
私は、呼吸困難感がみられ入院療養に伴う廃用状態
が進行した、COPD 患者を受け持ちました。日常
生活全般に対する不安があり、消極的な言動がみら
れていた患者に対して、自宅での療養生活を想定し、
日常生活援助を行いました。
患者の心理的変化の過程に沿った援助について検討
したのでご報告します。

対象は A 氏　70歳代男性です。
電子カルテ上から A 氏の心理的変化を示している
と思われる部分を文章化し①入院から退院準備を始
めるまで、②退院にむけて日常生活動作の拡大を
行った時期の2期にわけ、言葉の類似性に従い分類
し、実施した看護実践について検討しました。
倫理的配慮にてついては、ポスターをご覧下さい。

事例紹介です。
COPD で在宅酸素を併用し、時々ショートステイ
を利用しながら自宅で療養していました。7月26日
当院受診日にて自宅から移動中、介護タクシー内で
呼吸困難が出現しました。高二酸化炭素血症と
COPD 悪化のため、治療目的で入院となりました。
結果です。
分析の結果「焦り」、「死への恐怖」、「家族への気
兼ね」「成功体験から希望的予測」という4つの心
理過程に分類できました。
各場面ごとに振り返り、考察を加えて述べます。

「どうやっても息苦しいがは変わらんな。呼吸法忘
れた。リハビリの人呼んで」「あかん、苦しいから
もう少し、ここにおって」と患者は呼吸困難の度
にナースコールがあり、不安げな表情で、呼吸苦を
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COPD患者の日常生活における心理的変化と援助

発　表　者 前川　真紀 富山県　南砺市民病院

共同研究者 森河　尚江、吉澤　環

研究目的 
日常的な呼吸困難感がみられ入院療
養に伴う廃用状態が進行した、COPD
患者を受け持った。日常生活全般に
対する消極的な言動がみられていた
患者に対して、自宅での療養生活を想
定した日常生活援助を行った。 

患者の心理的変化の過程に沿った援
助について検討する。 

 

１ 事例紹介 
A氏、70歳台、男性。COPDで在宅酸素を
併用し、時々ショートステイを利用しながら
自宅で療養していた。平成22年7月22日
頃から活気なく食欲低下していた。7月26
日当院受診日にて自宅から移動中、介護
タクシー内で酸素ルートの屈曲あり、呼吸困
難が出現した。高二酸化炭素血症とCOPD
悪化のため、治療目的で入院となる。 

 

３ 

方法 
１）対象：A氏 70歳代男性 

２）研究対象期間：平成22年7月26日～10月2日 

３）分析方法：電子カルテ上からA氏の心理的変化を
示していると思われる部分を文章化し①入院から退
院準備を始めるまで、②退院にむけて日常生活動作
の拡大を行った時期の2期にわけ、言葉の類似性に
従い分類し、実施した看護実践について検討する 

倫理的配慮 
患者・家族のプライバシーを守ること、個人情報について
守秘義務を遵守することを患者に説明し、承諾を得た 

看護部倫理審査会で承認を得た（通知番号015） 

 

２ 

 

入院から退院準備を始めるまで 
＜焦り＞ 

A氏の言動 看護の実際 

・どうやっても息苦しい
がは変わらんな。呼吸
法忘れた。リハビリの
人呼んで 
 
 
・あかん、苦しいから
もう少し、ここにおって 

リハビリスタッフによる腹式呼吸の
指導開始 
患者の混乱を避けるため腹式呼吸
の方法を書いた紙面を用い、呼吸
困難時の対応をチームで統一した 
 
呼吸困難の度にナースコールがあり、
呼吸苦を訴えられた  
傍に寄り添い、一緒に腹式呼吸を
行うと徐々に呼吸困難感は改善さ
れた 

４ 
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訴えられました。過去の入院でも呼吸法をその都度
指導されていたが、効果的に行うことができず、呼
吸困難感が改善しないことに対する「焦り」を感
じていたと考えられます。
この場面では、リハビリスタッフと患者の状況を情
報共有し先ず患者の呼吸苦を緩和する為、状態の観
察を行いながら腹式呼吸の指導を開始しました。
患者の混乱を避けるため腹式呼吸の方法を書いた紙面を
用い、呼吸困難時の対応をチームで統一しました。また
出来るだけ傍に寄り添い、一緒に腹式呼吸を行いました。

「焦りの心理状態の時は、思考や行動の混乱を招く事が
予測されるので、現状を受け止め計画や判断が適切に行
われるように援助することが必要である」といわれて
います。患者の呼吸困難感に対してチームで統一した指
導を行い、患者が出来ていることを伝え、肯定的フィー
ドバックを行うことは焦りの段階にあった患者にとって
精神的な苦痛が緩和される介入であったと思われます。

「苦しい、早くお迎えこんかね。明日の朝まで生き
ていられるかも分からん」「いくら治そうたって、
どうにもならんこともあるがや。人工呼吸器もつけ

ていらんって言ってあるが。」

この場面では、患者は自分の呼吸機能の低下を自覚
しこれまで以上に「死」を意識する言動が聞かれ
ています。
私は、ベッドサイドで患者の傍に寄り添い、辛い気
持ちを傾聴するよう心掛けました。そして離れる時
もいつでもナースコールを押すように伝えました。
野口らは「呼吸困難がある場合には強い不安や死
への恐怖を感じる。1人になると不安や恐怖は助長
されるので、看護師は必ず傍にいて患者を1人にさ
せず呼吸ができるように声を掛け、楽な呼吸ができ
るよう説明する必要がある」と述べています。
・気持ちを傾聴し、傍に寄り添う。
・呼吸困難になる前に対処できるよう、腹式呼吸が

習得できるよう関わる。
という共感的な態度で接し、寄り添うことは、患者
の思いを受け止める姿勢となったと考えます。

「家に帰ってもなんもできん。家族に迷惑ばかりかける」
「苦しくなったら母ちゃんよんでしまう。仕方のな
いことやけど、母ちゃんに迷惑ばかりかけている」

 
 

焦り 

・呼吸困難時に傍に寄り添うことで徐々に患
者は落ち着き、一緒に腹式呼吸を行うことが
できた 
 
・医療チームで呼吸困難時の対応や腹式呼
吸の方法を統一 
 
・出来ていることを伝える 
      （肯定的フィードバック） 

5 

死への恐怖 
「呼吸困難がある場合には強い不安や死への恐怖を感じる。1人
になると不安や恐怖は助長されるので、看護師は必ず傍にいて
患者を1人にさせず呼吸ができるように声を掛けたり、楽な呼吸
ができるよう説明する」 
（文献 野口美和子：新体系看護学第21巻成人看護学②呼吸機能障害を持つ成人の
看護／循環機能障害を持つ成人への看護） 
 

・気持ちを傾聴し、傍に寄り添う 
・いつでもナースコールを押すように伝え、安心感を与える 
・呼吸困難になる前に対処できるよう、腹式呼吸が習得できるよ
う関わる 
共感的な態度で患者に寄り添うことが、患者の思いを受け止める
姿勢につながった 

7 

入院から退院準備を始めるまで 
＜死への恐怖＞  

A氏の言動 看護介入 

・苦しい早くお迎えこんか
ね。明日の朝まで生きて
いられるかも分からん 
・これがもう限界ながい
ちゃ、なん食事食べれんわ。 
・いくら治そうたって、どう
にもならんこともあるがや。
人工呼吸器もつけていら
んって言ってあるが。 
・この間のマスク（NPPV）
もいややったし。まだもう
少しおってくれんか？ 

ベッドサイドで患者の傍に寄り
添い、辛い気持ちを傾聴する 
離れる時も息苦しくなったら
ナースコールを押すように伝え
た 
 

６ 退院に向けて日常生活動作の 
         拡大を行った時期 

＜家族への気兼ね＞ 
A氏の言動 看護介入 

・家に帰ってもなんもでき
ん。家族に迷惑ばかりかけ
る 
・苦しくなったら母ちゃんよ
んでしまう。仕方のないこ
とやけど、母ちゃんに迷惑
ばかりかけている 
 
妻：「お風呂はほとんど手
伝っていて大変でした」 

患者に自宅へ帰りたいという気持
ちを確認した。妻にも入院前の生活
状況や家族の介護力を確認した 
 
拡大カンファレンスの開催 
 以下のことを決定 
・家屋評価 
・在宅サービスの見直し 
・家族（妻）指導 
・外泊、外出の企画 

８ 
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この場面では、妻の事を気にかける言動がたびたび
聞かれます。

私は、患者との関わりの中で、患者が自宅へ帰りた
いという気持ちを確認しました。
また妻には入院前の生活状況や家族の介護力を確認
しました。
医師・リハビリスタッフ・ソーシャルワーカーに協
力を依頼し、拡大カンファレンスを開催しました。
カンファレンスでは、在宅サービスの見直し・妻へ
の腹式呼吸の指導や入浴の練習・退院前の外泊、外
出の企画を行いました。

奥村は「患者の生活援助が家族の精神・心理、社
会生活に影響を及ぼし、生活意欲の阻害、人間らし
い尊厳のある生活の断念などをもたらす可能性があ
る」と述べています。
拡大カンファレンスを多職種で行い情報を共有する
ことで、患者とともに統一した目標が設定でき、そ
れに対する具体的な計画を立てることができたと考
えます。
そのことにより、患者や妻の自宅生活上の不安を把

握でき、それに対する改善点について多職種で検討
し、患者の退院への気持ちを支えることができたの
ではないかと考えます。
患者は、試験的な外出を行う前は「なーんあかん、
こんな苦しかったらなんもできん」と外出に最初
は消極的な言葉がきかれていました。
私は、退院後の具体的なイメージを持っていただき
必要な社会資源の選定をするため患者、妻、病院ス
タッフ、ケアマネージャーと一緒に2時間ほど自宅
の家屋調査を実施し、自宅での生活スペースの確認
と評価を行いました。その後、家族のみでの自宅へ
外出を企画しました。
外出後は「そんなひどい事もなかったぞ」と笑顔
がみられ、自宅で問題なく過ごせたという成功体験
から、「息苦しい、痰からんでとれんだんや。呼吸
法できたら帰れるかな ?」「今週見送らせてくれ。
もう少し呼吸の練習したい。来週の頭くらいみてみ
てかな」と入院生活の中で、退院に対する肯定的
な発言が聞かれるようになりました。

塚本らは「一般的に成功体験は、次の機会にもそ
の状況にうまく対処することができるという予測を
高め、一般化する傾向がある」と述べています。
自宅へ帰るという具体的な目標が出来た事により、
呼吸方法を修得しようとする前向きな気持ちに繋
がったと考えます。

家族への気兼ね 
「患者の生活援助が家族の精神・心理、社会生活に影響
を及ぼし、生活意欲の阻害、人間らしい尊厳のある生活
の断念などをもたらす可能性がある」 
（文献 奥村暁子：ナーシングレクチャー呼吸器疾患を持つ人への看護） 

 
・拡大カンファレンス、家屋調査を多職種で行い情報を共
有することで、患者とともに統一した目標設定ができ、具
体的な計画を立てることができた 
・患者や妻の自宅生活上の不安を把握でき改善点につい
て多職種で検討し患者の退院への気持ちの支えとなった 

9 

成功体験からの希望的予測 
「一般的に成功体験は、次の機会にもその状況にうまく対
処することができるという予測を高め、一般化する傾向が
ある」 
（文献 塚本尚子：事例を通してやさしく学ぶ中範囲理論入門） 
 

・試験外泊中に短時間でも穏やかに過ごすことが
という成功体験により、自宅に帰るという具体的
な目標ができ、呼吸法を習得しようという前向き
な気持ちになった 
 

11 

退院に向けて日常生活動作の 
         拡大を行った時期 
＜成功体験からの希望的予測＞  

A氏の言動 看護介入 

外出前 
「なーんあかん、こんな苦しかっ
たらなんもできん」 
外出後 
「そんなひどい事もなかったぞ」 
 
 
 
・息苦しい、痰からんでとれんだ
んや。呼吸法できたら帰れるか
な？ 
・今週見送らせてくれ。もう少し
呼吸の練習したい。来週の頭く
らいみてみてかな 

退院後の具体的なイメージを持っていただき必要な社
会支援の選定をするため患者、妻、看護師、リハビリ
スタッフ、MSW、ケアマネージャーと一緒に2時間ほど
自宅の家屋調査を実施 
日中自宅へ外出を企画。外出前は否定的な発言が
あったが、外出後は自宅で問題なく過ごせたこともあ
り、肯定的な発言が聞かれた 
 
腹式呼吸ができていることを伝える 
呼吸法を自発的に習得する姿勢がみられた 

10 
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結論です。
今回 COPD 患者への関わりを振りかえることで、
患者がどのような心理過程にあるのかを捉えて関わ
る事の重要性を学びました。今回の事例では、継続
した支持的な態度や肯定的フィードバック、適切な
情報提供とスタッフ間の統一した関わりが重要であ
ることがわかりました。

以上で発表を終わります。
ご清聴ありがとうございました。

結論 
COPD患者に対し、心理的変化
を踏まえ、継続した支持的な態度
や肯定的フィードバック、適切な
情報提供とスタッフ間の統一した
関わりが重要である。 

12 
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呼吸訓練器具を使った呼吸訓練の見直し
～手術前・後訓練を深呼吸・排痰訓練に切り替えての検証～

発　表　者 堀田　琴乃 岐阜県　国民健康保険関ヶ原病院

共同研究者 山本　澄子、安藤　洋子

全身麻酔は硬膜外麻酔や脊椎麻酔に比べ、侵襲の大き
な手術の場合が多く、その影響として手術中からおき
る無気肺、不十分な覚醒による上気道の閉塞などの手
術後肺合併症が起こりやすいと言われています。
木沢らは「術前呼吸訓練の目的は術前に近い呼吸
機能を保つことでありそれによって術後の肺合併症
を防止し早期離床・早期社会復帰をはかる」と述
べており、一般的には全身麻酔で手術を受ける患者
に対して、手術前から呼吸訓練器具を使用した呼吸
訓練を行うことが手術後肺合併症の予防に有効であ
ると言われています。
B 病棟では手術が決まった時点で呼吸訓練器具を使
用して呼吸訓練を行ってきましたが、手術を受ける

患者は高齢者が多く、事前調査において、呼吸訓練
器具を使用した方法で正しく訓練を行えていた患者
は18% と少なかったことや、呼吸訓練器具の台数
に限りがあり、滅菌消毒をして使用していること、
また他施設では個人購入されているところもあるよ
うですが、その場合、患者の金銭的負担があるなど
の問題点が挙げられました。

今回、手術前後の呼吸訓練方法を呼吸訓練器具を使
用せずに深呼吸・排痰訓練で行うことで、手術後の
呼吸機能が手術前に近い状態を保てるかどうかを検
証することにしました。

はじめに 
   

  B病棟では全身麻酔で手術を受け
る患者に呼吸訓練器具を使用し訓練
を行っている。しかし、高齢の患者
が多く、使用方法やコストなどの問
題がありこれにかわる呼吸訓練方法
の有効性を検討したのでここに報告
する。 Ⅰ．研究目的 

  手術前後の呼吸訓練方法を呼吸訓練 

 器具を使用しないで、深呼吸・排痰訓 

 練で行い、手術後の呼吸機能が手術前 

 に近い状態を保てるかを検証する。 
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