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大池美也子
九州大学医学部保健学科看護学専攻

― Case Study Analysis from a Viewpoint of Four Psychological Tasks by H.E.Peplau ―
Miyako

Oike

The purpose of this research was firstly to analyze the interviews of 5 gastric cancer patients with operations
from a viewpoint of four psychological tasks advocated by H.E.Peplau, and secondly to examine the process of
patient education from the results of these analyses. The four psychological tasks used in this study were
1)developing skills in participation, 2)learning to count on others, 3)learning to delay satisfaction, 4)identifying
oneself.
In this study, all patients were oriented to solute their own tasks reflecting their life events. These tasks were
also important as the learning tasks based on their experience. Among the four tasks, 1)developing skills in participation and 2)learning to count on others, seemed to be important for the patients who had to live with their
diseases after their discharge from hospitals. Furthermore, there was the changing process in the knowledge of
the patients through the interviews. This changing process was the process of the experiential learning and could
produce the empowerment such as the alteration of consciousness, confirmation of value, and acquisition of strategy.

Ⅰ

はじめに

デルの導入を提唱し１）、今日においてもこのモデ

病いの克服過程において、糖尿病をはじめとす

ルを基盤とした患者教育が行われている。タイ

る慢性疾患患者は薬物療法や運動療法あるいは食

ラーモデルは、常に測定可能な表現を原則とした

事療法などを、また、外科的治療法を受けた患者

行動目標による学習目標の設定があり、行動変容

は身体的変化に対する適応方法など、生活に関す

がなければ学習が起きなかったことを前提とする

るさまざまな学習課題に取り組まなくてはならな

２）

い。

医療の評価とも関わっている。これによって、学

。また、学習目標は教育的介入の結果でもあり、

このような学習課題は、これまでの患者教育に

習評価・学習結果は、糖尿病の知識の増加、自己

おいて、患者側から捉えた学習課題ではなく、医

注射の実施状況、在院日数の短縮、鎮痛薬の使用

療者側が設定した学習課題が中心となっていた。

量など、測定可能な項目が取り上げられることに

患者教育研究の先駆者であるRedmanは、教育者

なる。患者の学習は出来たことあるいは出来な

側による学習目標の設定に重点をおくタイラーモ

かったことに二分割され、患者の立場から捉えた

外科的治療法を受けるがん患者の学習課題 −H.E.ペプローによる心理的課題を視点とした事例分析−
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学習目標やその習得に向けた患者の努力過程は評

であり、これまでの患者教育研究の中で明らかに

価の対象と認められなかった。

されているとはいえない。このため、本研究を患

このような学習目標に対して、全ての目標を予

者の体験を聞き取る面接とその記述に基づく探索

測することの不可能さや発見・探求学習などとの

的研究とした８）。

相違などから、行動目標による学習目標の設定は

１）面接方法：外科的治療法の経過を中心とした

教育方法の一つとして見直されつつある 。また、

半構成的質問によるインタビューガイドを作

患者教育におけるこれまでの研究は、患者に教え

成し、入院時、手術前後、退院前に面接を行

る特別な内容や実証研究の形であり４）、研究パラ

なった 注１）。外科的治療法を受けた患者を対

ダイムの視点から人間を対象とする患者教育の研

象としたため、身体的回復状況を確認しなが

究方法も検討されている 。さらに心理・社会的

ら面接した。なお、外科的治療法を受ける患

要因を含めた学習課題を取り入れながら教育介入

者の入院から退院までの過程と面接時期を図

の効果を明らかにする方向性もある６）。患者を学

１に示した。

３）

５）

習の資源として位置づけ、包括的な患者の変化過

本研究者は、人間の思考、感情、行動に関

程をいかに学習課題や教育効果として掬い上げて

する情報を集めるとともに、本面接過程を、

いくかが、患者教育における重要な課題といえ

患者が個人的な経験を語る場とした 注２）。ま

る。

た、面接において本研究者は患者の語りに注

本研究では、看護理論家の一人であるPeplauに

目するナラティブ・アプローチの原則に従い

よる心理的課題 を分析の視点として事例分析を

ながら、他者への関心に注目しつつ対話を進

試みるとともに、外科的治療法を受けるがん患者

めた９）。また、面接のなかで患者からケアの

の学習課題とそれらを基盤とした患者教育につい

依頼があればそれに対応した。

７）

て考察することを目的とする。

５事例の中でＡ事例のみ一部分面接内容を
録音した。面接終了直後にその内容を想起し

Ⅱ

研究方法

ながら転記し逐語録とした。面接以外で患者

１．対象

と関わった場面やそれに対する日々の所感な

初めて外科的治療法を受ける胃がん患者５名。
性別：男性３名、女性２名。
年齢：50〜62歳（平均55.8歳）

どの記録もデータとした。
２）分析方法
（１）分析の視点

外科的治療法は、人間の身体に侵襲を加えるこ

Peplauによると、看護とは成熟を促す力であ

とを特徴とした治療法であり、その中で胃切除術

り、教育的手段である。看護師の役割は、患者

後はこれまでの食生活の見直しと自主的な食事管

との相互作用を通じて建設的な学習を促す体験

理を必要とする。また、がんという病名によって、

を展開することである10）。Peplauによる以下の

患者は複雑な心理的負担を伴い、外科的治療法を

心理的課題は、SullivanやHavighurstらによる人

受けた後も転移や再発の可能性に取り組まなけれ

間の成長発達関連の諸理論を基盤として構築さ

ばならない。手術による治療やがんの診断・告知

れ、パーソナリティの形成や発達に関わる内容

は、患者にとって生活の再構築に向けた複雑な学

を含んでいる。このため、人間の生涯を通じた

習課題をもたらす人生の転機でもあり、上記患者

学習課題とも捉えることができる。また、４つ

を本研究の対象とした。
入院時オリエ
ンテーション

２．研究方法
患者教育における患者の立場にたった学習課題
は、患者の生活背景や病気の相違などから個別的

術前オリエ
ンテーション

術前のケア

手術に向けた
検査・処置

入院
面接

術後のケア

手術
面接

日常生活活動の
回復に向けたケア 退院指導

回復期
面接

退院
面接

図１．外科的治療法の経過と面接時期
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の心理的課題は、自己の将来に向けて病の体験

容と４つの視点を本研究者及び外科的治療法を

から患者が何をどのように学んでいるかという

受けるがん看護の臨床経験者（臨床経験11年、

ことを明らかにするための手がかりになると考

がん性疼痛看護認定看護師）２名で確認し分類

え、本研究における分析の視点とした。

した。分類が不明確であった場合には文脈全体

①参加の技術を育てること：病気は患者の日常

から判断した。

生活に多くの問題をもたらす一方、看護師が

３）倫理的配慮

患者の全ての生活を熟知できるわけではな

口頭及び書面により、面接及び研究の目的

い。このため、患者自らが、生活面に関する

と方法、面接による診療上の不利益が生じな

情報を医療者に提供し、聞きたいこと知りた

いこと、研究以外に使用しないこと、プライ

いことを明らかにしながら尋ねなければなら

バシーを保護すること、いつでも面接を拒否

ない。看護師は、患者に問題の答えを伝える

できること、外科的治療法による身体の回復

のではなく、問題解決の技術向上に向けた援

状態を考慮すること、などを患者に説明し了

助が必要となる。

承を得た。

②自己のニーズを明確にし他人を頼りにするこ

Ⅲ

と：必要な時に必要な援助を他者に求めるに
は、自己の欲求や願望を明らかにし、その内

結果（表１）

１．面接結果

容を他者に伝える能力がいる。患者と関わる

面接回数：３〜７回（平均4.6回／人）

看護師には、患者が看護師の援助に頼ること

面接時間：160〜265分（平均206分／人）

ができること、患者自身が自己の要求を自覚
し、それらの要求を表現できるように援助し
ていくことが求められる。また、Peplauは他
人を頼りにすることを従属的依存と信頼的依
存に区別している 。

２．学習課題の発言内容
＜以下の（ ）内の数値は表１における各患者
の発言会話No.を示す＞
４つの視点に基づいて抽出された全発言件数は

11）

③欲求充足を延期すること：患者が、これまで

合計106件であり、各学習課題に関する結果を以

の生活活動を妨害するものとして病気を捉え

下に示す。

るならば、さまざまな欲求や願望は患者に

１）
「参加の技術」発言件数29件（27.3％）

とって葛藤や挫折ともなりうる。病気の治療

自己の要求を主張し、それが認められる場合

は、さまざまな欲求や願望に影響し、患者が

（1,C1,D6,E9）もあれば、十分な理解を得られ

それらをどのように調整していくかが課題と

ない場合（D2,E1,E3）があった。意志表示の

なる。

困難さがある一方（C2,C3,D4,D5）、自己の身

④自己を確認すること：病気がもたらす複雑な

近な欲求とその充足（E2,E4,E5）、外科的治療

問題は、患者がこれまで抱いている自己感へ

法に伴う身体的変化（B1,B2,B6）、自己の生活

の挑戦でもある。患者は、自己概念の防御や

に 関 わ る 具 体 的 な 質 問 や 考 え か た

拡大など何らかの形で対応しなければなら

（B5,B8,D7,E6,E8）、将来において予測されう

ず、病いの体験が患者の自己概念への理解と

る出来事（B7,E9）に関する発言があった。

新たな自己の再構成になりうることが求めら

２ ）「 他 者 を 頼 り に す る こ と 」 発 言 件 数 2 3 件

れる。

（21.6％）
医療者を頼ること（A2,B9,C7）のみならず、

（２）分析方法
面接過程を書き起こした逐語緑と日々の記録

家族を頼る場合（A5,A6,B10〜B16,C4,C6）が

内容を繰り返し読み、４つの視点に関連する患

あった。家族を頼る場合、その中に同じ病気の

。抽出内

経験者や医療関係者が含まれていた。家族を頼

者の発言を文脈全体から抽出した

注３）

特記事項：数年前に亡くなった夫は同じ病気であった。
入院中、ほぼ毎日家族の見舞いがあり、術後の食事
も患者の回復状態に応じて持参されていた。

A1 「今度旅行から帰ったら（病院へ）行こうって。
こらまあおかしいって思って。（これまで診療に関
わっていた医師）先生におかしいですっていって。
胃カメラを３年してないから、してくださいって。
先生が、あっそうか、しましょうかって。私も都合
があるから、この日にしてくださいって。そういう
ふうにしてもらいました。」

参加の技術

＜退院前に栄養指導を受ける。メモ用紙をだし、栄
養士の説明を聞く。＞

B1 「胃がないからどんなふうに消化されるのかなっ
て」
B2 「どれくらいの早さで食べたらいいのかわからな
いし、後、どんなふうに休んだらいいかわからない。
胃がないから、どんなふうに消化されるのかと思って」
B3 「食べるものは制限されたくないです」
B4 「間食で甘いものをばかりを食べているから糖尿
病になるかと思って心配になります」
B5 「どれくらい食べたら満腹になるかって。満腹に
Ｂ 57歳 なる前にこのへんでやめた方がいいかなって思うから」
教育関係者 B6 「転移のこととか気になりますね。抗ガン剤を飲
55日
んだ方がいいのかどうか」
B7 「自分は汗をかくから、どんなふうに水分を補給
個室
したらいいのかと思いますね。いっきのみができな
７回
（265分） いから」
B8 「鉄欠乏症っていうのはいつからなりますか。そ
うなった場合にはどうしたらいいですか」

（240分）

62歳
主婦
胃全摘術
個室
４回

Ａ

（面接時間）

No．年齢
職業
術式
面接場所
面接回数

表１．

特記事項：数年前に長女が同じ病気で外科的治療を
受けていた。

B9 「あんまり心配はしていなかったですね。○○先
生とか××先生にお任せしているから」
B10「あの人（娘）のほうからいろんな話をきけるね」
B11「（家族・娘の紹介）これが先輩です」
B12「手術前からプリンやヤクルトとか腸にいいもの
を食べて練習をしておいたほうがいいと（娘から）
いわれました」
B13「（術前オリエンテーションの）紙に書いてある
ように（痰をだ出す時）枕をしっかりと抱いています。
あの人もいっていました。」
B14「あの人はいろいろと動くから、痛くなかったっ
ていっていましたね‥（自分は）動くと痛いからな
んとなく動かないでいるから‥だからお尻のとこが
痛いですね」
B15「あの人のほうは３週間で退院して、家にいたか
ら大変でした。家内も（娘の）いうとおり食事を作
っていましたから」
B16「あんた（奥さん）が（栄養指導室）いったらい
い。そのほうがためになる」

A2 ｢知ろうとする気持ちはある、ある程度まで隠さ
れるのはいや、聞いたら、治療はそれから先はお願
いします。それしかない。先生のおっしゃるとおり、
先生はプロですから。｣
A3 ｢自分の病気でいろんな人に迷惑をかけた、一番
上の兄（80才）まで見舞いにきた。こんな兄に心配
かけたらいかん。｣
A4 「食事のことは長男の嫁に頼もうかと思います。」
A5 「（娘たちが）心配していろんなものをもってき
ます。」
A6 「（食事指導の本の内容を娘が）さっきうつして
いきました。本を買うっていっていました。」

他者を頼りにすること

B17「（学校で）何か社会に出て役立つことを教えて
おこうと思って、はっぱの名前とかそういうことも
しようと思っていたらこんなことになってしまった。」
B18「まあ術後は（ゴルフが）できないでしょうから
ね。‥考えていてもしようがないから、家内にいっ
たら行ってきたらっていわれましたし。明るく考え
ていたほうがいいですからね。変かもしれませんが」
B19「本当は豆腐を作る予定だったけど、退院が伸び
たから、学校から電話がかかってきました。今年は
どうしようかと思います。すぐできるように準備は
してきたけど」
B20「すぐに仕事をするよりもしばらくここにいて、
食事のこととかどれくらい食べれたらどうなるかとか、
運動とかもしておけばいいから。
B21「来月まではゆっくりと休んだほうがいいと思っ
た。それまで体を回復しておこう」

A7 「歩くのを覚えたからね。山歩きをしようと思っ
たからね。やり遂げた時の気持ちが、体も心も心地
よい気持ちだったの。これが病気でしょう。これが
できるかなって。トレッキングしたいなっていうのは、
来年の７月にはモンブランの山の中にいる予定だっ
たから…自分のなかでの目標があるの、できるかど
うかはわからないけれどそれに向かって努力しよう
と思っています。自分で希望をもってできたらいい
なって。大きいことじゃなくていいって。目の前の
ことを。小さいな事でいいから楽しいことを考えよう」
A8 ｢体が自由にならず、痛いし、これがいつまで続
くのかなと考えている。永遠に続くわけじゃないん
だと…できなくてもできる範囲で、楽しみをみつけて、
楽しいことしかしたくない」
A9 ｢たんすの整理もできる、それがうれしい。‥パ
ジャマもあきた、あのセーターの上にあのコートも
着れる。ほんと些細なことだけど」

欲求充足を延期すること

B22「がんって聞いた時、おふくろより先に死んだら
困るなって、そのことが一番気になりましたよ‥今
86才で、……脳溢血で……自分でなんとかできるけ
どね」
B23「娘のこと、開き直ったですね」
B24「前はヤクルトとかそんものを食べることもなか
ったけど。よく食べている。娘とか妻とかよくたべ
ていたけど。」
B25「小さいころよくかみなさいっていわれたことを
思い出すよ。」
B26「今はあの人の気持ちがよくわかりますね」
B27「酒を飲む、焼酎二杯を毎晩、手術をしたらそれ
ができなくなるのがつらいね。」
B28「自分の場合はやせていなかったね（娘と比べ
て）。今が体重88 あるから‥‥本当は77 がいいっ
ていわれているし」
B29「小さい頃からいいものをたべてました。魚はと
りたてものを、外でのお総菜とか食べないし、それ
がいかんかったのでしょうね。」
B30「今はだいぶんかわってきました。……食べない
といけないからですね。」
B31「ペースメーカーの人がいるから、その人がいる
から自分もできるんだなって思います。」

A10｢（兄姉が）９人いたからね、姉が三人いて私は
一番下…家族が多いと‥自宅にこどもをあずかるの
はざらでした。‥主人の妹が乳がんになって‥その
時はこどもを預かって‥｣
A11｢やるだけのことをしてきました。‥自分ちゅう
ものはなかった｣
A12「わがままでワンマンな夫には、（病気の時）
尽くす限りのこと（看病）をしてきました」
A13「（夫が生前書いていたノートに）自分の葬式
から‥庭の木の手入れのことまで書いてありました」
A14「主人の病気をみてきたけど、おごり散らかし
ていたから、（自分は）絶対こどもたちにはいわな
いでおこうと思った」
A15｢（夫が病気の）その時は、私のほうが病気にな
ったほうがいいと思った‥でも私じゃなくて主人で
よかった｣
A16「主人は三回も手術をしたの‥私は１回だけど
こんなに痛くて、きついとは思わなかった。こんな
にあるのかと。それで主人は怒っていたのかと…主
人はつらかったでしょうね。…人にあたる気持ちも
わかる…主人のこともよくわかった｣
A17「私は私らしくしなくちゃね。最後まで、ちゃ
らんぽらんだったと」
A18｢（夫を見送った後）やっと自分の時間ができた、
やっと遊べるようになった。もう自分のためだけに
生きようと思った｣

自己を確認すること
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参加の技術

（160分）

51歳
漁業
胃1/2
切除術
51日
四人部屋
３回

Ｅ

（240分）

59歳
主婦
胃3/4
切除術
四人部屋
５回

Ｄ

37日
胃全摘術
注）
四人部屋
４回
（125分）

E1 「翌日また来るからっていって。今は烏賊の季節
だから来年に延ばしてくださいっていいました。そ
したらがんっていわれてそんなに言う人はいないっ
ていわれましたね。」
E2 「これ（氷枕）を代えてください。」
E3 「体温が○○上がっていたってこの前先生にいっ
たら、それは普通だからっていわれました。」
E4 「腰のところ痛くて、
看護婦さんにいいましたよ。」
E5 ｢熱がでると座薬を入れてもらっています｡」
E6 ｢ぶどうが好きなんですがどうですかね。」
E7 ｢眠れそうにないから、薬をもらいました。でも
あんまり飲んだら、からだによくないとでしょう。」
E8 「ミカンは食べていいんでしょうか。つぶつぶは
いかんって（パンフレットに）書いてありますが。」
E9 「この前、転院のことでどうしますかっていわれ
たから、（この病院で）最後までみてくださいって
いいました」

D1 「○○先生が大丈夫かねって聞くから、それはが
んっていうことですかっていった。」
D2 「最近は患者がどこに入院するか決めるみたいで、
先生からそういわれたけど、どこにいったらいいか
わからんから、先生にいって‥。○○病院に決まった」
D3 「この前も血を採っていて、じっとなんもいわん
でいたし、そしたら先生が痛いんですかっていって
その時にははいって返事をして」
D4 「先生が痛かったってきいたから、痛いっていっ
て、いつが手術ですかって聞きたいけど…そうは思
ってもなかなか口にはだせん。」
D5 「明日もまた検査があるやけど、‥何があるかわ
からん。」
D6 「先生が病気の説明をするって主人と娘にいった
から、私もいいですかって聞いて、ついていった。」
D7 「下着は２枚しかないけどいいだろうか。たりる
かな。」
D8 「もう痛かったってお医者さんにいったよ。（術
後）」

C1 「自分ではいろんなとこでみてもらうよりもここ
できちんとみてもらったほうがいいとおもいますから、
そういいました。」
C2 「○○先生から車いすをおしてもらうのがつらく
ってね。申し訳ないと思います」
Ｃ 50歳 C3 ［（食べ物の）参考になれもの（本など）があれ
医療関係者 ばいいですね。」

（面接時間）

No．年齢
職業
術式
面接場所
面接回数
C10「早ければ、手術の後、その日のうちにあるくか
もしれないって」
C11「定年まではたらなかいといけないから‥まだま
だ頑張らないと」
C12「あと２週間で帰れるって思っていたらがっかり
で意欲がなくなって。」
C13「もう考えてもしかたがないけど、ここでしっか
りと見てもらったほうがいいと思います。だってお
なかをみている先生がいるんだから。そのことはよ
く知っているし、帰ってもしかたがない」
C14「早く帰って、少し休んで、それからまた働いて、
やっぱり半年くらいは休んだほうがいいでしょうね。」

欲求充足を延期すること

E12「まだ傷が開いとるですよ。お盆に帰れると思っ
とったですけどね。どうせすぐには仕事ができんか
ら。」

E13「言われたときは頭が真っ白になって、わからん
ようになったですね。それから、自分のからだのこ
とを大切にせんといかんっと思うようになって、延
ばされん。それからすぐに入院しました」
E14「自分が病気になってやっと母親のことがわかり
ました。寝ていて二・三日でもお尻のとこが痛くな
ってね。ああ、そうか、自分の母親もそうなんだ。
自分ですらこんなにも痛いしきついんだから、もう
少し何とかできなかったなって思います」
E15「漁師は時化にでもならんと病院にはいかないで
す。（自分の）前の人やら近所のもんやら、今、具
合が悪くなっているもんがいます。」
E16「いままで仕事ばっかりしてきたから、これから
は自分の体のことも考えようって思いますね」

D14「福祉関係の仕事をしていて、行きたくないと言
う人がいるのに無理矢理連れて行っていたような気
がしますね。‥やっぱり行きたくないとか、なんか
気ののらんこともあるんですね。それがわかったよ
うな気がします。」
D15「今は自分のことが気になってくるようになって
きたから」
D16「胃炎に感謝せんといかん。胃炎のおかげでみつ
かったわけだから。」
D17「いわれてからすぐ入院したけど、最初のころは
つらかった。涙が出てました。どうして私がって思
っていたから。」
D18「自分でよかった。（孫や家族に）こげな思いは
させたないって、今までは、なんで自分がって思っ
たけど、急にそう思った。」
D19「頑張らんといかんって。しようがないもん。何
もなかったら一番いいけど、そうもいかんし」
D20「お花とかいつもは気にならないのにね。なんか
気持ちが。」
D21「こげん強くなって、大病した人はね。自分でわ
かるよ。前はがんっていわれてどうしようかって思
っていたけどもう強くなって。みんなに迷惑をかけ
たからどげんかせんといかんって思うね」

C15「大学の看護婦さんはやっぱりちがうと思います
ね。この前は検査で歩いていたらどちらにいかれま
すかって声をかけてくれるし、やっぱりちがうなっ
て思いましたね。ここでわかったことをいかそうっ
て思いますね。帰ったら。」
C16「先生から手術っていわれてもまだ死なれんって
思って。やっと孫ができて、それが楽しみ。何も話
をしないけど」
C17「検査のカードとかいいなって思いましたよ。せ
っかくきているんだから、いろんなことを教えても
らって、帰ろうと思います」
C18「本当に病気になってみないとわからないことば
かりで、自分がこのようになって本当にあの時こう
すればよかったって思うし、申し訳なかったって思
いますね。」
C19「いままで忙しくって、それがストレスになって
いたんじゃないかって思いますね」
C20「みなさん、よくしてくださって、帰ったらこの
ことをいわないといけないって、思いますね。」

自己を確認すること

注）事例Ａでは一部テープ録音を行った。また、四人部屋でのインタビューでは同室者の不在時あるいはカーテンで締め切るなどインタビュー環境を整えた。

特記事項：母親が難病であり、これまで家族全員で
母親の世話をしてきた。

E10「重たいものを持つ時は組合の若いものに頼むこ
とにします。」
E11「今日はね、姉がきて、ゆっくりと食べんといか
んとか、そればっかりそばでいわれて、いらいらす
るから、もうどっかにいけっていいました。」

D11「（勤め先の人に仕事のことを相談にいった。そ
の際）なにもしたらいかんって。なにかしようと思
ったら、（治療に専念するよう）なにもせんでいい
っていわれて。」
特記事項：地域でボランティア活動をするとともに、 D12「（術前に勤め先に一時帰宅）○○に帰って、安
心した。三年雇われてそれが去年から始まったと思
長年難病の家族の世話をしていた。
ったらこげんなってな。だから気になっとった。で
も役所にいって話しをしてきたら安心した。」
D13「きちんとなおしてから帰ってこいって（夫から）
いわれた。あんまりへんなまま帰ってもこまる。き
ちんとなおしてもらわんとね。」
D9 「もうまな板の鯉
D10（宗教関係の書籍を床頭台において、時々読まれ
ていた）

C4 「娘も看護婦です。だからがんっていっても直ら
ない病気とはちがうって、娘から話をきかされまし
た。」
C5 「孫の写真をみると安心します。‥なにもしゃべ
らないけど。」
C6 「今日は気分が悪くなって、娘がそばにいて、低
血糖じゃないかっていって。それから血糖をはかっ
てもらいました」
C7 「髪の毛を洗ってもらいました。」
C8 「娘が‥洗濯とかしてくれます。‥おかあさんの
車いすを押すとは思わんかったっていってます」
C9 「やせて背中が痛くて。自分で布団を持ってきま
した。いつも使っているものです」

他者を頼りにすること
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りにする一方、身近な家族のことばを受け入れ

づきでもあり、将来に向けた生活の手がかりとな

できない状況（E11）や将来頼りうる他者につ

りうる。また、患者は自己のニーズを自分の内面

いて（A4,E10）の発言があった。

に留めることなく、思考内容を整理し主張したい

３）
「欲求充足の延期」発言件数17件（16％）
これまでの社会生活に関連する発言

疑問や要求として医療者に向け発言しなければな
らない。「参加の技術」である自己のニーズは、

（B17,B19,D11,D12）があり、社会復帰に向け

これまでの生活の変更や修正について考えを巡ら

た欲求の延期に関する理由や説明づけ

したり、新しい方法や戦略を見いだしたりするこ

（B20,B21,C13,C14,D13,E12）が表出されてい

とであり、探求的な思考を要する学習ともいえ

た。欲求充足は、これまでの日常生活を否定し

る。

ない方法（A7〜A9,B18）が選択されていた。

さらに、本事例では職業や家庭など自己の社会

４ ）「 自 己 を 確 認 す る こ と 」 発 言 件 数 3 7 件

的役割に注目しながら、「欲求を延期すること」
の理由や説明を構築している。それらは、他者の

（34.9％）
手術や病名による生活への影響（B22）があ

ものではなく各事例が納得できる理由や説明であ

るなかで、患者はこれまでの体験を想起しつつ

り、病いの克服過程に向けた前向きな姿勢が含ま

（A10〜13,B25,E15）、それらを投影しながらさ

れている。また、「自己を確認する」において、

まざまな気づきを展開していた（A14〜

本事例A,C,D,Eでは自己の社会的役割を機軸にこ

A16,B26,B29,D14,E14）。また、生活の変化へ

れまでの過去を振り返りながら自己理解を深め、

の辛さがあるものの（B27）
、自分の職業と照ら

生活を再構築していく過程をたどっている。この

しあわせながら（C15,C17,C20）、これからの

ような認識の変化過程は、学ぶ現実に直接触れる

生活に向けた方向性を見いだしていた（A18,

体験学習の過程でもある12）。

C20, D21, E16）
。

事例分析による４つの心理的課題は、入院期間
中のみならず、退院後の生活にも貢献できる能力

Ⅳ

考察

１．心理的課題の意義

に関わるものといえ、今後の患者教育における患
者の立場にたった学習課題として考えられる。

患者は医療者という他者を頼りにしながら入院
する。その医療者と直接対話する時間は入院（在

２．対話によるエンパワメント

院）日数の短縮化によって減少傾向にあり、患者

患者教育における医療者と患者との対話は、医

と医療者との人間関係やコミュニケーションは希

療者が聞きたいことを情報収集し話したいことに

薄なものになりかねない。また、本事例のような

ついて指導する傾向にあり、受動的立場に位置づ

家族内の医療関係者や入院経験者は、頼りになり

けられた患者の発言機会が多いとはいえない。ま

うる存在であるが一般的なことではない。その中

た、病気や手術が未経験の状態、あるいは病名の

で、患者は、検査や処置、治療方法、退院後の生

告知や手術による不安定な学習の準備状態などに

活など今まで経験したことがない出来事に対応し

ある患者にとって、自己のニーズを見いだし考え

ていかなければならない。患者は、入院中のみな

や気づきを発言する作業は容易なことではない。

らず退院後の生活を踏まえ、これまで以上に「参

また、これまでの生活習慣を振り返り自己の思考

加の技術」である自己のニーズを明らかにし、そ

を整理する機会が、医療施設の中で効果的にある

れらを発言する能力が必要となる。事例Ｂが

とはいえない。

B4,B7で、事例ＥがE6,E8で語っているように自

本事例による話の内容は、患者が考えたことあ

己のニーズには、患者自身の些細な生活について

るいは気づいたことなど多岐にわたっている。し

話すことが含まれている。これらの内容は、個別

かし、そのような中に何気なく営んできた患者の

的な生活習慣と変化した身体面との照合による気

日常生活があった。それとともに、病気や手術と

大池美也子
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いう日常とのずれが無ければ気づかない個人的な

る。

出来事が含まれていた。患者は、日常とのずれを
通じてさまざまな気づきを引きこすとともに

《注》

、病気や手術が
（A16,B26,B31,C18,D14,E15,E16）

注１）面接は、時間や場所を特定し目的志向的で

患者にどのような意味を持つかが問われていた。

もある。面接者が主体的に被面接者と関わ

これらの問いに向けた作業は、自己のニーズの発

ることによって、被面接者が語る自由は制

見や自己を意識化する機会ともいえ、「参加の技

限され、ともすれば被面接者を犯人扱いと

術」や「自己を確認する」能力の向上ともなりう

もなりかねない。一方、インタビューは、

る。医療者と患者との何気ない日常会話の中には、

日常的なことばとして使用されており、面

これまでの自己を意識化することから人生や生活

接者と被面接者という関係から話をする人

の価値を確認し、将来の生活に向けて新たな戦略

と話を聞く人という立場に置きかえること

を習得する過程が含まれることになる。そのよう

ができる。インタビューによって、両者の

な過程は、意識化、価値の確認、戦略の獲得の過

間にある権力的な壁を少なくとも取り外す

程とも言い換えることができ、今日、患者教育に

ことができる。本研究では「問わずがたり

おいて注目されているエンパワメント としての

に耳を傾ける」姿勢をとるとともに、面接

可能性がある。患者が語る日常的な会話の機会を

における本研究者の経験から、患者と話す

意図的に創り出し、それらによる対話の量や質を

時はインタビューということばを使用し

吟味することが、患者教育の過程において重要と

た。このような面接とインタビューについ

考える。

ては、佐藤 14） やWhyte 15） が取り上げてい

13）

る。

Ⅴ

要約と課題

看護理論家Peplauが提唱する心理的課題、１）

注２）個人的な経験を語ることは、経験について
の反省（Reflection）があり、本研究者と患

参加の技術、２）自己のニードを明らかにし他人

者にようなインタビューへの参加について

を頼ること、３）欲求充足を延期すること、４）

西村は以下のように述べている 16）。「共に

自己を理解する、を分析の視点として、胃切除術

自らの経験についての反省に参加している

を受けるがん患者を対象に５事例の面接内容を分

ことになる。こうした反省は、語り手に

析した。分析結果から、本事例らは、自己の生活

とっては経験をとらえなおしてこれを語り

を振り返りながら心理的課題の解決へと方向付け

出すことの助けとなり、聞き手であるイン

ていた。また、本事例における認識の変化過程は

タビュアーにとってはこの後に語られた経

体験学習の過程であり、意識化、価値の確認、戦

験を解釈し、再構成し、これを記述するこ

略の獲得というエンパワメントの可能性があるこ

との手助けになる。
」

とを把握した。
４つの心理的課題のなかで「参加の技術」や
「自己のニーズを明らかにし他人を頼ること」は、

注３）面接過程における患者の発言をそのまま抽
出する理由を、注２）の西村によることば
から以下のように取り上げておきたい 17）。

退院後も病気と共存する患者にとって特に重要な

「自然科学的な方法は、同じ条件下で同じ

学習課題と思われる。それらの能力が病いの体験

関わりをした場合、患者が同一の反応を示

からどのように習得され、将来の生活に貢献でき

すことが前提」となっており、それは「人

るかを明らかにしていく必要がある。また、その

と人が関わり合う生の営みをその具体的状

ような能力の獲得に向けて、患者教育に関わる看

況から切り離していく」。患者が語る内容

護師と患者との対話による相互作用を促進できる

を過度に抽象化することは、「一人一人の

効果的な方法を開発することが今後の課題であ

経験の意味をその人のなかに流れる文脈か
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ら切り離す」ことでもあり、患者の立場に
たつという本研究の目的から離れることに
なる。
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