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研究成果の概要（和文）： 心臓病をもつ成人は、個別の症状を抱えて日常生活を送っている。症状マネジメントは個
人のQuality of life(QOL)に大きな影響を与える。患者による病いの語りは、症状マネジメントに対して、経験を意味
づけ、秩序立てて構造化することを助け、セルフマネジメントを促す効果が期待できる。
 本研究では、意図的な看護介入として、心臓病をもつ成人に対し病いの語りを促し、症状マネジメントへの効果を測
定し有用性を検討した。その結果、統計的な有意差を見いだすことはできなかったが、セルフマネジメントに関する表
出機会や他者評価の程度が、療養生活を継続する上でプラス要因になる可能性が示唆された。

研究成果の概要（英文）：The adult with heart disease lives under daily life with an individual symptom. 
The symptom management has a lot influence on Quality of life(QOL). The narrative of the patient with 
heart disease helps to give meaning and structure experience. It can expect an effect to promote the 
self-management.
 In this study, it promoted the talk of the illness for an adult with heart disease as intentional 
nursing intervention. We measured an effect to the symptom management by the intervention and examined 
usefulness. As a result, we were not able to find statistical significant difference. However, it was 
suggested to become the positive factor when an expression opportunity about the self-management and the 
degree of the others evaluation for medical treatment life.

研究分野： 臨床看護学

キーワード： 心臓病　高血圧　症状マネジメント　語り
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９、Ｚ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
（１）心臓病による動悸や倦怠感などの症状
は、主観的な体験であり、人それぞれ千差万
別である。症状の強さや程度に影響を及ぼし
てくるが、慢性の心臓病患者は、症状を抱え
ながらも、日常生活を継続していくために症
状をコントロールしなければならない。患者
の症状は、そもそも医学的な問題であり、客
観的に評価されるものとして長く考えられ
てきた。しかし、1980 年代頃から、症状は、
主観的なもので、それを体験している人にと
って固有のものであるという考え方が出て
きた。World Health Organization(WHO）
は、がん患者の痛みの体験に対して、1986
年にがん疼痛の治療指針を発表し、今日のが
んの痛みに対する治療を大きく転換させた。
これにより、麻薬に対する誤解や偏見が取り
のぞかれ、患者の感じる痛みを主観的な指標
として、積極的な麻薬性鎮痛剤の使用が増加
し、症状をコントロールすることが可能にな
ってきた。患者が感じる症状の苦痛は、特定
の症状から体験される苦悩や苦痛と同様に、
患者自身が感じて解釈した身体的、精神的な
不 快 の 自 己 レ ポ ー ト を 含 ん で い る
（Rhodes&Watson,1987)。患者の個人的な感
覚や経験から解釈したことを含めた包括的
な症状マネジメントは、QOL を維持、向上
する効果があると考えられる。 
看護学では、1990 年代になり、症状を包

括 的 に 捉 え る た め の 枠 組 み
（Gift,1999;Lenz,1995）や、症状マネジメン
トにかかわる人々の取り組みや方略を理解
す る 症 状 マ ネ ジ メ ン ト モ デ ル (The 
University of California San Francisco 
School of Nursing Symptom Management 
FacultyGroup,1994;Dodd,Susan, 
Noreen,2001)が概念化されている。また、が
ん、精神疾患などに関して、広く症状マネジ
メントの研究と実践が行われてきている。一
方、国内では、主にがん看護において、がん
そのものからの痛みや苦痛、また化学療法な
どの治療に伴って生じる苦痛などの症状マ
ネジメントに関する研究が多く行われてい
る。神田ら（2008）によるがん化学療法のセ
ルフマネジメントの研究に関する調査では、
療養者の身体、心理・精神、社会に与える影
響とその対処の現状分析や、セルフマネジメ
ントを促進する介入効果の研究が行われて
いることが報告されている。しかし、エビデ
ンスレベルの高い研究はまた少ない状況で
あることも明らかにされている。 
心臓病においては、森山ら(2008)がセルフマ
ネジメント能力の獲得の重要性を指摘して
いる。また、筆者による心臓病をもつ患者を
対象にした退院後のセルフマネジメントに
関する調査では、社会生活を営む成人は、自
分の健康へ常に関心を寄せていていること
が明らかになった（常盤，2008）。特に、罹
患後の検診で身体上は問題がなくても、「胸
がちくちくする」「ときどき動悸がする」「何

となく心臓が気になる」「眠れない」といっ
た様々な症状があり、症状に関するマネジメ
ントは十分な方略はなされていないことが
伺われた。これまで心臓病に関する症状につ
いて言及する研究はあるが、症状のマネジメ
ントに関する研究はまだ十分に検討されて
いないと考える。 
（２）当事者による語りの重視は、カウンセ
リングの考え方の転換を背景に進んできた。
カウンセリングでは、クライエントや家族を
外側から理解してきたが、内側からその意味
を解釈する方向が問題の理解には必要であ
るとし、当事者の語りを重視するようになっ
た。その後、実践の多様化が進み、地域医療
保健に従事する看護職にもナラティブ・プラ
クティスが広く行われている。 
患者が病いを語ることについては、近年、
その効果が注目されている。2001 年に英国
オックスフォード大学プライマリヘルスケ
ア部門と非営利団体 DIPEx チャリティによ
り 作 成 さ れ た DIPEx （ Database of 
Individual Patient Experiences）は、世界に
広がり、日本でも日本人患者による健康と病
いの語りが、現在ウェブサイト上で公開され
ている。この患者による語りは、病気の診断
を受けた人やその家族が、同じような経験を
した人たちの語りを知ることで、 病気と向
き合う気持ちや知恵を身につけるという趣
旨のもとで作られている。これは、ナラティ
ヴ・ベースド・メディスン（Narrative Based 
Medicine）の考え方に基づいている。 
Atkinson（2002）は、多くの人は、自分の
ライフストーリーを共有したいと思ってい
て、この語りは、自分の経験を明確に理解し、
体験についての感情を知り、自分にとっての
意味に気づき、自分自身を中心に据えて統合
することを促すと述べている。また、桜井
（2002）は、ライフストーリーの語りについ
て、聞き手と語り手の相互作用によって構築
される対話的混合体であると主張している。
聞き手の存在により、語り手は、経験を意味
づけ、秩序立てて構造化することができると
述べており、ライフストーリーという研究手
法の特徴を意味づけている。 
看護学においても、1990 年代から、特に慢
性病において、このようなライフストーリー
研究が散見される。患者の語りを題材とする
ライフストーリー研究は、患者の主体的体験
を重視しており、ナラティブによる患者の生
きたエビデンス（Gregory，2010）を求めて
いるといえる。患者の語りにより、心臓病を
もつ成人の生活や症状についても次第に明
らかになってきているが、ナラティブ・プラ
クティスとしての側面から、語りを看護介入
として症状マネジメントに活用し、その効果
を客観的に評価しているものはない。 
 
２．研究の目的 
心臓病をもつ成人は、動悸や倦怠感など、

それぞれ個別の症状を抱えて日常生活を送



っている。医学上は問題がなくても、症状は
主観的な体験として認知されるため、症状マ
ネジメントは個人の Quality of life(QOL)に
大きな影響を与える。患者による病いの語り
は、症状マネジメントに対して、経験を意味
づけ、秩序立てて構造化することを助け、セ
ルフマネジメントを促す効果が期待できる。
本研究では、意図的な看護介入として、心臓
病をもつ成人に対し病いの語りを促し、症状
マネジメントへの効果を測定し、その有用性
を明らかにすることを目的とする。 

 
３．研究の方法 
本研究では、心臓病を有する患者として、

高血圧の内服治療を行っている地域在住成
人を対象とした。調査は、病いの語りによる
症状マネジメントへの効果に関する比較を
するため、３群に対して実施した。 
調査Ⅰは、市民講座参加者同士で、「語ら

い」をする機会を数回にわたり設定した（S
１）。さらに、面接者が市民講座以外の時間
帯に、電話により縦断的に数回の連絡を行い、
「語り」を促す群（S２）を設定した。調査
Ⅱでは、「語り」「語らい」をしない高血圧が
通院患者を調査対照（S３）とし、３ヶ月間
に面接回数と同様の時期に症状マネジメン
トの変化を測定した。 
 

（１）調査Ⅰ 
①研究対象者 
高血圧のセルフマネジメントに関する知識
や方略について講座（1 セッション３回）参
加者。第 1 クール 5 名および第 2 クール 26
名。 
②調査方法 
 
 
 
 

 
a. 高血圧のセルフマネジメントに関する知

識や方略について講座（1 セッション３
回）を開催した。セッション内容は、医
師、栄養士、笑いヨガ専門インストラク
ターによる講義と演習とした。実施期間
は、第 1 セッションは、平成 26 年 11 月
～2月、第 2セッションは、平成 27 年度
7月～9月に実施した。開催場所は所属大
学構内の講義室および演習室とした。毎
回、講座の途中には休憩時間をとり、講
師や参加者同士が自由に語る場と時間を
設定し、セルフマネジメントに関する話
題になるようファシリテートした。セッ
ション 1 では参加者によって語られた内
容をＩＣレコーダーに記録した後、逐語
録に起こした。 

b. 各セッションの開始前と終了後に、セル
フマネジメントに関する質問紙調査を実
施した。質問内容は、年齢、性別、自覚
症状、治療通院歴、服薬状況などの基礎

情報と、セルフマネジメントに関する設
問として、高血圧症患者の自己管理度測
定尺度（坪田ら，2005）および服薬アド
ヒアランス尺度（上野ら,2014）を使用し
た。 

③分析方法 
参加者によって語られた内容は、文脈からセ
ンテンスを区切り意味の解釈を試みた。質問
紙調査データは、対象数が少ないため基本統
計量から質的な特徴を抽出した。語りの分析
結果と質問紙調査結果を相互参照しながら、
セルフマネジメントに関連する要因を探索
した。 
 
（２）調査Ⅱ 
①研究対象者 
地域のクリニックに通う高血圧患者 60 名

（調査Ⅰの対照群として設定）。2回調査共に
回答の得られた 40 名。 
②調査方法 
調査Ⅰと同様の質問紙調査（初回、３ヵ月

後）を実施した。 
③分析方法 
基本統計量を算出し、調査Ⅰとの比較検討

を行った。 
 
（３）倫理的配慮 
すべての調査において、研究の目的、趣旨、

方法について文書を使用して説明し同意を
得た方を研究対象者とした。研究参加は任意
であり、講座や受診には影響しないこと、得
られた個人情報の管理と保護について説明
した。研究計画及び倫理的配慮に関する事項
については、所属大学の倫理審査を受け承認
を得た（埼玉県立大学 承認番号26068号）。 
 

４．研究成果 
（１）調査Ⅰ 
①自己管理度（表 1） 
表１　自己管理度（セッション２）

平均 SD 平均 SD
運動療法に関する情報を取り入れるようにしている 3.05 0.65 3.16 0.69 0.63 †

食事は野菜や魚類が中心である 3.27 0.63 3.12 0.77 0.19
肉類や油っこいものを控えている 3.00 0.53 2.88 0.71 0.77
お風呂に入るときは浴室と脱衣所をあらかじめ暖めている 2.32 0.89 2.04 0.96 0.09 †
漬物、佃煮、ハム、干物、塩辛などの塩分を含む食品はとらないようにしている 2.68 0.72 2.92 0.63 0.06 †

疲れたら無理をしないで休息する 3.23 0.53 3.23 0.65 0.49
車などの乗り物にたよりすぎないように歩くようにしている 3.18 0.59 2.92 0.81 0.03 *
身体の負担にならないよう仕事（家事）を調整している 2.77 0.61 2.77 0.86 0.77
ストレス対処法に関しての情報を取り入れるようにしている 2.91 0.61 2.92 0.69 0.67
日頃より運動を心がけている 3.18 0.73 3.27 0.67 0.43
入浴時の注意について、情報を得るようにしている 2.73 0.70 2.77 0.65 1.00
塩分を控えて食事を作っている 2.82 0.66 2.92 0.70 0.19
規則正しい生活をしている 3.23 0.43 3.16 0.62 1.00
お風呂は38～40度くらいの比較的ぬるま湯に入る 2.91 0.75 3.00 0.65 0.58
外出時、寒いときは上着をもう１枚着るなど、寒暖に対して衣服で調整している 3.41 0.67 3.38 0.58 1.00
コレステロールをとりすぎないように気をつけている 2.90 0.51 2.92 0.57 0.33
天候の悪い日には室内で運動を行っている 2.50 0.67 2.16 0.69 0.04 *
悩み事を相談する相手がおり、ストレスをためないようにしている 2.59 0.59 2.60 0.65 0.79
運動後に爽快な気分になるような運動を行っている 2.55 0.80 2.60 0.65 0.75
運動中に脈拍を測定し、体に負担になっていないかを把握している 1.91 0.75 1.80 0.76 0.33
十分に睡眠をとり、すっきりと目覚めることができる 3.05 0.79 3.08 0.81 0.42
運動をするときは、手足を大きく動かすような散歩、早歩き、水中運動、ゆったりとした水泳、サイクリング、リズム体操などの激しくない全身運動を行っている 2.77 0.87 2.96 0.93 0.27
甘い菓子やジュースは控えている 2.86 0.56 2.69 0.62 0.04 *
バランスのとれた食事をしている 3.00 0.69 2.92 0.69 0.72
運動中や後には水分をとっている 3.27 0.70 3.38 0.57 0.08 †

味の薄いものを食べるようにしている 2.91 0.68 3.12 0.71 0.26
太らないように気をつけて食事をとっている 2.91 0.61 3.04 0.66 0.72

*p<0.05　†；0.05<p<0.1

p値項目
プログラム前 プログラム後

 

セッション１は、運動に関する項目が低値
を示した。セッション２は、前後で有意な変
化が見られた項目は「車などの乗り物にたよ
りすぎないように歩くようにしている」「天
候の悪い日には室内で運動を行っている」
「甘い菓子やジュースは控えている」でそれ
ぞれセッション後に低下がみられた。有意傾
向があった項目は、「運動療法に関する情報



を取り入れるようにしている」「漬物、佃煮、
ハム、干物、塩辛などの塩分を含む食品はと
らないようにしている」「運動中や後には水
分をとっている」でセッション後に上昇、「お
風呂に入るときは浴室と脱衣所をあらかじ
め暖めている」でセッション後に低下が見ら
れた。 
 
②服薬アドヒアランス（図１） 
服薬アドヒアランスは各セッションとも

高値を示した。セッション２の前後では、「薬
について、医師などの医療従事者に自分の質
問を気兼ねなくしている」で低下、「この 3
週間、薬を一日の指示された個数・回数通り
に使用している」「この 3 週間、薬を一日の
指示された時間通りに使用している」で有意
な上昇がみられた。 

1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 

薬について、医師などの医療従事者に自分の質問を気兼ねなくしている

薬について、医師などの医療従事者と、自分の思いや目標を共有できている

薬について、医師などの医療従事者と、自分の今までの治療経過を共有できている

自分の使用している薬についてわからないことを尋ねている

薬の副作用･アレルギー症状、いつもと違う症状について報告している

自分の使用している薬やその必要性について知っている

薬を継続するための対処をとっている（日常生活での工夫など）

自分の薬に必要な情報を探したり、利用したりしている

薬の必要性について納得している

薬の使用は食事、歯磨きのように自分尾生活習慣の一部になっている

薬に対する声かけをしてもらうなど、家族や周囲の人の助けを得ることに抵抗がない

この3週間、薬を一日の指示された個数・回数通りに使用している

この3週間、薬を一日の指示された時間通りに使用している

薬を自分だけの判断でやめることはない

図１ 服薬アドヒアランス（セッション２）

後

前

 
 

③語りの内容 
ほとんどの人が毎日血圧測定を実施して

おり、測定時間や方法、使用している器具な
どの違いについて互いに関心が高いこと、薬
の効果や日常的な自己管理について他者と
の情報交換を期待していることが語られて
いた。 
S2 群を対象とした、語りの内容の分析では、

自己管理度や服薬アドヒアランスが高い人
ほど、日常的な自己管理について他者にその
内容を伝えており、セルフマネジメントに関
する表出機会や他者評価の程度が療養生活
を継続する上でプラス要因になることが考
えられた。また、複数疾患を有している場合、
服薬を遵守しているが、「服薬数を減らすこ
とは出来ないか」、「ほかに健康を維持する方
略はないか」という気持ちを抱いていた。し
かし、そのような場合、かかりつけの医師や
その他の医療者に相談することにたいして
は、抵抗感を持っていた。S2 群は、対象数が
10 のみのため、統計的な検証はできなかった。 
 
（２）調査Ⅱ(対照群) 
①自己管理度（表２） 
2 回調査間で有意差が見られた項目は「漬

物、佃煮、ハム、干物、塩辛などの塩分を含
む食品はとらないようにしている」「お風呂
は38～40度くらいの比較的ぬるま湯に入る」
の2項目のみで、3ヶ月後に低下が見られた。
有意な変化が見られたのは、「疲れたら無理
をしないで休息する」「運動中に脈拍を測定
し、体に負担になっていないかを把握してい

る」の 2 項目のみで、3 ヶ月後に低下が見ら
れた。 
 

表２　自己管理度（対照群）

平均 SD 平均 SD
運動療法に関する情報を取り入れるようにしている 2.40 0.84 2.33 0.80 0.52
食事は野菜や魚類が中心である 2.63 0.70 2.75 0.74 0.23
肉類や油っこいものを控えている 2.73 0.75 2.75 0.74 0.84
お風呂に入るときは浴室と脱衣所をあらかじめ暖めている 2.55 0.85 2.48 0.99 0.70
漬物、佃煮、ハム、干物、塩辛などの塩分を含む食品はとらないようにしている 2.68 0.83 2.35 0.66 0.01 *
疲れたら無理をしないで休息する 3.00 0.73 2.69 0.86 0.06 †

車などの乗り物にたよりすぎないように歩くようにしている 2.78 0.83 2.85 0.70 0.45
身体の負担にならないよう仕事（家事）を調整している 2.35 0.83 2.38 0.81 0.86
ストレス対処法に関しての情報を取り入れるようにしている 2.28 0.82 2.20 0.82 0.50
日頃より運動を心がけている 2.60 0.81 3.25 0.50 0.40
入浴時の注意について、情報を得るようにしている 2.33 0.86 2.40 0.87 0.54
塩分を控えて食事を作っている 2.65 0.80 2.70 0.79 0.64
規則正しい生活をしている 4.00 6.78 2.79 0.66 0.27
お風呂は38～40度くらいの比較的ぬるま湯に入る 2.55 0.85 2.25 0.87 0.02 *
外出時、寒いときは上着をもう１枚着るなど、寒暖に対して衣服で調整している 3.15 0.66 3.20 0.56 0.64
コレステロールをとりすぎないように気をつけている 2.75 0.74 2.63 0.63 0.23
天候の悪い日には室内で運動を行っている 1.95 0.90 1.78 0.77 0.16
悩み事を相談する相手がおり、ストレスをためないようにしている 2.70 0.79 2.60 0.78 0.46
運動後に爽快な気分になるような運動を行っている 2.20 0.99 2.03 0.89 0.25
運動中に脈拍を測定し、体に負担になっていないかを把握している 1.78 0.89 1.50 0.78 0.09 †

十分に睡眠をとり、すっきりと目覚めることができる 2.15 1.05 2.78 0.77 0.38
運動をするときは、手足を大きく動かすような散歩、早歩き、水中運動、ゆったりとした水泳、サイクリング、リズム体操などの激しくない全身運動を行っている 2.77 0.87 2.03 0.18 0.30
甘い菓子やジュースは控えている 2.88 0.82 2.83 0.75 0.69
バランスのとれた食事をしている 2.70 0.65 2.75 0.63 0.62
運動中や後には水分をとっている 3.18 0.71 3.08 0.69 0.42
味の薄いものを食べるようにしている 2.68 0.83 2.75 0.71 0.57
太らないように気をつけて食事をとっている 2.60 0.78 2.73 0.78 0.23

*p<0.05　†；0.05<p<0.1

項目
初回調査 3ヶ月後

p値

 
②服薬アドヒアランス（図２） 
服薬アドヒアランスは2回調査とも高値を

示した。初回調査、3 ヶ月後調査間で統計的
な有意差は見られなかった。 

1 2 3 4 5

薬について、医師などの医療従事者に自分の質問を気兼ねなくしている

薬について、医師などの医療従事者と、自分の思いや目標を共有できている

薬について、医師などの医療従事者と、自分の今までの治療経過を共有できて…

自分の使用している薬についてわからないことを尋ねている

薬の副作用･アレルギー症状、いつもと違う症状について報告している

自分の使用している薬やその必要性について知っている

薬を継続するための対処をとっている（日常生活での工夫など）

自分の薬に必要な情報を探したり、利用したりしている

薬の必要性について納得している

薬の使用は食事、歯磨きのように自分尾生活習慣の一部になっている

薬に対する声かけをしてもらうなど、家族や周囲の人の助けを得ることに抵抗…

この3週間、薬を一日の指示された個数・回数通りに使用している

この3週間、薬を一日の指示された時間通りに使用している

薬を自分だけの判断でやめることはない

図２ 服薬アドヒアランス（対照群）

後

前

 
 
総括：自己管理については、対照群と比較し、
セッションによって変化が見られる項目が
複数個あった。これは、セッションによる影
響、またはセッションが行われた時期(季節）
によりライフスタイル上、着目する事項が異
なることも影響していると推察され、必ずし
も語りや語らいが影響したとはいえない。結
論としては、対照群との比較では、統計的な
差違を見いだすことは今回の調査のみでは
結論づけることはできない。しかし、セルフ
マネジメントに関する表出機会や他者評価
の程度が療養生活を継続する上でプラス要
因になる可能性は考えられる。今後はサンプ
ル数を増やす、また方法論を検討していく必
要があると考える。  
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