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研究成果の概要（和文）：胃切除術を受けた患者は、退院後から一年を通して、食事内容や食事方法、食事形態
に配慮して食生活を営んでいた。しかし、消化器症状やダンピング症候群により退院後の食生活に負担を感じた
り、痩せや虚弱により日常生活に支障をきたしていることが明らかになった。一方、医師、看護師、管理栄養士
を対象に、退院後に胃切除に伴う問題を抱える患者への支援について調査した結果、医師は検査、薬剤や経腸栄
養剤の処方などの医行為に加え、食生活を把握し、指導を行う役割を認識していた。また、看護師は、患者への
心理面の把握や訴えの傾聴、管理栄養士は食事指導、心理面や調理者の把握、経腸栄養剤を勧めるなどを役割と
して認識していた。

研究成果の概要（英文）：Patients who underwent gastrectomy attempted to eat soft and light food 
after discharge.  However, they suffered from not only gastrointestinal symptoms and dumping 
syndrome, but also losing weight and decreasing physical strength.  Those problems could interfere 
with everyday life and food intake to obtain adequate energy for a long time after surgery. On the 
other hand, as a result of investigating the support for patients with problems with gastrectomy 
after discharge for doctors, nurses, and registered dietitians,doctors not only conducted medical 
examinations, prescriptions of medicines and enteral nutrition medicines, but also conducted dierary
 instruction. In addition, nurses have recognized the role of understanding the psychology of the 
patient and listening to complaints, and the registered dietitians have recognized the role of 
dietary instruction, understanding of the psychology and cooks, and recommending enteral nutrition. 

研究分野： 周手術期看護

キーワード： 胃がん　胃切除術　食生活　後遺症状　消化器症状

  １版

令和

研究成果の学術的意義や社会的意義
胃切除患者の退院後の食生活と消化器症状に関する実態調査から、胃の機能が喪失または低下した状態からの回
復に至るまでの食事と食事に伴う消化器症状やダンピング症候群の症状、心理的側面の変化を明らかにしたこと
で、外来受診をするまでの間に自宅または社会での生活を充実させるためには、外来受診時の医師、看護師、管
理栄養士の支援の必要性が示唆できた。また、患者が抱える問題に対して外来で関わる医師、看護師、管理栄養
士が認識する役割について明らかにしたことで、外来での胃切除術を受けた患者への支援体制の構築につながる
研究であった。



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 
１．研究開始当初の背景 
 退院後に患者は食事量と内容の変更に伴い、食後のつかえ感、嘔気などの消化器症状を体験
しており、石野や戸梶（2004）が示唆するように患者が置かれている状況と、臨床における看
護職の認識との間には乖離が生じている。そして、多くの研究において、退院後も胃がんの術
後患者に対する継続的な介入の必要性が指摘されており（中島、清水，2008、吉村ら，2005、
中島ら，2004、木山，2003、奥坂、数間，2000）、Olsson ら（2006）は、術後 12 か月の間
は、患者は何らかの不快な症状に悩み、専門的な援助や治療を必要としていることを指摘して
いる。そこで、本研究において胃切除術を受けた胃がん患者が早期に円滑な日常生活が送れる
よう、「元気が出る食事の摂取」を目指して、術後１年間の包括的な支援ツールの開発を行う。 
 
２．研究の目的 
１）胃切除術を受けた患者の退院前後の食事に対する認識と実際の食事の差異、および術後 1
年間に食生活を再構築していく過程と、食生活を再構築していく過程で障害となる要因を明
らかにする。 

２）胃切除術を受けた患者の問題に関する支援の実際と認識について明らかにし、患者が食生
活を再構築するにあたって医療者と患者の認識の差異を明らかにする。 

 
３．研究の方法 
１）2013 年 9 月～2014 年 1月の期間にインタビュー調査した内容を分析して、胃切除術を受け
た患者の、①手術後の食生活、②退院後の食生活に関する変化、③食事中に気を付けている
こと、④食後に気を付けていること、⑤手術後の後遺症、⑥退院後の食生活で心配なことや
困ることについて明らかにするとともに、次に実施する退院後のインタビュー調査の内容に
ついて考察する。 

２）１）の研究を踏まえて、質問内容を明確にした後、胃切除術を受けた患者を対象として、
退院後 1 ヶ月、3 ヶ月、6 ヶ月、12 ヶ月時点での①食生活、②食事量や食事回数の変化、③
食事内容の変化に対する思い、④食事にかける時間、⑤食事中に気をつけていること、⑥食
後に気をつけていること、⑦術後の後遺症、⑧食生活で心配なことについて 30分程度のイン
タビュー調査を行う。 

３）それぞれの時点での 2日間の食事を写真で撮影してもらい、食事内容の栄養分析を行う。 
４）２）の研究結果と文献検討を基に、医療者を対象としたアンケートを作成し、医師、外来
看護師、管理栄養士を対象として、退院後に問題を抱える患者に対してそれぞれの職種の関
わりの必要度とそれぞれが認識する役割についてアンケート調査を行う。 

 
４．研究成果 
１）入院中の胃切除術を受けた患者 10 名：39歳から 85 歳までの平均年齢 70.9（SD13.5）歳、
男性 6名（幽門側切除 6名、噴門側切除 1名）、女性 4名（全摘 1名、幽門側切除 3名）であ
った。インタビュー内容を分析した結果、術後の食生活に対する認識は、141 サブカテゴリ、
48 カテゴリ、8コアカテゴリに分類された。 

表１ 術後の食生活に対する認識（入院中） 

コアカテゴリ カテゴリ 

胃に負担をかけない 
食べ方をする 

・休憩をとりながら食事をする 
・時間をかけて食事をする  
・食べ物をよく噛んで食べる 

・食べ方を意識して食べる 
・自分の胃の調子を見ながら食べる 
・野菜から食べる    

※ほか 2カテゴリ 

胃に負担を 
かけないものを食べる 

・消化が良いものを食べる 
・野菜を意識して食べる 

・胃に負担となる食べ物を控えている 
・柔らかいものを食べる  

※ほか 2カテゴリ 

食後、活動と休息を図る ・食後に休憩をとる ・食後に運動をする 

術前と変わらない 
食生活を送っている 

・カロリーの低い間食を食べる 
・間食は摂らない 
・後遺症は起こったことがない 

・退院後の食事の内容は術前と 
 変わらない     

     ※ほか 2カテゴリ 

思うように 
食事ができない 

・食事に満足できない 
・以前の食べ方を変えるのが辛
い 

・手術前のようにたくさん食べられない 
・食べたいと思わない 
・食事が苦痛である    

※ほか 4カテゴリ 

食事により苦しい体験を
する 

・食べ物が詰まった感じがする 
・食後に腹部に痛みを感じる 

・食べすぎるとおなかが張って辛い 
・ダンピングを起こした  



※ほか 2カテゴリ 

退院後の食生活について 
考える 

・栄養価が高いものを食べる 
・食事を楽しむ工夫をする 
・退院後は、食事に気を付ける 

・食べられるように工夫する 
・間食で足りないエネルギーを補う 
・食後、ダンピング（後遺症）に対処す
る        

※ほか 2カテゴリ 

退院後の生活や 
体のことが心配である 

・退院後の食生活が心配である 
・食べてよいものがわからない 

・家族が退院後の食事について心配して
いる      

※ほか 1カテゴリ 

 
以上の結果から、胃切除術を受けた患者の食事方法、食事内容、活動、食事に対する思いが

抽出されたことから、退院後のインタビュー内容を①食生活、②食事量や食事回数の変化、③
食事内容の変化に対する思い、④食事にかける時間、⑤食事中に気をつけていること、⑥食後
に気をつけていること、⑦術後の後遺症、⑧食生活で心配なこととした。 
 
２）2013 年 9月～2015 年 3月の間、胃切除術を受けた患者 9名（途中 3名辞退）を対象にして、
退院後 1 ヶ月、3 ヶ月、6 ヶ月、12 ヶ月時点での①食生活、②食事量や食事回数の変化、③
食事内容の変化に対する思い、④食事にかける時間、⑤食事中に気をつけていること、⑥食
後に気をつけていること、⑦術後の後遺症、⑧食生活で心配なことについて 30分程度のイン
タビュー調査を行った。対象者は、39歳から 84歳までの平均年齢 69.1 (SD13.2) 歳、男性
7名（幽門側切除 6名、噴門側切除 1名）、女性 2名（全摘 1名、幽門側切除 1名）であった。
調理者は、女性 2名は本人であり、他 7名は妻であった。1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月、12ヶ月の
インタビュー内容について、カテゴリー化を行い、食事方法と消化器症状に関する患者の表
現を抽出し、テキストマイニングを行った。 

 
表２ 退院後 1年間の食生活と食事に伴う消化器症状の変化 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
胃切除術を受けた患者の退院後 1年間の食事の特徴として、退院後 1ヶ月から 3ヶ月にかけ

て軟らかいものをゆっくり食べる様子が見られた。しかし、3 ヶ月以降に「食べるのが早くな
った」「よく噛まなくなった」との発言が見られ、テキストマイニングの結果（表１）からも「食
べる」との組み合わせ用語である「ゆっくり」や「ご飯」との組み合わせ用語である「軟らか
い」の出現頻度が徐々に減少傾向を示していた。そして、この時期から「避けていた食材を食
べる」ようになり、手術前の食事方法や食事形態へと変化する様子が見られるにもかかわらず、
消化器症状に対する訴え（表４）の出現頻度が増加しており、食事量の減少を来し適正なエネ
ルギー摂取の妨げになることも考えられた。本研究において、胃がん術後患者の退院後 1年間
の食事は、徐々に術前の食事方法や形態へと変化していく様子が見られた。しかし、それに伴
い消化器症状が出現または増強する様子が見られることから、自律的に患者自身での消化器症
状と食事の調整を図る支援が必要であると考える。 
 
表３ 「食べる」「ご飯」「食事」との組み合わせ一覧（回） 
 退院後 1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 12 ヶ月 

食べる ゆっくり（8）ない（33） ゆっくり（4） 

フルーツ（6）ない（10） 

少しづつ（3） 

分けて（3）ない（5） 

ゆっくり（3）速い（3） 

ご飯 軟らかい（8） 軟らかい（3）  少なめ（1） 

食事 6回（2）5回（4） 

3回（3） 

5-6 回（3）4回（2） 

3回（2） 

5回（4）4回（2） 5回（2）4回（3） 

3回（1） 

 



表４ 消化器症状の出現頻度（回） 
 退院後 1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 12 ヶ月 

ゲップ・上がる 8 24 9 0 
戻す・吐く・上げる・出す・出る 9 28 22 1 
むかつく・気分が悪い・むかむか・吐きそう 2 21 6 0 
止まる・詰まる・つかえる・引っ掛かる 14 8 19 0 
 
 
３）インタビュー内容の分析より、退院後 1ヶ月  か
ら 3 ヶ月にかけて、軟らかい者を食べる様子が見られ
たため、退院後 1 ヶ月と 3 ヶ月の 2 日間の食事（写真
で撮影したもの）の内容の栄養分析を行った。 
 対象者は、39 歳から 84 歳までの平均年齢 65.7 
(SD13.0) 歳、男性 6 名（幽門側胃切除術後患者 5 名、
噴門側胃切除術後患者 1名）、女性 1名（胃全摘除術後
患者）であった。調理者は、女性 1 名は本人であり、
他 6名は妻であった。 
 退院後1ヶ月の体重を術前の体重と比較すると88.0
（SD3.7）%と著しい減少がみられたが、退院後 1 ヶ月
と 3ヶ月を比較すると 97.8（SD7.9）%と緩やかな減少
であった。平均摂取エネルギー量は、1 ヶ月は 1600.1
（SD791.5）kcal であり、3ヶ月では 1786.1（SD744.0）
kcal と増加し、平均食事摂取量は、1593.0（SD635.1）
g から 1426.3（SD451.3）g に減少していた(図 1）。平
均たんぱく質量は、1ヶ月で 61.8（SD24.2）g、3ヶ月
では 79.5（SD41.8）g と増加していた。また、平均脂
質量は、1ヶ月では 50.8（SD32.0）gであり、3ヶ月で
67.5（SD44.5）g と増加していた。一方、平均炭水化
物量は、1ヶ月で 218.4（SD117.6）gであり、3ヶ月は
208.1（SD75.5）g と減少していた（図 2）。1ヶ月での
主なたんぱく質源は乳類、魚介類、肉類、卵類、豆類

の順で多く摂取され、3 ヶ月では乳類、肉類、魚類、
卵類、豆類の順で多く摂取されていた（図 3）。炭水化
物の主な摂取源は、1ヶ月でいも類、砂糖・甘味料類、
穀類の順で多く摂取され、3 ヶ月で穀類、砂糖・甘味
料類、いも類の順で多く摂取されていた（図 4）。退院
後 3 ヶ月での食事は、退院後 1 ヶ月と比較すると脂質
量およびたんぱく質量に増加がみられた。また、魚類
よりエネルギー量が高い肉類を多く摂取するようにな
ったため、摂取エネルギー量が増加したと考えられる。
そして、退院後 3ヶ月では、平均炭水化物量が減少し、
平均食事摂取量の緩やかな減少もみられた。一方で、
平均摂取エネルギーが増加していることから、エネル
ギー量の高い食品を摂取していることが考えられる。
我々が胃がん術後患者を対象に行ったインタビュー調
査では、3 ヶ月時点で術前のように食べられるように
なった患者もいたことから、本研究で得られた 3 ヶ月
の摂取エネルギー量の増加はこれを支持するものであ
ると考える。本研究において、胃がん術後患者の食事
は、退院後 3 ヶ月時点で摂取エネルギーの増加が認め
られた。したがって、退院後 1 ヶ月以降に質の高い食
事が行えるよう、退院後 1 ヶ月時点での効果的な食事
指導を考える必要がある。 
 
４）１）２）３）の結果と文献検討を踏まえて、胃切
除術を受けた患者が抱える問題を抽出し、アン 
ケート用紙を作成した。そして、2019 年 1月～3月の期間にて、49施設に所属する各 147 名
の医師、外来看護師、管理栄養士にアンケートを配布して、退院後に消化器症状、ダンピン
グ症候群、食事内容、食事方法、意欲や気力の低下、痩せによる虚弱、職場復帰、S-1 療法
に関連した問題を抱える患者に対してそれぞれが認識する役割について、アンケート調査を
行った。回収率は、医師 18％（32 名）、看護師 25％（37 名）、管理栄養士 31％（45 名）で
あった。医師は、経験年数 7年－40 年（SD8.7）、看護師は、経験年数 2年－41年（SD7.6）、 

図 4 炭水化物の主な摂取食



管理栄養士は、経験年数 2年－34年（SD7.6）であった。 
  医師は、痩せによる虚弱を訴える患者への治療や援助の必要性について、他の職種より有
意に必要であると回答していた（p＜0.05）。また、管理栄養士は、食事内容や食事方法に不
安を訴える患者や痩せによる虚弱を訴える患者への治療や援助の必要性について、他の職種
より有意に必要であると回答していた（p＜0.05）。 

  具体的支援内容は、医師が認識する消化器症状を訴える患者または S-1 療法に不安を訴え
る患者に必要な支援は、「検査」、「薬剤の処方」が他の職種と比較して有意に多かった（ｐ＜
0.05）。ダンピング症候群を訴える患者に必要な支援は、「食事指導」が他の職種の回答より
有意に多かった（p＜0.05）。「検査」、「薬剤の処方」は医行為であることから、医師の役割と
認識していたと考えられる。「食事指導」がダンピング症候群を訴える患者へ必要な援助であ
るとの医師の認識の背景には、診察時に出現している症状を確認しながら、「食事指導」する
必要があるため、医師が行う行為であると認識していると考えられる。また、看護師が認識
する同様の患者および痩せによる虚弱、食事内容、職場復帰、S-1 療法に不安を訴える患者
に必要な支援は、「心理面の把握」が他の職種と比較して有意に多かった（p＜0.05）。看護師
は、診察時に患者の心理面への配慮の必要性を認識していることが明らかとなった。管理栄
養士が認識するすべての問題に関連した問題を抱える患者に必要な支援は、「食事指導」が他
の職種と比較して有意に多かった（ｐ＜0.05）。「食事指導」を管理栄養士としての役割とし
て認識して、遂行していることが推察された。また、医師および看護師は、食事内容や食事
方法に不安を抱える患者への支援として、「多職種への相談」が必要な支援であると回答して
いた（ｐ＜0.05）。そして、具体的な職種として、多くの医師、看護師が管理栄養士を挙げて
いた。このことからも、管理栄養士は、食事指導に対して、高い専門性を有することが推察
される。また、「多職種への相談」の対象が、医師は看護師、栄養士であり、看護師は、医師、
管理栄養士であり、管理栄養士は、医師、看護師であったことから、三者は互いにそれぞれ
の専門性を尊重して胃切除患者の支援を行っていることが分かった。そして、その他の職種
として、がん看護専門看護師、ソーシャルワーカー、臨床心理士、精神科医などが挙げられ
ていたことから、胃切除患者への支援体制の構築には、様々な職種の専門性を活かすシステ
ム作りが必要であることが示唆された。 
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