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研究 
 

乳がん術後患者が退院後に抱える不安や疑問の 

実態調査－患者が求める退院指導のために－ 
 

                                                

柴田希望 1)、荒川千明 1)、片桐真美 1)、古城友美子 1)、狩野智子 1)、佐藤陽子 1) 

1) 国立病院機構仙台医療センター 西４階病棟 

 

抄録                                              

 目的）乳がん術後患者が退院後の日常生活で生じた不安や疑問から看護師に期待する退院指導の内容を明

確にする。方法）乳がん手術を受けた患者に対し、既存のパンフレットを用いて退院前日に指導を実施。退

院後の生活で困ったことをアンケートに記入依頼し、外来受診日に回収した。設問は、①傷について、②傷

以外の症状、③日常生活、④リハビリ、⑤下着、⑥パンフレットの中で、もう少し詳しく聞きたいこととし

た。看護師には退院指導日に指導状況のアンケートを実施した。結果）乳がん手術を受けた患者 10 名と指

導を行ったスタッフ 6 名を対象とした。退院後、全員困ったことがあったと回答。最も多く挙げられたの

は、適切な下着の選択についてであった。次いで日常生活では運動や入浴のタイミング、創部の洗浄方法が

挙げられた。傷、傷以外の症状では痛み、傷の管理・処置方法、痺れや傷の色の変化などが挙げられた。他

に退院指導を早めに行うと事前に相談できるという希望があった。看護師はパンフレットに記載されている

内容を指導しており、下着、創部の管理、退院後の相談場所、社会復帰の際の留意点について補足説明を行

っていた。結語）乳がん術後患者は退院後、下着に関する情報を最も必要としており、次いで退院後に出現

する症状に対する対処方法の指導が必要である。患者はより具体的な指導を求めており、医療者側は一緒に

考えながら退院指導を行うことが必要である。 

                                                

キーワード：乳がん術後患者、退院後の問題、退院指導 

（2017 年 3 月 21 日受領、2017 年 4 月 5 日採用） 

 

 

１ はじめに 

 現在、乳がん手術を受けた患者に対し、病棟看

護師が退院後の生活における注意事項や乳房ケア

の指導を、パンフレットを用いて行っている。し

かし看護師の指導内容が統一されているかの検証

やパンフレットを見直したことがなく、患者にと

って期待する内容としては不十分ではないかと感

じていた。実際に退院指導の際に、「創部のテープ

はいつまで貼っていればいいのか」「剥がれたとき

はどうしたらいいか」「入院中にリハビリをしてい

ないが、自宅に帰ってからはやった方がいいのか」

など、パンフレットには記載されていない内容の

質問を受けることがあった。また、退院後のフォ

ローは外来が中心であり、退院後に困ったことや

退院指導で不足していた情報はなかったのか、退

院後の患者から直接話を聞ける機会が少なかった。

そのため、患者が退院後必要となる情報を看護師

は予測し指導に当たれているのか、看護師が予測

している内容と患者が実際に直面する問題に差は

ないのか、すり合わせが必要であると考えた。 
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 広谷ら¹)は、「がん患者の多くは、退院後も長期

のフォローアップが必要であるため、これまでの

生活を取り戻し、今後の治療への積極的な参加が

できるよう、患者の求めていることを把握した指

導の必要がある」と述べている。女性にとって乳

がん罹患は、身体的合併症やがんであることの苦

悩に加え、乳房喪失によるボディイメージの変化、

退院後の生活における社会との関わりなどの面で

様々な困難を体験する。そこで、退院指導を充実

させるために、手術を終えた患者が実際に感じた

不安や疑問についての実態調査を行った。 

 

２ 方法 

１）研究対象：乳がん手術を受けた認知機能の低

下のない患者、退院指導を実施した看護師 

２）研究期間:2016 年 7 月～10 月 

３）データ収集方法 

（１）乳がん手術を受けた患者に対し、退院当日

に既存のパンフレットを用いてこれまで通りの指

導を実施した。 

（２）パンフレットの指導項目は、創部、清潔・

保湿、リハビリ、日常生活、創部周囲の知覚障害・

痺れ、下着の６項目とした。 

（３）退院指導の際に質問紙を配布した。設問は、

①傷について、②傷以外の症状、③日常生活、④

リハビリ、⑤下着、⑥パンフレットの中でもう少

し詳しく聞きたいことの 6 項目とした。 

（４）質問紙は退院後に記入してもらい、次回外

来受診日に持参し、回収 BOX に投函するよう依

頼した。 

（５）スタッフには、退院指導を行った日にパン

フレットの項目についてどのような指導を行った

のか、パンフレットの指導項目は適切かを質問紙

を用いて調査した。 

 

４）データ分析方法  

（１）患者、看護師それぞれの回答を単純集計し

た。 

（２）看護師の指導する内容と患者が期待する内

容を比較した。 

５）倫理的配慮 

対象者に研究の主旨・目的を説明し、自由意思に

よる参加であり拒否・途中中断しても不利益にな

ることはないこと、得たデータの匿名性を保障す

るとともにプライバシーの保護を確約 し同意を

得た。 

 

３ 結果 

１）対象者  

  乳がん手術(全摘・部分切除・再建)を受けた、

患者 10 名（年齢層は 30～60 歳代）と指導を行っ

たスタッフ 10 名。 

２）患者の回答結果 
 全員が退院後に困ったことがあったと回答した。

最も多く挙げられたのは下着に関する内容だった。

次いで、日常生活について、傷について、もう少

し詳しく聞きたいことが聞かれた。リハビリにつ

いて挙げた人はいなかった（図 1）。 

図１ 退院後に困ったこと 
 
 下着については、保温効果のあるもの、締め付

け感がないものなど適した下着の選択が挙げられ

た（表１－１）。 

表 １－１ 患者の解答 下着について 

 
 日常生活については、動作による痛みの出現、

運動や入浴の開始時期が挙げられた。傷や傷以外

の症状として、傷の痛み、創部の管理、傷以外の

症状の出現による不安が挙げられた（表１－２）。 
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表１－２ 患者の解答 日常生活 

 
 もう少し詳しく聞きたかったこととしては、入

浴や傷を洗っていいタイミングが知りたかったこ

と、パンフレットを退院当日ではなく早めに見ら

れれば相談できるという希望があった。（表１－

３） 

表１－３ 患者の解答 その他の項目 

 

３）看護師の回答結果 

 パンフレットに記載されている内容を指導して

おり、下着、創部の管理、退院後の相談場所、社

会復帰の際の留意点について補足説明を行ってい

た。内容を表２に示した。また、パンフレットの

内容については 9 名が適切であると回答した。1

名が、「リンパ節郭清術の患者はパンフレットを分

けた方がよい」と回答した。 

 

３ 考察 

 今回の対象者は 30～60 歳代の社会や家庭で大

きな役割を担う世代であった。入院中は創部の痛

みやボディイメージの変化など、現在感じられる

範囲での不安や症状が主であったが、退院後に術

前と同じ生活に戻っていく上で、漠然としていた

不安が具体的なものに変化していったと考える。

患者は下着に関する情報を最も必要としており、

次いで退院後に出現する症状に対する異常の判断

基準、対処方法についての指導を必要としていた。

退院後の患者が困った内容はパンフレットに記載

されていないものがほとんどであり、看護師の補

足説明の内容と照らし合わせても、患者が必要と

している情報の提供が不十分であることが明らか

になった。 

 
表２ 看護師の解答結果 

 

 最も多く聞かれた下着に関する指導は、パンフ

レットに記載はあるものの情報としてはわずかで

あり、患者の選択に一任している内容のため、実

際退院後の創部の痛みや患者の術式に適した下着

についてという点で患者が選択に困る結果となっ

たと考える。患者は手術により、病変を取り除い

たという安心感から、乳房を喪失したことによる

喪失感へと患者の気持ちは変容していく。手術を

終え、日常へ戻っていく患者にとって下着は乳房

喪失によるボディイメージの変容へのケアとして、

医療者側からの情報提供が必要不可欠なものであ

る。それに伴い、外見的に整容性を保つために患

者にとっての必要な情報も変化していくことから、

今回の対象者では最も対処に困った項目となった

と考える。 

 次に、創部や患部周囲の不安が多く聞かれた。

入院中は看護師が創部・症状の正常・異常を判断

するが、退院後は患者が日々の観察において自ら

異常の判断をしなければならない状況にある。パ

ンフレットには予測される症状の記載はあるもの

の、症状の程度や対処方法についての具体的な記

載がなかったため、判断に戸惑う結果となったと

考える。 

 その他にも、日常生活における動作、創部の管

理として運動時の注意点・入浴のタイミングなど
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についての意見が聞かれた。運動や入浴は生活の

一部であり、目安や段階をふまえた説明が必要な

項目であったといえる。それらの記載があれば、

より患者の退院後の疑問が解決できたのではない

かと考える。また、患者のアンケート結果から指

導するタイミングを早めて欲しいとの意見もあっ

た。退院指導は退院 2 日前や前日に実施されるこ

とが多く、退院を直前に控えたタイミングでの指

導は、患者が退院後の生活と照らし合わせて疑問

や不安を明確にするには時間が不十分だと考えら

れる。そのため、退院指導の内容だけでなく、指

導を行うタイミングも今後検討していく必要があ

る。 

 看護師は、患者の生活スタイルや術式、指導時

の創部の状況によって補足説明をしていることが

分かった。しかし、患者からは具体的な返答があ

ったのに対して、看護師の回答は抽象的であり、

具体性に欠けた。その理由として、アンケート内

容の問いかけ自体が抽象的であったこと、研究の

意図が伝達できていなかったためと考える。その

ため、患者からの返答と比較した際にスタッフ側

との認識に相違があったと考える。患者には日常

生活や社会生活の面で様々な角度から退院後に生

じるであろう問題点に対する指導が必要とされる。

しかし、私たち医療者側が重要だと考え指導して

いる内容が患者の日常生活において必ずしも重要

とは限らない。そのため医療者が予測して行った

指導が、実際に患者が求め、必要としている内容

に至っていなかったと考えられる。スタッフから

の意見として、「リンパ節郭清術の患者はパンフレ

ットを分けた方がよい」との意見があったが、リ

ンパ節郭清を行った患者に対し、追加でリンパ浮

腫予防指導を実施しているため、今後も現在の方

法を継続していく。 

 広谷ら¹）は「がん患者の多くは、退院後も長期

のフォローアップが必要であるため、これまでの

生活を取り戻し、今後の治療への積極的な参加が

できるよう、患者の求めていることを把握した指

導の必要がある」と述べている。患者それぞれの

生活背景に合わせ、全ての内容をパンフレットに

取り入れることは困難である。しかし、パンフレ

ット上で網羅されていなくとも、退院指導の際に

パンフレットを元に患者の生活・社会背景と照ら

し合わせ、ともに考えながら指導を行っていくこ

とが、患者の退院後の生活に対する安心感につな

がると考える。今回得た結果をもとにパンフレッ

トの改良を行い、正確な情報を提供することで患

者の QOL の保持・向上させ、セルフケアを支援

するための退院指導を充実させていきたい。 

 

４ 結語 

 乳がん術後患者は退院後、下着に関する情報を

最も必要としており、次いで退院後に出現する症

状に対する異常の判断基準、対処方法についての

指導が必要である。患者はより具体的な指導を求

めており、医療者側は患者の生活背景や不安を聞

き、一緒に考えながら退院指導を行うことが必要

である。 
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