと

結果
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もっと詳しい説明

が欲しかった

心配の気持ちは

変わらない

安心した

手術中に伝えてもらいたい内容 術中訪問後の気持ち

結果
手術中に伝えてもらいたい内容は、「手術の進行

状況について」が６名でした。
術中訪問後の気持ちは、「安心した」12名、「もっ

と詳しい説明が欲しかった」１名でした。

考察

術中訪問後の気持ちについては、「安心した」

とほぼ全員が答えている。術中訪問時、進行

状況を伝えることで、手術が順調に進み終了

が近づいていることがわかり、安心に繋がった

と考える。

このことから、当院が行っている術中訪問は、

家族が安心できる援助と言え、今後も継続して

いく必要がある。

考察
術中訪問後「安心した」とほぼ全員が答えていま

す。術中訪問で、進行状況を伝え、もうすぐ手術が
終わることを告げると、どの家族からも安堵の表情
が伺えた。これは、手術が順調に進み終了が近づい
ていることがわかり、安心に繋がったと考えます。
このことから、当院が行っている術中訪問は家族が
安心できる援助と言え、今後も継続していく必要が
あります。

結論

・手術終了を待っている家族は、「手術終了の

目途がたった時」 「手術終了予定時間を過ぎ

た時」 の術中訪問を望んでいた

・手術中に伝えてほしい内容は、「手術の進行

状況について」であった。

・現在行っている術中訪問は、家族の安心に

繋がっている。

結論
・手術終了を待っている家族は、「手術終了の目途

がたった時」「手術終了予定時間を過ぎた時」の
術中訪問を望んでいました。

・手術中に伝えてほしい内容は、「手術の進行状況
について」でした。

・現在行っている術中訪問は、家族の安心に繋がっ
ていました。

ご清聴ありがとうございました。




