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Ⅰ．は じ め に

　脳血管内治療は，開頭手術と比べ低侵襲で，入院期間も短
期間で済むという利点があり，脳外科分野の治療の選択肢の
一つとして浸透してきている1）。しかし，局所麻酔下で行わ
れる脳血管内治療は，治療部位が頭部であり，周囲の音が聞
こえるため2），患者の苦痛と不安は多大であると推測される。
　A病院血管撮影室では，2008 年からカテーテル前訪問（以
下，カテ前訪問）を開始し，現在は当日入院・緊急を除くす
べての患者にカテ前訪問を行っている。カテ前訪問の目的と
しては，治療を受けるにあたっての心の準備を図り，治療中
の不安や苦痛を軽減することを目指している。しかし，カテ
前訪問の有効性に関する評価を実施していないため，その有
効性を明らかにする必要性を感じていた。
　また，脳血管内治療においては，看護師が不用意に声をか
けてしまうと，患者は無意識に頭を動かしてしまい，治療に
支障をきたしてしまう恐れがあるため，術中の患者への言葉
かけは最小限にする必要がある。そのため，不安を感じてい
ると推測される患者に対し，カテ前訪問は行っていても，そ
のニーズに十分対応できているか疑問に感じていた。一般
に，手術や検査の事前訪問や説明は，患者の不安解消と精神
的準備をする上で有効とされている3）。また，心臓カテーテ
ル検査・治療においては先行研究で，カテ前訪問の有効性を
報告している文献は多く認められるが4）5）6），脳血管内治療の
カテ前訪問についての文献は少なく7），その有効性は明らか
になっていない。
　以上から，本研究では，脳血管内治療におけるカテ前訪問
の有効性を明らかにすると同時に，治療を受ける患者の心理
プロセスを知ることで，カテ前訪問や術中・術後の関わりへ
の示唆を得たいと考えた。

Ⅱ．目 的

　局所麻酔下で脳血管内治療を受けた患者へのカテ前訪問の
有効性を明らかにすると同時に，患者の心理プロセスを明ら
かにすることで，カテ前訪問や術中・術後での関わりへの示
唆を得ることを目的とする。

Ⅲ．方 法

　1．研究デザイン：質的帰納的研究法
　2．期間：2012 年 3 月〜8月
　3．研究対象者：A病院血管撮影室において，局所麻酔下
で脳血管内治療を行った意識清明な患者のうち，予定入院で
カテ前訪問を受けた患者 6名とし，主治医の許可を得て選定
した。
　4．データの収集方法： インタビューガイドに沿って，半
構成的面接を行った。
　面接内容は，カテ前訪問がどの程度患者の心の準備に役
立ったかの認識，術前・中・後にどのようなことを考えてい
たかなどで，対象者の了解を得て録音とメモを行った。な
お，カテ前訪問を行う可能性のあるスタッフ全員がカテ前訪
問を統一した方法で行えるよう，事前に説明会を行った。
　5．分析方法：研究対象とした現象がプロセス的な特性を
持っていたため，修正版グランデッド・セオリー・アプロー
チ（M–GTA）8）による分析を用いた。M–GTA の手法に基
づき，文脈に着目し，データを説明する概念の生成，それら
の複数の概念間の関係性からカテゴリーを形成した。生成さ
れた概念とカテゴリーを構成要素として結果図ならびにス
トーリーラインを作成し，その結果からカテ前訪問に対する
患者の反応ならびに術前・中・後の心理プロセスを説明し
た。なお分析の信頼性と妥当性を高めるため，研究対象者に
対してはリスポンスリーディングを実施した。また研究の全
期間にわたり質的研究の経験をもつ研究者による助言を受
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け，繰り返し研究者間で検討を行った。

Ⅳ．倫理的配慮

　本研究は，A病院看護研究倫理委員会による承認を得て
実施した。対象者に研究の主旨や参加の自由，プライバシー
の保護，研究結果の公表について文章と口頭で説明し，同意
書に署名を頂き実施した。また，インタビュー中は患者の健
康状態に十分配慮し実施した。

Ⅴ．結 果

　1．対象者の概要：対象者は，脳動脈瘤のコイル塞栓術が
2名，内頸動脈狭窄症の頸動脈ステント留置術が 3名，鎖骨
下動脈完全閉塞の血管拡張・ステント留置術が 1名の計 6名
であった。うち，男性は 5名，女性は 1 名，年代は 50〜70
歳代，平均年齢は 65.7 歳であった。
　2．分析結果：データ分析により描出された 15 の概念を基
に，4 つのカテゴリーと 1 つのコアカテゴリーで構成され
た。文中及びカテゴリー表（表 1），結果図（図 1）では，コ
アカテゴリーを【 】，カテゴリーを［ ］，概念を〈 〉，デー
タを「 」とした。
　3．プロセスの第 1段階とともに存在する［個別性のある
カテ前訪問］
　患者には，「造影剤を使用し体が熱くなるなど感覚で分か
る現象は，事前に口頭で説明してほしい」，「カテーテルがど

こを通って目的の場所まで行くのか知りたかった」など詳し
い説明を期待し，説明を受けることで安心する患者や，「あ
んまり聞いても仕方ない」，「あんまり聞くと怖くなる」など
詳しい話を聞くと恐怖心が増してしまう患者がおり，患者に
よって知りたい内容は異なっていた。また，「事前に説明を
受けたことで安心した」，「顔を知っていれば，非常に安心」，
と顔合わせによる安心感を得ている患者もいた。つまり，患
者によってカテ前訪問に求めることは様々であり，〈ニーズ
の異なるカテ前訪問〉が求められていた。それに対して，カ
テ前訪問がほとんど効果を発揮しなかった〈記憶に残りにく
いカテ前訪問〉が存在した。つまり，患者は医師からの説明
に多くの注意を払っており，看護師の訪問や説明は，ほとん
ど記憶に残っていないケースも存在することが明らかとなっ
た。
　4．プロセスの第 1段階である［治療を決心するまでの葛
藤］
　患者は，〈疾患からくる生命の危機感〉と〈治療に伴う合
併症への不安〉と〈治療のリスクを負ってでも生きて果たし
たい役割〉を天秤にかけて治療を受ける決心をしていた。ま
た，患者にとって合併症への不安は大きいが，合併症を防ぐ
ための医師の丁寧な対応や，全身麻酔でなく局所麻酔である
ことが，治療への前向きな気持ちを後押ししていた。しかし
一方で，治療をせざるを得ない病状のため，医師にお任せす
るしかないという半ば諦めのような気持ちもあり，双方が
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表１　脳血管内治療を受けた患者の心理プロセスのカテゴリー表 1　脳血管内治療を受けた患者の心理プロセスのカテゴリー
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〈治療の決心の後押しをする信頼と依存〉となって混在して
いた。
　5．プロセスの第 2段階である［治療に伴う合併症の恐怖
との戦い］
　患者は術中，様々な思いを抱いて治療を受けていた。その
中でも特に，「破れたらどうなるんかなと思った」など合併
症の恐怖に怯え，〈隣り合わせにある合併症の恐怖〉を感じ
ていた。そして，予想外の感覚を〈敏感に感じる身体症状〉
が出現し，また医師の言葉の一字一句で安心と恐怖心の間で
気持ちが大きく揺れ動く〈耳を研ぎ澄ませて聞く医師の言葉
による一喜一憂〉の状態となっていた。さらに，医師やス
タッフ間で交わされる専門用語が理解できず〈医師と別世界
にいる感覚〉も加わり，患者は複雑な心理状態の中で治療を
受けていた。こうした中，治療を担当する看護師が時々声か
けすることで，「声をかけてもらえるだけですごく安心」と
話していたように，患者は自分のことを看てくれていると感
じ，〈看護師の言葉かけによる安心感〉を得ていた。
　6．プロセスの第 3段階である［恐怖からの解放と未来へ
の転換］
　患者は治療が終わった直後，自らの身体が動いたり，痛み
を感じることで，無事に治療が成功した喜びや生きているこ
とを実感し，〈生きていることを実感する身体感覚〉を得る

ことで，〈ようやく迎えることのできた安堵感〉に満たされ
ていた。さらにその後，術中の緊張状態から解放され，長時
間安静による腰痛などの〈安堵からくる苦痛〉を強く感じる
と同時に，〈退院後の生活への不安と期待〉を抱き，疾患に
対する不安を抱えながら，また入院前と同じ生活を送ること
を期待していた。
　7．プロセスの全段階を通して存在する【生の死の狭間に
いる危機的状況】
　術前・中・後の段階すべてにおいて，患者は常に生命の危
機感を感じながら過ごしており，局所麻酔下で脳血管内治療
を受けた患者の心理プロセスを考える際，このカテゴリーが
大きな存在となっていた。

Ⅵ．考 察

　分析の結果から，術前・中・後の 3つの段階を経て変化す
る心理プロセスが明らかとなった。患者の変化する心理を時
間軸のプロセスに従い，カテ前訪問での関わりと結びつけて
考察する。
　1．脳血管内治療前の患者の心理とは
　術前の患者にとって，合併症の恐怖は，治療の決心を踏み
とどまらせる程深刻な要因であるが，医師への信頼と依存が
治療の決心を後押ししていた。また，それと同時に，生命の

図 1　脳血管内治療を受けた患者の心理プロセス
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危機感と生きて果たしたい役割があることで，患者は治療を
受ける決意に至っていた。
　患者が行う脳血管内治療を受けるか否かの意思決定は，実
際には，外来受診の場で行われている。そのため，カテ前訪
問を行う段階では，もはや看護師が患者の治療の決心に関わ
ることはできない。そのため，個別性のあるカテ前訪問を意
識し，関わることで患者の治療に望む心の準備を促すことが
できると考える。また同時に，患者が様々な不安を抱えなが
ら治療を決心したことを把握した上で，短時間の訪問ではあ
るが，情報提供を行うと同時に，不安の表出を図り，看護師
として治療を支える姿勢を示すことが必要と推察された。ま
た，これらの情報を治療に直接関わる看護師や病棟看護師，
外来看護師とも共有することで，より患者のニーズに近づい
たケアの提供に結びつくのではないかと思われる。
　2．脳血管内治療を受けている最中の患者の心理とは
　術中の患者が体験していたものは，合併症の恐怖とそれに
付随する医師の言葉による一喜一憂，敏感な身体的感覚，ま
た専門領域であることと恐怖に対する防衛反応とも取れる医
師とは別世界にいるような感覚があり，それらが複雑に混じ
り合って存在していた。
　術中の恐怖は，術前と同様に，合併症によるものがほとん
どを占めており，看護師が直接その恐怖を軽減することは困
難であるが，看護師の関わりで安心感を得ていた。これは，
看護師が看ているという姿勢を示すことで，患者の不安軽減
に大きな役割が果たせることを示している。そのため，術中
の患者の揺れる心理面を把握し，カテ前訪問での関わりと結
びつけていくと，さらに効果的な関わりができるのではない
かと思われる。つまり，カテ前訪問で，合併症に関する不安
の表出を図っておくことで，耳を研ぎ澄まし，身体感覚に敏
感になっている患者の動揺を察知しやすくなる。これによ
り，術中に看護師が患者のニーズに沿ったアプローチをしや
すく，不安の軽減に対する効果的な関わりにつながるものと
思われる。
　3．脳血管内治療後から退院までの患者の心理とは
　治療を終えた患者は，生きていることの実感と安堵感，そ
して，腰痛などの苦痛に苦みながらも，退院してまた入院前
と同じような生活を送ることを思い描いていた。これには，
今まで果たしてきた役割を再び果たしていきたいという自己
実現の欲求と，治療しても完治したわけではないため，疾患
に対する不安が拭い去れない状況であることが含まれてい
る。
　このため，カテ前訪問の際に得られた情報を，病棟看護師
や外来看護師と共有しておくことにより，術後の患者の自己
実現への欲求や治療後も残る疾患に対する不安に対して，そ
のニーズに沿った看護の提供が可能になるものと考える。つ
まり，治療に向けたカテ前訪問というだけでなく，術後を見
据えた患者に対する関わりが始まっていると言える。

　以上のことから，患者は，全段階を通して常に疾患や合併
症の恐怖を抱えており，カテ前訪問での看護師の関わりは，
患者の不安感や恐怖心の軽減のために重要な役割を担ってい
るといえる。また，患者の思いのプロセスに沿った看護介入
と関連部署との連携が必要不可欠であることが示唆された。

Ⅶ．結 論

　1．カテ前訪問は，患者の不安感や恐怖心の軽減のために
有効である。しかし，患者によってそのニーズは異なり，
［個別性のあるカテ前訪問］が求められていた。
　2．患者の術前・中・後を通した心理プロセスは，［治療を
決心するまでの葛藤］，［治療に伴う合併症の恐怖との戦い］，
［恐怖からの解放と未来への転換］であり，コアカテゴリー
として【生と死の狭間にいる危機的状況】が存在した。

Ⅷ．お わ り に

　今後は，患者の不安や恐怖心を軽減させるため，患者の心
理プロセスを考慮した効果的な看護介入を実践するととも
に，病棟や外来看護師との連携を図り，より良い継続看護に
なるようなシステムを構築することが課題である。
　また，今回の研究は，患者の術前・中・後を通した心理プ
ロセスのみに焦点をあてた研究であるため，カテ前訪問その
ものの在り方を明らかにするには，限界がある。今後は，カ
テ前訪問に関係するあらゆる側面からの研究を積み重ねてい
くことが課題である。
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