
【はじめに】　鼠径ヘルニアの根治は手術であり、
従来は開腹下でのヘルニア根治術が行われていた。
近年では、在院日数の短縮や患者の QOL を高める
ため、腹腔鏡下（内視鏡下）での手術の導入がなさ
れている。腹腔鏡下での手術は開腹下の手術と比べ
創が小さく手術後の痛みが少ないこと、再発例が少
ないこと、術後合併症が少ないことがメリットとし
てあげられている。
　A 病院でも、平成22年より腹腔鏡下ヘルニア根
治術（以下 TEPP とする）が行われるようになり、
全外科手術件数の27.6%（平成22年1月～6月の手
術件数76件中21件）を占めている。
術前オリエンテーションとは、手術に対する理解を
深め不安を軽減させる目的で行われている。
　TEPP の術前オリエンテーションの時期は、手
術前日に入院となることが多く、入院日の午後に
30分位かけて全身麻酔用の術前オリエンテーショ
ン用紙（資料1）を用いている。患者との関わりの
中で、「傷の場所はどこか」「抜糸の時期、輸液は
いつまでか」と尋ねられたり、「麻酔が覚めるか不
安です」「不安は強いです」「正常な生活ができる
か」という不安様の言葉が聞かれていた。このこ
とは、術前オリエンテーション用紙での説明が充分
ではないのではないかと考えた。そこで、手術前か
ら、手術後についての流れを理解し手術に臨むこと

ができるのであれば、不安が少しでも軽減できるの
ではないかと考え、時系列に表し、視覚的に訴えた
TEPP の患者用パンフレット（過去の A 病院の開
腹下でのクリティカルパスや他院の患者用パンフ
レットを参考にし、患者がいつでも見ることができ
るように（資料2））を作成した。
　坂本氏は1）クリティカルパスの事について「①
入院中に受ける自分自身の治療予定が分かる、②治
療をあらかじめ知ることで準備ができ、不安の緩和
につながる」と述べている。このことは、クリティ
カルパスに順じたパンフレットを使用することで、
患者が治療に対し能動的になれ、安心して入院生活
を送れるのではないかと考えた。
　先行研究で視覚的に訴えた術前オリエンテーショ
ンの不安の軽減に対しての有効性が報告されている。
このことから、A 病院でも時系列に表し視覚的に
訴える患者用のパンフレットを作成し使用すること
で、手術前より手術後の流れを捉えられ、経過が分
かりやすく、不安が軽減できるのではないかと考え
た。そこで、不安内容を不安症状と、処置・手術に
ついての不安の二つに分け、アンケート調査を行っ
たのでここに結果を報告する。

用語の定義
・2）不安　安心のできないこと。気がかりなさま心

配。不安心。
・TEPP　全身麻酔下での腹腔鏡下鼠径ヘルニア根

治術
・患者用パンフレット　TEPP の術後経過の流れを

書いたパンフレットとする。
・術前オリエンテーション　従来の全身麻酔用の説

明用紙を用いた手術前の説明
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【Ⅰ．研究目的】　患者用パンフレットを使用する
ことは、不安が軽減できることを明らかにする。

【Ⅱ．研究方法】

1. 研究対象　外科病棟で TEPP を受ける全患者　
10名（意思疎通不可な人は除く）

2. 研究期間　平成23年3月～10月
調査期間　平成23年4月～8月

3. 研究場所　外科病棟：全身麻酔での消化器の手術
（胃切除術・結腸切除術など手術前後に入院す
る病棟、年間手術件数160件）や消化器手術後、
化学療法を行なっている。他に脳神経外科術後
の観察を行なっている病棟。患者の部屋か家族
説明室で行なう。

4. データの収集方法
1）対象　意思疎通が図れる患者。研究の内容を説

明し同意を得られた患者10人に行う。患者用パ
ンフレットを使用しない群（男性3名、女性2
名）・患者用パンフレットを使用する群（男性5
名）

2）方法

（1）両群とも手術前日の午後に術前オリエンテー
ションを行う。

（2）患者用パンフレットを使用しない群は、全身麻
酔用の術前オリエンテーション用紙を用いて
説明を行う。その後手術に対しての不安に関す
るアンケート（STAI を参考に独自に作成）を
行う。

（3）患者用パンフレットを使用する群は全身麻酔用
の術前オリエンテーション用紙の説明後、患者
用パンフレットを提示し説明する。その後にア
ンケートを行う。

（4）資料3（そうでない：1点、幾らかそうである：
2点、ほぼ、そうである：3点、そうである：4
点とする）項目1.2.3.4.6.8.9.10.12.13を不安症
状の項目とし、項目5.7.11を処置・手術に関し
ての項目に分ける。

（5）アンケート項目で、点数が高値になるほど不安
は強いとする。

（6）術後6日目に患者用パンフレットを使用しない
群・患者用パンフレットを使用する群に再度、
手術に対しての不安に関するアンケートを行
う。

5. データの分析方法
患者用パンフレットを使用しない群・患者用パンフ
レットを使用する群の手術前のアンケート合計点数
を集計し Excel の統計を用い2標本の T 検定を行
い、5% 以下を危険率とし P=0.05以下を有意差あ
りとする。
それぞれの合計得点を全体の割合で計算し、患者用
パンフレットを使用しない群と患者用パンフレット
を使用する群で比較する。
倫理的配慮
　対象者には研究の主旨を説明し、依頼書と同意書
を作成し、同意を得た。また、研究参加は、自由参
加であること、中断の自由を説明した。研究で得ら
れた情報は当研究以外に使用しないこと、個人が特
定されないことを説明し同意を得た。

  

 患者用パンフレットを使用することは、不
安が軽減できることを明らかにする。 
 

Ⅰ 研究目的 

１.研究対象 外科病棟でTEPPを受ける全患者１０ 
名（意思疎通不可な人は除く） 
２.研究期間 平成２３年３月～１０月 
 調査期間 平成２３年４月～８月 
３.研究場所 外科病棟：全身麻酔での消化器の手

術（胃切除術・結腸切除術など手術前後に入院す
る病棟、年間手術件数１６０件）や消化器手術後、
化学療法を行っている。他に脳神経外科の術後の
観察を行っている病棟。患者の部屋か家族説明室
で行う。 
 

Ⅱ 研究方法 
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【Ⅲ．結果】　手術前後のアンケート回収率は100%
であった。

2. アンケートの結果
　T 検定では、不安症状 P=0.7481955、処置・手
術に関して P=0.36187と患者用パンフレットを使
用しない群・使用する群に有意差はなかった。表
1.2を参照。

コメント
（術前）
・不安は強いです。麻酔が覚めるかとか。手術後の

運動や体の向きはどうするんですか。
・本当は手術したくない。どうせせんばいかんとや

けんすると。
・痛みに対して心配
（術後）
・今度はどこが出るか心配。
・正常な生活ができるか心配。
コメント

（術前）
・緊張しています。今の状態になるのか。
・手術後の痛みがどんなか不安。
・気が高ぶっている。
・直前になって脈とか測りよったら高ぶってくるん

じゃないか。今、大丈夫っていってもその時に
なったら分からんよ。

・麻酔が覚めるか不安。
（術後）
・本人はもとより家族に説明しやすかった。
・手術前に技術面や内容の説明を受け分からなかっ

たことが理解でき大変助かりました。技術面と
伴って精神面での心落ち着くこと（普通はこの位
で動けますよ、何日で痛みがとれますよとか）知
らせたらも少し安心して手術に臨めたかも。

・痛みに対して不安。言葉や文章よりも用紙での説
明の方が良く理解できました。

・痛みが気になる。はれがある。内容は良く分かっ
て良かった。

 手術前後のアンケート回収率は１００％で
あった。 
１.対象者の年齢 
患者用パンフレットを  平均年齢７６．８歳 
     使用しない群  （５０－９０歳代） 
 
患者用パンフレットを  平均年齢５５．２歳 
      使用する群   （３０－６０歳代） 

Ⅲ 結果 

 アンケートの結果 
 Ｔ検定 
不安症状Ｐ＝０．７４８１９５５ 
処置・手術に関してＰ＝０．３６１８７ 
患者用パンフレットを使用しない群・使用する群
に有意差はなかった。表１．２を参照。 

 
 

表１ 患者用パンフレットを使用しない群 
 
 

 
 
 

不安症状(点数) 処置・手術に関して(点数) 
術前 術後 術前 術後 

A氏 27 12 8 6 
B氏 22 16 7 4 
C氏 23 12 10 6 
D氏 10 10 3 3 
E氏 24 18 6 5 
合計 106 68 34 24 
全体で
の割合 

53％ 34％ 57％ 40％ 

平均 21.2 13.6 6.8 4.8 

表２ 患者用パンフレットを使用する群 
 
 
 

 
 
 

不安症状 (点数) 処置・手術に関して(点数) 
術前 術後 術前 術後 

F氏 23 11 9 9 
G氏 25 18 9 7 
H氏 16 12 7 7 
I氏 14 14 8 6 
J氏 22 14 7 9 
合計 100 69 40 38 
全体で
の割合 

50％ 34.5％ 67％ 63.3％ 

平均 20 13.8 8 7.6 
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【Ⅳ．考察】　今回、患者が手術前後の経過が視覚
的に捉えられ、手術前後の経過が理解できるように
患者用パンフレットを作成した。
　手術後のコメントで「言葉や文章よりも用紙で
の説明の方がよく理解できた」「内容がよくわかっ
た」と言葉があったが数字に変化はなく有意差は
でなかった。トラベルビーは3）「差し迫っている
外科処置についての情報の欠如とか、あるいは明確
な認識の欠如は不安を生みだす。知らない人は多大
の不安を体験する」と述べている。
　手術後では不安症状、処置・手術に関しての点数
は減っている。患者用パンフレットを使用する、使
用しないに関わらず、手術そのものが大きな不安要
素であり手術後は時間の経過とともに解消されたか
らではないかと考える。
　アンケートの得点の割合で術前の処置・手術に関
しての項目で患者用パンフレットを使用しない群で
57% であったが患者用パンフレットを使用する群
で67% と高い。術後も同項目で患者用パンフレッ
トを使用しない群40% が患者用パンフレットを使
用する群で63.3% と高い。先行の研究で不安は入
院時が一番強いとの結果が述べられている。今回の
取り組みで術前オリエンテーションは入院当日の午
後、手術前日に行った。手術目的で入院し不安が強
い時期に、患者用パンフレットを見ることで手術の
具体性が高まったため、処置・手術に関しての項目
の不安が高くなったと考える。
　患者用パンフレットを使用する群の中で術後に精
神面でのコメントがあった。術前オリエンテーショ
ンやパンフレットの説明が一方的になっていたので

はないか、患者が不安を軽減するためにどういう説
明を求めていたか把握できていなかったためではな
いかと考える。

　今後は、対象者を増やし術前オリエンテーション
を通して患者個々の不安の内容や程度、全体像を把
握し、手術を受ける前に不安項目を改善していける
よう関わり、個々にあわせた術前オリエンテーショ
ンを行っていく必要がある。また、不安の項目を調
査し、少しでも軽減できるように術前オリエンテー
ション用紙や患者用パンフレットを改善することと、
術前オリエンテーションの時期について検討するこ
とが課題である。

【Ⅴ．結語】患者用パンフレットを使用する、使用
しないに関わらず、不安は変化しない。

・手術後では不安症状、処置・手術に関しての両項
目で点数は減っている。 
・患者用パンフレットを使用する・しないに関わらず、
手術そのものが大きな不安要素であると考える。 
・処置・手術に関しての項目で、患者用パンフレット
を使用する群で点数が高くなっている。 
・術前オリエンテーションを入院当日に行っている為、
患者用パンフレットを見ることで手術の具体性が高ま
り、処置・手術に関しての項目の不安が高くなったと
考える。 

 

Ⅳ 考察 

・今後は、術前オリエンテーションを通して患者 
個々の不安の内容や程度、全体像を把握し、 
個々にあわせたオリエンテーションを行っていく 
必要がある。 
・術前オリエンテーションの時期について検討 
することが課題。 
 

 
 
 

 患者用パンフレットを使用する、使用しな
いに関わらず、不安は変化しない。 

Ⅴ まとめ 
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