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抄　録

　研究目的は，マーガレット・ニューマンの「健康の理論」のもと，造血幹細胞移植後に大腿骨頭壊死を併発し

た患者と看護師がパートナーとなって，パターン認識の過程を共に辿ることで，患者の病気体験にどのような変

化が生まれるかを探究することであった。研究デザインは実践的看護研究のもとで，解釈学的・弁証法的方法を

採用した。研究参加者は 20-30 歳代患者 2 名であった。データは面接の内容と研究者のジャーナルであった。 参
加者らの病気体験は，「これまでの生き方の振り返り」「過去の苦悩の振り返り」「今も持ち続ける苦悩の表明」「人

の支えへの感謝の表出」「苦しむ自分を認め前に進むことの表明」という 5 つの局面を経て変化し，ニューマン

が主張する ‘ 自分自身を知ることによる人間の進化 ’ の様を示した。本支援は，移植後合併症が続くことによる

困難な患者に生きる意味を見出すことにむけた支援方法として効果があるという示唆を得た。
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緒言
　

　血液・造血器腫瘍患者の治療として，造血幹細胞移

植は 1970 年代から開始され，その種類には同種造血

幹細胞移植，自家造血幹細胞移植があり，さらに，さ

い帯血移植，非侵襲的移植（ミニ移植）などの新しい

方法も導入され，移植の方法に広がりをみせている。

その件数は，2008 年では年間 3300 件行われ，著しく

増加している治療法である。治療成績は 1 年生存率が

69.4% であり，患者は 1 年以内に感染などで死亡する

危険性が高い 1) といわれている。また，移植後の患者

のうち 19% で大腿骨頭壊死がみられ，ステロイド剤

の長期投与が要因のひとつ 2) と言われ立位や歩行の困

難感，疲れやすさなどにより活力の枯渇を感じている

とも言われている 3)。また成人前期の移植後患者らは

就職，結婚というライフイベントに直面し，外来通院

を続けている 4)。

　一般的に 20 ～ 30 歳代にかけては，“ 私は誰か ” と

いうアイデンティティの確立の時期で，仕事に専念し，

社会の中で自分の可能性を様々な形で模索をする 5）。

また，この時期には就職，結婚，新しい家族形成とい

う重要なライフイベントがある。このような時期にが

んなどの疾病を体験して外来通院している造血幹細胞

移植を受けた患者の病状への認識に向けた支援の必要

性は先行研究 4) で示唆されている。

　M・Newman6) は，長期間困難な状況で生活してい

る人が，自らのパターンを認識する事で人生経験に意

味を見出すような洞察を得ることができ，より落ち着

いた気持ちで生活できるようになるという。遠藤 7) は

Newman の健康の理論に基づいた看護支援として卵巣

がんの女性患者がパターンを認識する過程をともにた

どり，その過程の変化を探究している。参加者の大半

は，自分の価値観を見出し，心のやすらぎを感じるよ

うになったと述べている。

　造血幹細胞移植を行なった後，長期に外来通院を

続ける成人前期患者には，自分の価値観を見出すよ

うな支援を必要としているのでないかと思われる。

Newman の健康の理論に基づいたがん患者を参加者と

した研究ではすでに，かなりの知識の蓄積がみられる。

国内でも卵巣がんの女性 7)，長期間苦悩状態にある 60
歳前後の喉頭がんを摘出した男性 8)，老年期の入院男

性患者 9) というように参加者の幅を広げている。造血

幹細胞移植後患者の研究では，外来通院を続ける成人

前期男性患者への看護支援 4) は行われているが，移植

後大腿骨頭壊死のような，さらに別の大きな障害をも

つ患者への研究はまだない。

　そこで本研究では，今まで看護支援の手立てが無く

困難な状況にあった造血幹細胞移植後に，大腿骨頭壊

死をもつ患者への具体的な看護支援の示唆を得たいと

考えた。

研究目的
　

　Newman の理論に基づく看護支援，すなわちパター

ン認識の過程を共に辿ることで，

　長期に外来通院を続け大腿骨頭壊死を併発した造血

幹細胞移植後の成人前期患者がどのように変化するの

か探求する。

　

研究方法
　

1　用語の操作的定義

1.　成人前期とは一般に「17 歳～ 40 歳 5)」といわ

れているので，本研究では同様にこの年代とす

る。

2．長期外来通院とは，「造血幹細胞移植後の患者が

1 年以上外来通院していること」とする。

3．体験とは，一般に患者自身が身をもって経験す

ること 10) と言われていることから病気体験とは

「がんになってからの患者自身の人間関係，行

為，情動，などのあらゆる側面を含む経験」と

する。　

4．看護支援とは，本研究では Newman11) の研究の

ガイドラインを基に「パターン認識の過程を研

究参加者と研究者がともにたどること」とする。

5．パターンを認識するとは Newman12) がいう，こ

れまでの生活を振り返ることで，これまでの生

活や自分自身を理解することとする。

　

2　研究デザイン

　本研究の理論的枠組みは，Newman の「健康の理論」

である。この理論 13) は，Rogers のユニタリ・ヒュー

マンビーングスの科学によって先導された人間は部分

に分割できない存在であり，また環境から切り離して

考えることはできない存在であるという，全体性の

（wholeness）のパラダイムに準拠している。Newman14)

は，患者が窮地に陥っているときに看護師に求められ

ることは，患者のパートナーとなって患者がそのとき

の自分自身のパターンを認識するように，その過程を

促進するように関わることであると述べている。この

過程で患者は，いま，そしてこれからの新しい生き方

のルールを自ら見出し，一歩を踏みだして成長・進化

することができると主張している。

　また，Newman は，患者は研究のデータを得るため

の「対象」としてみなされるのではなく，「研究参加

者」という立場として，看護師である研究者とともに

パートナーという関係で研究過程をたどることが必要

であると述べている。そして，看護の研究であるなら

ば，研究参加者が自らの具体的状況を理解し，行動で

きるよう助けるものでなければならない 12) と主張し

ている。本研究もこの視座にもとづき，研究過程その
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ものを看護支援の過程とみなし看護実践と研究を重ね

た，“ 実践的看護研究 ”15) という研究デザインをとる。

この実践的看護研究では看護師である研究者と患者で

ある研究参加者の相互浸透性を重視している。すなわ

ち，パートナーという関係から生じた患者の変容をた

どるために，一方が他方を “ 操作する ” という方法は

とらず，面接は自然な展開にまかせる。したがって，

お互いの視点からの解釈を巻き込み影響し合って，変

容しあう過程を大切にするという，Newman の命名に

よる解釈学的，弁証法的方法（research as hermeneutic，
dialectic）を採用する。

　

3　研究参加者

　研究参加者は以下の選定基準の条件である。

1．造血幹細胞移植を行って 1 年以上外来通院を続

け，大腿骨頭壊死を併発した成人前期患者。

2．45 ～ 60 分程度の面接が可能な身体的精神的状

態である。

3．研究の主旨について理解し，参加の同意が書面

にて得られた患者である。

　

4　研究フィールド

　A 病院 . 内科外来

　

5　データ収集期間

　2009 年 9 月～ 2009 年 12 月。

　

6　データ収集の日時・場所

　データ収集（面接）は研究参加者の外来診察日に研

究依頼施設内のプライバシーが確保できる個室で行な

う。

　

7　データ収集の方法

1．1 回目の面接

1 回目の面接では，Newman が示した「研究の

ガイドライン」11) に沿って「これまでの生活で

印象的だった重要な出来事や人々について話し

てください」と尋ねて，自由に語ってもらう。

参加者が戸惑っている場合は，幼少時のころか

ら考えてみるように促す。面接時間は，1 回 45
～ 60 分程度とする。

2．転写

面接終了後，研究者の会話のテープを聴きなが

ら，逐語録を作成する。

3．転写データの整理

逐語録を基に，参加者にとって特別な意味を持

つ人間関係，行為，情動などを経時的に配列し

た文章を作成する。

4．2 回目の面接

2 回目の面接では 1 回目の面接の内容を整理し

た文章を読み，「この内容で修正する点，追加

する点はありますか」と尋ねる。その後，参加

者にとって意味ある関係や出来事について研究

者が感じたこと疑問な点を聞き，参加者と対話

を継続させる。面接後，参加者の自分自身のあ

りようを見出し，それに伴って生じる自己洞察，

気付きを分析する。

5．3 回目の面接

2 回目と同様に対話の内容をフィードバックし

た後，対話を続行する。尚，3 回目の面接で，

参加者が気持ちを整理できたと実感できた場合

には看護支援は終了とする。

　

8　分析方法

　パターンを認識する過程は先行研究 7) の方法に

従って以下の手順で行う。分析のポイントは参加者が

今自分の置かれている状況や今後のありようを認識し

ていく過程を探求することである。

1．逐語録から参加者の意識，姿勢，態度や行動と

して意味を持つひとまとまりの思考や表現に注

目しながら，抽出する。

2．抽出されたひとまとまりの思考や表現をその意

味をとらえる。

3．捉えた意味の関連に注目し，パターンを認識す

る過程に注目しながら，その変化を明らかにす

る。

4．研究参加者に明瞭な変化があらわれた局面を，

パターンを認識した局面とする。

5．研究参加者 2 名のパターンを認識する過程とそ

の内容を見比べ，類似性を捉える。

9　倫理的配慮

　本研究は県立広島大学倫理委員会，研究施設の倫理

審査の承認を受けた。

　本研究では，診療情報を持つ患者を研究参加者とす

るため主治医に研究参加者の選定と紹介を依頼した。

そのため 1．研究参加者の同意を得るまでの手順，2．

研究参加者の同意を得た後の倫理的配慮についての倫

理的配慮を行なった。

1．研究参加者の同意を得るまでの手順

1)　主治医に研究目的と方法を説明する。

2)　研究施設の倫理規定に沿って倫理審査を受

ける。

3)　研究者は主治医に，研究参加者の選定と紹

介を依頼する。

4)　主治医に研究参加者を選定する際には以下

のこと説明するように依頼する。なお，研

究者の紹介の方法，同意のとり方について

は，主治医に委ねる。

①研究の概要
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②選定された研究参加者に研究者を紹介し

てよいかどうかの承諾を得ること。

③研究者への紹介を断っても患者が受ける

治療・看護に関して一切影響しないこと。

④紹介後，研究者は知り得た個人情報の保

護に十分に配慮すること。

5)　研究者は主治医に紹介された研究参加者と

会う。

6)　研究者が研究参加者に口頭，文書を用いて，

以下のことを説明し，同意を得る。

①研究目的，意義，方法。

②研究者がカルテを閲覧すること，面接内

容を録音すること。

③研究への参加は自由意思であること。

④研究への参加の同意をいつでも撤回でき

ること。撤回することによって治療・看

護に関して一切影響しないこと。

⑤研究で得られた個人情報の保護は十分に

行なうこと。

⑥研究に参加することの期待される利益に

ついて。（これまでの生活を振り返る面接

に参加することで気持ちを整理し，あら

ためてこれまでの生活を理解し，より落

ち着いた気持ちで生活できること。）

⑦面接中苦痛のある場合は，同意を得た上

で，主治医に報告し対処を依頼すること。

⑧研究の成果を個人が特定できないように

処理し，論文や学会に公表することがあ

ること。

⑨研究参加で，謝礼金の支払いは出来ない

こと。

2.　研究参加者の同意を得た後の倫理的配慮

1)　面接は，研究参加者に苦痛がある場合に，

主治医に対処を依頼できるように外来診察

日に研究参加依頼施設で行なう。また，プ

ライバシーを保護できる個室で行なう。

2)　面接中，参加者に苦痛がある場合は，上記 6)
⑦で対処する。

3)　得られたデータは個人を特定できないよう

に，ID 番号を用いて処理して扱う。また他

人の目に触れないように細心の注意を払っ

て扱い，鍵のかかる場所に保管する。研究

終了後はすべて破棄する。

4)　研究への参加の同意の撤回があった場合は，

データはすべて破棄する。

　

結果
　

1　研究参加者の概要

A 氏

　20 歳代。男性。急性骨髄性白血病，発症後 5 年。

移植後 4 年。

　同種骨髄移植。移植後 3 年で大腿骨頭壊死を発

症し両側の回転骨切り術を受ける。現在血液内科

で定期的な受診と，リハビリで通院中。ADL 自立。

歩行困難軽度。面接は 4 回行った。

B 氏

　30 歳代。女性。急性骨髄性白血病。発症後 5 年。

移植後 4 年。

　同種骨髄移植。移植後 1 年 7 か月で両側骨頭壊

死。移植後 1 年 9 か月で右側人工関節手術，移植

後 3 年 2 か月で左側人工関節手術を受ける。ADL
自立。歩行困難軽度。現在血液内科，婦人科に定

期的に受診している。面接は 3 回行った。

　

2　研究参加者の変化

　研究者は先行研究 7) を参考に「これまでの生活で，

印象に残った出来事や，人との関係をお話しください」

と参加者に促し面接を開始した。A 氏は 4 回，B 氏は

3 回の面接で，個別性を持ちながらも，以下の 5 つの

類似した変化を辿り，気持ちを整理した。

1.　両氏に類似してみられた変化

局面 1　これまで生き方の振り返り

　研究参加者らは研究者との関係が構築されていない

状況のなか，これまでの生活を紹介した。学校生活や

血液疾患を発症した入院するまでの経緯，化学療法，

移植を行った入院生活，大腿骨頭壊死を併発したこと

などの内容を落ち着いた様子で，よく整理できていた。

その中で仲間との関係性や，仕事に取り組む姿勢など

これまで大切に生きてきたことを話した。しかし自分

の中でよく整理できた内容を研究者に紹介し，病気体

験によって味わった対処できなかった苦労の本音につ

いては触れていなかった。

局面 2　過去の苦悩の振り返り

　研究参加者らは局面 1 までの表面的な紹介とは違

い，気持ちの深い部分を探るように語った。特に過去

に味わった病気体験による辛い思いを話す際には，そ

の状況を目に浮かべるように話した。研究参加者らは

十分に整理できていない自分の気持を直視することを

はじめ，整理しようとしていた。

局面 3　今も抱え続ける苦悩の表明

　研究参加者らは過去の病気体験から現在も抱えてい

る辛い思いを話した。過ぎてしまったこととしての過

去の苦悩体験を語る様子とは違い，気持ちを確かめる

ように言葉を詰まらせながらゆっくり話していた。研

究参加者らは自らのこれまでの生き方では，対処でき

ない気持をあらわし，自分の気持を直視していた。

局面 4　人の支えへの感謝の表出

　局面 2,3 で辛い思いを語り終えると参加者らは，辛

かった自分を救ってくれた人たちへの感謝の気持ちを
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表した。そして周囲の人の支えで，苦悩を乗り越えて

きたことを語った。局面 3 でとても受け入れられない

ような気持を直視できたことで，自分の周りに支えて

くれる人たちがいたことも認識できていた。

局面 5　苦しむ自分を認め前に進むことの表明

　参加者らは支えてもらったことへの感謝の気持ちを

表しながら，今も抱え続ける苦悩を認め，自分なりの

生きかたをあらためて認識し，自らのパターンを認識

していた。そして自分の苦悩を抱えながらもペースを

保ちながら社会復帰するための具体的な準備を話し

た。

2.　個別の変化

　ここでは，A 氏，B 氏それぞれの個別的な変化の過

程の概要を示す。研究参加者の思いをあらわす言葉は

「」で表記した。また「」内で，言葉と言葉の間にあっ

た沈黙は・・・で示した。また両氏の様子を示すうえで，

面接で関わった際の研究者の解釈も結果として示す。

A 氏の変化

局面 1　これまで生き方の振り返り

　1 回目の面接で，A 氏は，幼少のころからの体験を

話した。A 氏は高校から始めたアメリカンフットボー

ルにとても熱中した。高校卒業後に就職した際に職場

のトラブルに巻き込まれ退職した。その後大学進学を

決め，受験のために勉強し，進学した。大学生活では

サークルの仲間と楽しい時間を過ごした。A 氏の話し

から，A 氏はこれまで，就職，大学進学など自ら決断し，

自分で納得いくよう生きてきたことで，自分の生き方

に自信をもっているよう解釈できた。そして A 氏に

は語るべきことが十分にあるようだった。

　A 氏は大学卒業後に発症した病気体験について詳細

に語った。発症後には，はじめて入院した際には，十

分な説明がないことには家に帰ると納得のいく説明を

医師に求めたこと，入院中，足がふらつきトイレから

の帰りに転倒し，死を意識したことなどを，まるでそ

の現象が眼の前に写っているように，詳細に語った。

誰が何を言って，自分が何を思って，何を言ったのか，

こと細かく話した。語ることをどのように語るべきか，

わかっているようであり，よく自分のなかで整理でき

ているようだった。

　A 氏は移植後 3 年経過した後，大腿骨頭壊死により

手術を受け，手術をしても 2-3 年は就職しないで負担

がかからないように医師から言われたこと，「やっと

いろいろできるようになって仕事もできるかなという

ところまできてたのに」と話した。このことは A 氏

にとって就労の障害になり，社会復帰の障害を意味し

た。しかし語る様子は落ち着いており，気持の整理を

できているよう解釈できた。

局面 2　過去の苦悩の振り返り

　1 回目の面接の終わりに，A 氏は病気体験の中でも，

特に印象的な体験である友人の死について言葉を詰ま

らせて語り始めた。A 氏の様子はこれまでの生き方に

自信をもって語る様子とは対照的だった。

　「僕と友達になった人・・・先に逝ってしまうんで

すよね。移植後，一般病棟で知り合った男の子がいた

んですがね。・・・。あんなに悲しい思いはしたくな

いですし。取り返すのは，僕が頑張って取り返せばい

いんだから。というふうに考えるようになりました

ね。・・・しょせん自己満足なんですけどね。でも・・・

何かを・・・学ばないと・・・いけないかなって。・・・

で，それで，足を悪くした時に，もういっぺん勉強し

ようと。何か，自分をいかせられるものないかなって。

特に自分が体験したことを生かせられることはないか

なって思ったら，精神保健福祉士。・・・それが一連

の流れですね」。

　A 氏は友人の死を自分がどのように考えれば良いの

か，どのように整理すれば良いのかわからず苦しんで

いるようだった。また，友人の死は整理できず，初め

て言葉を詰まらせ，自分の気持ちを振り返っているよ

うだった。

　そして A 氏は「こんな思いはもうしたくないんで，

新しい友人は作らないことにしています」と付け加え

た。また移植後の今も，再発するのではないかという

不安があること，その思いはとても怖いことを話した。

　私は 1 回目の面接を終え，A 氏が病気体験で大変な

思いをしながらも，仲間との関係性を大切に生きてき

たこと。そして様々な事を自分で考え，決定し，対処

して納得できるように生きてきたがわかった。また A
氏の体験が非常に豊かに思えた。しかし豊かに思える

体験が今の A 氏にとってどのように意味しているの

かわからなかった。

　私は 2 回目の面接のはじめに，A 氏の体験が非常に

豊かに思えた事を A 氏にフィードバックした。2 回

目の面接で A 氏はあらためて小さい時からの関心事，

体験を話した。どんなふうに遊んだのか，やはり，詳

細に語った。

局面 3　今も抱え続ける苦悩の表明

　A 氏は再び，亡くした友人のことを話した時，言葉

に詰まり，整理できない様子だった。「自分のことは，

自分が納得するようにすれば，それがうまくいっても，

うまくいかなくてもというのが，あるんですよね。納

得いくようにやればいいんだと。納得するまでやれば，

それでうまくいっても，いかなくても，自分で踏ん切

りが付く。でも・・・他人のことは，ふんぎりがつか

なかいんで」。「自分の事だったら，納得すればいいわ

けで。ただ，他人，やつは最後に何を考えていたんだ

ろうと，というのを思うと，・・・もっと，もっとが

んばらなきゃいけない。といったら変ですけど。・・・

やつができなかったことをしてやりたいとか。という

ふうに考えちゃいますよね」。
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　A 氏はこれまでの基本的な人との関わりでは，関係

性を重視して，相手の気持ちを考えて生きてきた。そ

のため亡くなった人の気持ちをどのように考えてよい

のかわからなく苦しんでいるようだった。A 氏は 1 回

目の面接に比べ，より明確に自分の生き方を認識して

いるように思えた。それは自身のパターンを話してい

るようだった。

局面 4　人の支えへの感謝の表出

　A 氏は病気になった自分を支えてくれた大学時代の

友人について語り始めた。「友人たちは今の自分の支

えになっているし，自分が亡くなった友人に言ったよ

うに，生きている友人が “ お前を信じている ” って言っ

てくれたんです」。信じることができる友人がいたこ

と，信じてもらえる友人がいたことに感謝した。さら

に移植後骨髄検査をするときに，再発しているのでは

という強い不安に襲われた際に，看護師が一緒にいて

くれて救われたことを話した。

　A 氏は，真の気持ちに関心をむけることで，亡くなっ

た友人の思いを整理できない苦しみを直視し，同じよ

うに自分が本当につらかったときに救ってくれた周囲

の人への感謝も A 氏の気持ちの中にあることを認識

しているよう解釈できた。　

局面 5　苦しむ自分を認め前に進むことの表明

　3-4 回目の面接では，A 氏は落ち着いて語り，これ

から進もうとする生きかたを語った。A 氏は国家資格

を取得するために準備し，就職先は友人の近くに住も

うと思っていること，病気で失ったものもあるけれど，

得たこともあると思っていること，あきらめずに勝負

する，支えてくれた人たちに感謝しながらもこれまで

どおりに生きることを落ち着いた様子で語った。私は

A 氏がこれまでとは違った，落ち着いた様子で前に進

むことを表明し，パターンを認識していると実感し面

接を終了した。

　

B 氏の変化

局面 1　これまでの生活の振り返り

　B 氏は 1 回目の面接でこれまでの生い立ちを紹介し

た。B 氏は小さい頃から医療者になることが夢だった

ことを話した。中学生になって，医療関係の高校に進

学することを決め，難関であった高校に進学した。高

校卒業後は，県外の学校に行き，仲間と寮生活を楽し

みながらも，勉強に没頭した。就職してからは医療者

として厳しい勤務状況である部署で頑張ったことを紹

介した。続けて B 氏は，就職して 6 年目の時に血液

疾患を発症したことを話した。

　B 氏は移植後，1 年 7 カ月後にもともと勤務してい

た職場に復職する。しかしそこで右側の大腿の痛みを

覚え手術を行い，その後，職場を変え派遣で職員とし

て働く。ところが左側の大腿にも痛みが生じ手術を行

う。B 氏は「復職の気持は強かったですね」と話しな

がらも，落ち着いた様子で気持を整理できているよう

解釈できた。

局面 2　過去の苦悩の振り返り

　B 氏は病気体験の一連の経過を話してから，特に印

象的だった出来事を涙を見せながら話した。移植後

GVHD コントロールのためのステロイド療法でムー

ンフェイスになる不安や，病休期間が切れる時期，復

職できるかどうか担当の医療スタッフに尋ねた際に，

「そんなの分かるわけないだろう」と相手にしてもら

えなかった体験，移植後とまっていた生理がまた始っ

て欲しいと望みをもっている際に，「生理なんてこな

いよ」と言い切られた悲しい思いを抱いた体験を話し

た。

　また B 氏は交際していた相手から傷つけられた出

来事を話した。「付き合っていた人が，初めのお見舞

いに来た時に，・・・「遺伝はするん？」って言った

んですよ。「その病気は」。まあ親に言われてきたんだ

ろうとは思いましたが。まあ，そういう人間というこ

とは気づいていたんで。まあ，だらだらするより，ま

あ自分に別れる決意をさせてくれる言葉だったかな」。

　私は 1-2 回目の面接を終えて， B 氏が医療者として

これまで頑張ってきたことが印象的であり，B 氏に

とって “ 医療者ということ ” は B 氏の生き方の鍵であ

り，重要な意味があると思った。しかしそれがどのよ

うに意味しているのかは分からなかった。

局面 3　今も抱え続ける苦悩の表明

　3 回目の面接で，B 氏は女性として思うことを語り

始めた。「やっぱり，子供を産めない体になったとい

うのがすごく大きいですね。」と話し始めた。「・・・

子供を産めないとなると，こう，仮にこう，子供がい

なくてもいいよという人があらわれても，やっぱり，

その人にも家族がいるだろうし，今後，考えが揺らぐ

こともあるだろうし，欲しいなあって思うこともある

だろうし，そういうことを思うと，やっぱり，結婚と

か，すごく考えます」。

　B 氏は続けた。「まあ・・・移植をする前に妊娠で

きる確率は減るよって説明はされていて，卵子保存も

試みて，結局だめで。・・・骨頭壊死にもなってしまって，

自分の体のなかで，子供を育てるというのは，ちょっ

と難しくなってきたんで。それなんで，移植をすると

きも考えたし，まあ，骨頭壊死にもなったし。まあ，

まあ，うん・・・結婚できなくてもそれでも仕事があ

ればいいかなあみたいな。・・・そうですね。女のひとっ

て，こう学校とか卒業して，2-3 年くらいで寿退社して，

そういう計画があって，ちょうどそういう周りが子供

を産んでという時期に病気になって，重なる時期だっ

たんで。なかなか自分の中では，一番受け入れられな

かったことですね」。　

　B 氏は女性としてどのように生きたのか，それが出

来ないことがどれだけ受け入れられないことなのかを
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語った。B 氏は病気で体験したもっとも辛いこととし

て語ったあと，病気で得た B 氏がとても大切にして

いるように思える出来ごとも語った。B 氏は最も苦悩

していることを一度に吐露しているようだった。

局面 4　人の支えへの感謝の表出

　B 氏は「・・・でも」と晴れやかな表情で言葉をつ

ないだ。「入院しているときに，あった人（医療スタッ

フ）がすごくいい人で，あえて，そのことをいったこ

とはないんですけど，誰にも。そういうの察してくれ

て，何を話したか覚えていないんですけど，すごく気

持ちが穏やかになることを言ってくれて。本当にすご

いって感じで」。

　B 氏は続けた。「卵子保存をしようとした時にも，

専門の病院にいったんですけど，そこの人（医療スタッ

フ）が，すごくいい人で，自分の知り合いのひとにも

白血病の人がいて，個室で，涙を流しながら，生殖器

の医療は進んでいるから，希望は捨てないようにって

言ってくれて。すごくうれしかったですね。移植をす

る時期にかかわってくれた人は，すごく，うーん。い

い人に恵まれたと思いますね」B 氏はこれまで出会っ

た医療スタッフに救われたこと，どれだけ感謝してい

るかを溢れるように語った。

　B 氏は今も抱える辛い気持ちを表出した後，入院中，

妊娠，出産への心配について気持ちを察してくれた医

療スタッフについてはなした。心配して声をかけてく

れたことで救われたことを話した。そして信頼できる

主治医に出会え，安心できる喜びを話した。

局面 5　苦しむ自分を認め前に進むことの表明

　B 氏は子供をつくることは難しいかもしれませんが

と前置きし，「どんな形でも医療者と名乗っていたい

んです」と話した。自分の話しを聞いてくれた医療者

のようになりたい，そして今までの自分の医療者とし

てのキャリアをつみあげたい，この病気体験を生かし

たいとあらためて出発することを話した。

　B 氏は女性として体験した辛い思いを，自分と同じ

医療者がその辛い思いを救ってくれたことを語った。

私は B 氏にとって “ 女性であること ” “ 医療者として

生きること ” が意味することが分かったように思え

た。B 氏の病気体験と “ 医療者であること ” がつながっ

た思いだった。私は B 氏がパターンを認識したこと

を実感し面接を終了した。

　

考察
　

　研究参加者は，これまでの生活を振り返る面接をす

ることで，以下の 5 つの局面を経て気持ちを整理した。

局面 1　これまでの生き方の振り返り。局面 2　過去

の苦悩の振り返り。局面 3　今も持ち続ける苦悩の表

明。局面 4　人の支えへの感謝の表出。局面 5　苦し

む自分を認め前に進むことの表明。5 つの局面は局面

ごとに折り重なりながら進んだ。
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A 氏，B 氏の変化について

　A 氏，B 氏はともに移植後 4 年経過し，移植後に大

腿骨頭壊死を経験している。両氏は局面 1 で病気前の

これまでの生き方を紹介した後に，局面 2 で発病，移

植で味わった困難として，A 氏は入院中に知り合った

友人を失ってしまったこと，B 氏は医療者に心ない言

葉を受けた大変な苦悩を思い返した。両者とも局面 3
で現在も苦悩している困難に目を向けると，まだ整理

できていない様子を示した。苦しそうに過去から現在

の苦悩を思い返し，それに引き続き，局面 4 で周りの

人の支援について語った。局面 5 で彼らは，自分の思

いを確認するように発症前の生き方を包含してこれか

らの生き方を語った。松田 16) は移植後患者のライフ

ヒストーリーから，患者が将来を見通せない日々のな

か，今の生活の意味を見出し，新しい価値観を獲得し

ていることを報告している。また研究参加者が示し

たこの変化は，Newman の理論の視点からみればアー

サーヤング 17) がいう成長のプロセス，イリヤプリコ

ジン 18) がいう新たな自己組織化といえるであろう。A
氏，B 氏ともに示した変化は生き方の意味を見出した

新しい自己組織化になったといえよう。

　研究参加者の変化を既存の Newman 理論を使った

研究と比較すると，30 歳代の男性患者らを参加者と

した先行研究 4) は，「自分の人生の表面的な振り返り

と直視できない病気体験の開示」，「自分の本音の気持

ちを模索して表出」，「現在の困難な状況にある自分の

承認」，「新しい気づきと自己成長」という 4 つの局面

を経て変化し，パターンを認識する過程は本研究参加

者と類似していた。また今回，大腿骨頭壊死を併発し

た患者を研究参加者とした本研究では，大腿骨頭壊死

の併発が A 氏 B 氏の就労の障害になっていたことが

局面 1 で語られた。A 氏 B 氏ともに大腿骨頭壊死で

大変な苦労をしていたが，その苦労した気持は整理で

きており，落ち着いた様子で話していた。このことは

両氏とも大腿骨頭壊死を併発した後，手術してから 1
年程度経過し，リハビリがすすみ活動に制限を持ちな

がらも社会復帰に向っているためと考えられる。白血

病の罹患，移植に伴う治療など生命に危機的な状況を

体験してきた患者の状況から考えれば，大腿骨頭壊死

に伴う今の状況は，ある程度目処が立ちつつあるため

強い関心事としてあらわれなかったことが考えられ

る。

研究参加者がもつ困難の特徴について

　一般的に移植後の患者がもつ晩期症状として慢性

GVHD，肝中心静脈閉塞症，カリニ性肺炎など 1) が挙

げられるが，A 氏 B 氏は面接時には顕著な症状はみ

られなかった。しかし，身体的に脆弱な状態であり，

症状が出現する可能性は高い状態であった。又，心理

的に移植後にはうつの傾向にある 19) との報告もある。

両氏ともに面接をする際にはうつを示す様子はみられ

なかったものの，彼らは心理的な負担が強い状態にあ

ることもいえよう。そしてがん患者は社会的には職場

での差別，移植後に雇用自体の機会がすくないことに

よる困難があると言われている 20)。両氏ともに仕事を

見つけることの困難をもち，大腿骨頭壊死により活動

性が制限することで社会復帰を難しくしていた。さら

に，研究参加者らは移植後，再発する可能性をもちな

がら生活し，その不安を抱えながら生き，いつ再発す

るか分からない不確かに過ごす苦しみを，前述した社

会復帰に関する苦悩と併せ持っていた。つまり発病，

入院，化学療法の治療，移植，大腿骨頭壊死と繰り返

される困難を体験していた。そのなかで一見おちつい

ているが，先が見えにくい状況に彼らは身を置いて生

きていることが特徴的だった。

　疾患上の困難に加え，研究参加者らは発達課題が達

成できないことによる苦悩の特徴をもっていた。A 氏

B 氏ともに就職に困難をもつことで人生設計が立てら

れず，どうやってこれから生きていくか方向性が見出

せない状況であった。さらに，職業を選択できないこ

とで，自分は何者であるかという自我が確立できない

ことによる苦悩があったことも考えられる。また，B
氏は結婚，妊娠，出産という女性がもつ発達課題の達

成に困難を持っていた。そして，発達課題が達成でき

ない苦悩に影響して，周囲の同世代の友人らが，次々

と発達課題を達成していることによる焦りで苦悩して

いたことも特徴的であった。このことは，先行研究の

30 歳代男性患者が移植後発達課題を達成できないこ

とで苦悩していた結果 4) と同様であった。

移植後患者への外来での援助について

　外来での移植患者への個別的な支援体制は十分とい

えず，患者独自の努力に委ねられている場合が多く課

題 21) といわれている。しかし A 氏 B 氏は，ともに自

らの病気体験を語るなかで，外来通院中に医師，看護

師からのかかわりが大きな支えになったことを話して

いた。森 22) は移植後患者への看護援助の課題として，

心理的援助の難しさを看護師からのインタビューで抽

出し患者の心理的支援の重要性をしめし，外来看護を

行ううえで患者の思いを語る機会の重要性が示唆して

いる。このような心理的援助を考えるうえで本研究の

視座に基づく支援は，患者が意味を見出すことに向け

て，患者と看護師の相互交流のプロセスに注目してい

る。

　前述したように，疾患に伴う困難，発達課題が達成

できないことによる苦悩，がん患者特有の再発の不安，

大腿骨頭壊死のような大きな障害の出現による苦悩を

持つ患者は，繰り返される大きな苦悩と，異なる苦悩

が重なっている中で生きている。このような状況の中

で生きる患者に対して，最も必要となる支援は，苦悩

の中で生きる患者がその人なりの生きる意味を見出す

ための支援と思われる。そのために自らの内面を洞察
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し，自分自身を認識し，新しい自分を再構築すること

に向けた支援が重要であると思われる。本研究結果は

2 事例と限界はあるが，パターンを認識するよう促す

支援方法は，従来の移植後の外来看護に新たな支援方

法を示したと考える。そのために多忙な外来看護では

簡単なことではないが，思いを表出する機会を作るだ

けでなく，患者が語る人生の経験を十分に辿り，その

人の生きかたやパターンを知り，そこからどのような

意味があるのか知ろうとする機会を作ることが重要と

思われる。

　面接の時期については，30 歳代男性患者を参加者

とした先行研究 4) 同様，移植後社会復帰する時期に合

わせて，自らを振り返る面接を行うことが必要と思わ

れる。そのことに加えて，移植後，大腿骨壊死など日

常生活に影響を与える障害が生じ気持ちが困難である

際に，このような面接を追加する必要があると思われ

る。

　

結論
　

1．参加者らはパターンを認識する過程を共に辿る支

援を行うことで，5 つの類似した局面を辿った。

2．参加者らは疾患に伴う困難，発達課題が達成でき

ないことによる苦悩，再発の不安，大腿骨頭壊死

のような大きな障害の出現により苦悩しているこ

とが特徴的だった。

3．本支援は，移植後合併症が続くことによる困難な

患者に生きる意味を見出すことにむけた支援方法

として効果があるという示唆を得た。

　

　本研究は文部科学省科学研究費 (19791716) 若手研

究 (B) 助成を受けて実施した。
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Abstract

The purpose of this study was to identify what changes occur in the experience of disease, when a nurse and a client 
who has undergone bone marrow transplantation (BMT) leading to avascular necrosis of the femoral head follow his or 
her awareness process together.  The theoretical framework was Newman’s theory of health.  A hermeneutic, dialectic 
approach was chosen in praxis research design.  The participants consisted of 2 outpatients in their 20-30s.  The data was the 
content of dialogues in the participant-researcher partnership and the researcher’s journals.  The participants revealed fi ve 
transformational phases.  These were: “refl ecting on one’s life”; “refl ecting on one’s past suffering”; “showing thanks for 
people’s support”; “showing one’s present suffering”; and “showing recognition of one’s suffering self and moving forward”.  
Their insights provided evidence of an expanding awareness and support for Newman’s theory.  The fi ndings suggest that 
this nursing intervention helps outpatients who fi nd themselves in a diffi cult situation following transplantation.

Key words： bone marrow transplantation, avascular necrosis of the femoral head, outpatient in early adulthood, 
outpatient nursing


