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Ⅰ．はじめに
日本胃癌学会では胃癌治療ガイドラインにおいて，根
治Ａ，Ｂ手術を受けたStageⅡ／Ⅲ症例（ただしT3N0
とT1を除く）に対するS-1（テガフール・ギメラシル・
オテラシルカリウム）補助化学療法を推奨し，手術から
の回復を待って術後６週間以内に投与を開始するとして
いる１）。このことは多くの胃がん患者が術後に化学療法
を受けることを意味し，特にS-1は経口薬であることか
ら外来に通院しながら治療を受けることが想定される。
そして，入院期間の短縮化や外来化学療法への移行に
より，患者は治療に伴う多様な副作用・困難に対して，
日々の生活の中で自ら判断･対処を迫られることが多く
なると言える。手術後に補助化学療法が開始される胃が
ん患者の場合，手術により変容した消化・吸収機能や食
行動の再構築に対応しながら，抗がん剤がもたらす嘔
気・食欲不振などの副作用に遭遇することとなる２）。こ
のような混在する困難や長期化する困難に対峙する患者
においては，時々の状況に応じて柔軟に行動や解決手法
を変化させて対応すること，つまり「柔軟な対処」が必

要となってくる。そして，この「柔軟な対処」は，既存
の研究３）～６）よりストレスを和らげる機能をもつと考え
られている。
そこで，筆者らは外来化学療法を受けている胃がん術
後患者の柔軟な対処の構造を明らかにすることを目的と
し，11名の胃がん患者に半構造化面接，参加観察等を実
施し，質的帰納的にデータを分析した。その結果，柔軟
な対処は，〈直面している現実に戸惑いながらも対峙す
る心構えをもつ〉〈遭遇している困難への対処に試行錯
誤しながら，自分なりの対処法を獲得する〉〈生活に基
盤をおきながら治療によってもたらされる変化に対し
て柔軟に対応する〉〈対処を支え，継続する力を保持す
る〉の４局面からなる構造を呈していた７）。このような
構造的理解をもとにした「柔軟な対処」を高める看護援
助は，対処力の向上とストレス緩和が期待でき，さらに
多忙な外来業務の中で効率よく患者の対処の様相をつか
み，的確な援助を展開することにつながると考える。

Ⅱ．研究目的
本研究の目的は，外来化学療法を受けている胃がん術
後患者を対象に作成した柔軟な対処を高める仮説モデル
に基づいて看護介入し，その効果を検討することである。
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本研究の目的は，外来化学療法を受けている胃がん術後患者を対象として作成した柔軟な対処を高める仮説モデル（以
下，モデルと省略）に基づいて看護介入を行い，その効果を検討することである。対象者は胃切除術を受け，その後外来化
学療法を受けている胃がん患者４名で，モデルのアセスメント視点に基づいて対処の様相を査定し，その結果をもとに介入
目標・看護援助の内容を定めて看護援助を実施した。データは面接調査，参加観察，記録調査から収集し，質的に分析した。
分析の結果，モデルに基づいた看護介入の過程でみられた対象者の変化は，【胃切除や抗がん剤の使用に伴っておこって

いる身体の変化に気づき，状況理解が深まる】，【援助者が提供する食事や薬に関する情報や知識を活用する】，【身体や食べ
ることの変化から回復を実感し，自信がもてる】，【以前とは違う現状を受け入れた上で，行動や社会性の拡大に意識・関心
が向く】など８カテゴリーに集約された。また，対象者は看護援助を，‘医師と関わる際の力添え’や‘状況理解の後押し’，
‘知識や情報の提供’，‘精神的な安定をもたらす’と受けとめていた。
モデルに基づいた看護介入は，対象者が試行錯誤を通してより有効な対処法を選択することを支え，自らが主体となって
対処していくことの意識づけや問題状況に対する認知の広がりも認め，柔軟な対処を高める上での効果が明らかになった。
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Ⅲ．用語の定義
外来化学療法：患者が外来に通院しながら受ける化学
療法であり，抗がん剤の投与経路は問わない。
柔軟な対処：対象者が主体的に問題状況に向き合い，
対応と吟味を繰り返す中で自分なりの対処法を掴み取ろ
うとする姿勢・取り組みであり，認知的側面でのとらえ
なおしも含む。

Ⅳ．研究方法
１．対象者
胃切除術を受け，その後，外来化学療法を受けている
胃がん患者で，本研究への参加に同意した者。
２．看護介入の方法
１）看護介入の枠組み
先行研究２）より，外来化学療法を受けている胃がん
術後患者が体験する困難は，その程度や広がり，身体感
覚や反応は様々であり，個人差が大きく複雑な様相を呈
していた。このような困難への対処は，状況が変化しう
ることをふまえ，継時的かつ個別に対処の現状を吟味
し，さらに行動・認知の両側面からの対処法を獲得する
支援が必要と考えた。そこで，先行研究と文献をもと
に，外来化学療法を受けている胃がん術後患者の柔軟な
対処の様相を示す４局面に基盤をおき，その様相を査定
する‘アセスメント視点’と，その局面に応じた‘介入
の方向性’を示す「外来化学療法を受けている胃がん術
後患者の対処の柔軟性を高める仮説モデル（図１）」（以
下，モデルと省略する）を作成した。
柔軟な対処の第１局面とは，〈直面している現実に戸
惑いながらも対峙する心構えをもつ〉であり，そのアセ
スメント視点は「現実と向き合う主体性」，介入の方向
性は『現状との対峙と自己決定を支える』とした。第２
局面とは，〈遭遇している困難への対処に試行錯誤しな
がら，自分なりの対処法を獲得する〉であり，そのアセ
スメント視点は「身体の反応をもとにした状況判断力」
「対処のレパートリーの広がり」「対処できるという自
信」，介入の方向性は『状況判断と判断力を高める』『対
処方法の習得を支える』『有効な対処方法を選択する力
を高める』とした。第３局面とは，〈生活に基盤をおき
ながら治療によってもたらされる変化に対して柔軟に対
応する〉であり，そのアセスメント視点は「治療ととも
に生活することの受け入れ」「遭遇する困難や変化に対
する許容範囲の広さ」，介入の方向性は『在宅での治療
の継続を支える』『困難や変化に対する認知の広がりを
図る』とした。そして第１～３局面を推し進める第４局
面は〈対処を支え，継続する力を保持する〉とし，そ

のアセスメント視点は「必要な情報を自ら獲得する力」
「周囲の人たちの支え」，介入の方向性は『情報を獲得す
る力を高める』『情緒的安定を図る』と設定した。なお，
アセスメント視点と介入の方向性の設定においては，外
来化学療法または消化器がん患者への看護経験がある看
護師に内容の確認を依頼し，妥当性を確保した。

２）看護介入の手順（図２）
対象者から研究参加の同意を得られた後は，研究代表
者（以下，援助者とする）が受け持ち看護師として当該
施設が基準としている通常の看護をふまえた上で，モデ
ルに基づいた看護援助を行った。具体的には面接・診療
録から情報を収集してモデルの‘アセスメント視点’に
基づいて対処の様相を査定し，該当局面の‘介入の方向
性’をもとにして対象者の介入目標と看護援助の内容を

図１　  外来化学療法を受けている胃がん術後患者
の対処の柔軟性を高める仮説モデル

図２　  外来化学療法を受けている胃がん術後患者の
対処の柔軟性を高める看護介入の手順
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定めた。受け持ち期間は３ヶ月をめどとし，診療の補助
のほか，診療の前後で関わる機会を設け看護援助を行っ
た。介入開始後は４～６週間ごとに対処の様相を査定
し，必要時介入目標・看護援助の内容を修正した。な
お，看護援助の実施にあたっては，適宜，担当外来看護
師もしくは当該セクションの責任者に状況を報告し，意
見交換・調整をしながらすすめた。
３．データ収集の方法
１）面接調査
対処の事前・中間・最終査定においては，モデルのア
セスメント視点を盛り込んだインタビューガイドに基づ
いて半構造化面接を実施した。面接は対象者の承諾を
得て ICレコーダーに録音し，面接時の対象者の反応は
フィールドノートに記載した。
２）参加観察
診療場面における医師や外来看護師との関わりの様

子，待ち時間などでのインフォーマルな会話の際の様子
は，フィールドノートに記載した。なお，対象者の反応
については，適宜医師や外来看護師からも情報を得て確
認し，データの妥当性を確保した。
３）その他
看護援助として対象者と関わる場面は，対象者の承諾
を得て ICレコーダーに録音した。承諾が得られなかっ
た場合や録音が不適切な場面・場所での関わりは，やり
取りに区切りがついた段階で速やかにフィールドノート
にその内容を記録した。また，診療録・看護記録などか
ら社会的背景や病歴，検査結果，インフォームド・コン
セントの内容，看護師や薬剤師からの指導内容と患者の
反応についても資料として情報収集をした。
４．分析方法
本研究では，モデルに基づく看護介入の効果を「対象
者の変化」と「看護援助に対する対象者の受けとめ」か
ら検討することにした。「対象者の変化」は看護介入に
よりもたらされた対処の結果としての客観的成果，「看
護援助に対する対象者の受けとめ」は看護介入に対する
対象者の主観的評価であるととらえ分析視点とした。分
析にあたっては得られたすべてのデータを分析の対象と

し，看護援助の過程でみられた対処に関する変化・反応
や看護援助に対する対象者の言動を抽出し，意味内容が
通じるような簡潔な文章で表現した。さらに，この文章
の意味内容の類似性に着目して「対象者の変化」と「看
護援助に対する対象者の受けとめ」に集約した。なお，
分析においては質的研究・がん看護の専門家にデータを
公開して検討を重ね，研究の真実性を確保した。
５．倫理的配慮
研究対象者の選択では，介入研究であることや外来治
療開始後の経過をふまえて主治医と外来看護師が候補者
を選定し，紹介を受けた。研究対象者には文書と口頭で
研究目的や具体的な協力内容，研究協力は自由意志であ
り参加を拒否することや中断する権利があること，拒否
や中断によって不利益を被ることはないこと，プライバ
シーの保護等について説明した。研究協力の同意におい
ては，対象者の希望に応じて検討の期間を設け，十分な
理解が得られたことを確認した上で研究協力への同意を
得た。また，援助者が看護援助を行うにあたっては当該
施設で研修を受け通常行われている看護をふまえた上で
実施し，外来スタッフとの連絡・調整を密に図り，対象
者に不利益がないよう配慮した。さらに，化学療法を受
けている患者を対象者とすることから，治療の影響を常
に念頭において対象者の状態を観察し，必要時には面接
を中止したり，外来スタッフに対応の協力を依頼するこ
とにした。なお，本研究は千葉大学看護学部倫理審査委
員会の承認を受けて実施した。

Ⅴ．結　果
１．対象者の概要（表１）
対象者は４名で，術後化学療法のプロトコールは対象
者ごとに異なり，Ａ氏はCDDP（シスプラチン）の経
静脈投与とS-1の内服の併用，Ｂ氏とＤ氏はS-1の内服
のみ，Ｃ氏はPTX（パクリタキセル）の経静脈投与の
みであった。通院間隔はプロトコールや主治医の意向に
よって異なり，受け持ちは化学療法開始後１～２クール
目より始めた。

表１　対象者の概要
対象者 性別 年代 Stage 受けた手術の術式 化学療法の種別 通院間隔 介入回数

Ａ氏 女性 70歳代 Ⅳ
幽門側胃切除
横行結腸間膜切除

点滴 （CDDP＊１）
内服 （S-1＊２）

１～２週毎 10回

Ｂ氏 女性 70歳代 Ⅱ 腹腔鏡下胃切除 内服 （S-1） ２～４週毎 ６回
Ｃ氏 男性 60歳代 Ⅲ 幽門側胃切除 点滴 （PTX＊３） １～２週毎 ８回
Ｄ氏 男性 60歳代 Ⅲ 幽門側胃切除 内服 （S-1） ６週毎 ２回

＊１  CDDP ： シスプラチン　＊２  S-1 ： テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム　＊３  PTX ： パクリタキセル
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２．看護介入の実際
モデルに基づく看護介入の実際について，Ｂ氏の経過
の一部を示す。以下，実施した看護援助を〈　〉，対象
者の変化を《　》で示す。
対処の事前査定において，Ｂ氏は自らがおかれている
現実に向き合うことができており，食行動の再構築にお
いても身体反応をもとにした判断や対処のレパートリー
に豊かさがみられた。しかし，「食べること」に主眼をお
いた対処が主であり，今後予想される化学療法に伴う困
難や変化に対する対処を高める必要があると判断し，第
２局面における介入の方向性をもとに，介入目標を「①
身体の反応をもとにした状況判断力を高める」「②対処
のレパートリーを広げる」「③対処できるという自信を高
める」に設定した。そして，Ｂ氏は胃切除後の新たな身
体で「食べる」ということをつかんでいったが，思うよ
うに体重が増えず痩せてしまった外観を気にかけていた
ため，〈一般的な手術後の回復の見通しについての情報
提供〉や〈確実に回復に向かっていることへの意識づけ〉
を行い，〈良い兆候や変化の実感を促す〉といった関わ
りを行った。その結果，Ｂ氏は「やっぱり日にちが解決
してくれるんですね」「１年くらいたったら（体重も）何
とか増えるでしょうね」といった発言が聞かれるように
なり，《経過を長い目でみようという意識の芽生え》や
《対処をすることで問題状況を軽減できると自らに言い
聞かせる》といった様子が見られるようになっていった。
また，対処の中間査定においては「食べること」への対
処だけではなく化学療法の副作用への対処もできるよう
になり，対処に広がりが見られた。しかし，社会性が拡
大するには至っていなかったことから，第３局面の介入
の方向性をもとに介入目標「④治療とともにある生活を
再構築する」を設定した。さらに，副作用に対する不安
を抱えていたため，〈異変時の対処方法についての確認
と情報提供〉を行い，あわせて〈妥当な対処行動がとれ
ていることの保証〉をし，〈物事を前向きに考えようとす
る姿勢の支持〉をした。その結果，《症状出現時の対応
について主体的に確認する》《対処方法の工夫と見通し
が持てる》といった様子が見られるようになった。
３．モデルに基づいた看護介入でみられた対象者の変化
（表２）
モデルに基づいた看護介入の過程でみられた対象者の
変化は，８つの「変化の内容」に集約された。
１）胃切除や抗がん剤の使用に伴っておこっている身体
の変化に気づき，状況理解が深まる
この変化は援助者からの副作用や食事に関する情報提
供，身体の状態についての対話を通して身体の変化に対

する意識付けが図られ，胃切除術や化学療法を受けたこ
とによる影響についての理解や，自らにおこっている身
体の変化や治療との関係性についての理解を深めていっ
た様相を示している。
２）援助者が提供する食事や薬に関する情報や知識を活
用する
この変化は援助者が提供した情報や知識に関心を寄

せ，対処の情報源として活用していた様相を示してい
る。特に，細かいところまでは医師に相談しにくい食事
の問題や自己管理を指示された薬剤の使用方法につい
て，援助者を活用する場面が多くみられた。
３）食べるための工夫を続け，自分なりの食べる「コ
ツ」や「めど」がもてる
この変化は胃切除により胃機能が変化したことや抗が
ん剤の副作用による食欲不振・味覚の変調などによる
「食べること」に難航している中で，対処の試行錯誤を
続け，自分なりの新たな「食べ方」をつかみとっていっ
た様相を示している。胃切除後の新たな身体で自分の食
べられる量をなかなかつかめずにいたＤ氏は，抗がん剤
の副作用による味覚の変調も出現するようになり，「食
べること」に難渋していた。そこで，援助者は身体から
のサインに着目するように促したり，とっている対処法
を確認して効果をともに吟味した。その結果，Ｄ氏は
徐々に１口の違いを意識するようになり，食べ過ぎによ
る不快感が生じるめどをつかめるようになっていった。
４）身体や食べることの変化から回復を実感し，自信が
もてる
この変化は良い兆候・変化のフィードバックや，妥当
な対処行動であることの保証を受け，体調の回復や食べ
ることに関する変化，手術後の侵襲・ダメージからの回
復を実感し，これからの先行きに自信が持てるように
なってきた様相を示している。
５）胃切除や化学療法に伴って低下した体重・体力の回
復には時間を要すると悟る
この変化は回復の指標としてとらえる体重に思うよう
な変化が見られず，さらに日々の活動・行動の中でも体
力の回復を実感できない状況が続く中で，援助者からの
回復の見通しについての情報提供や回復に向かっている
ことへの意識付けを通し，体重や体力の回復を長い目で
見るようになった様相を示している。
６）以前とは違う現状を受け入れた上で，行動や社会性
の拡大に意識・関心が向く
この変化は十分に回復していない体調や変わってし
まった外観をありのまま受け止め，その上で趣味の活動
や他者との交流を始めるようになった様相を示している。
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７）医師に対して治療に関する自分の考えや思いを伝える
この変化は医療者と関われるような後押しを受けるこ
とで，医師に対する遠慮や気後れを徐々に払拭し，治療
に関する思いや自分の意思・希望を伝えることができる
ようになった様相を示している。
８）治療に伴って抱えている不安や辛い思いを援助者に
表出する
この変化は対象者の語りを傾聴する機会を通し，治療
に伴う心身の苦痛や先行きの不確かさなど心に抱えてい
る感情を援助者に表出するようになった様相を示してい
る。
４．モデルに基づく看護援助に対する対象者の受けとめ
モデルに基づく看護援助に対する対象者の受けとめ

は，以下に集約された。
１）医師と関わる際の力添え
対象者は，「医師への質問の仕方や報告のヒントを

もらえた」「医師に尋ねる際に背中を押してもらった」
「（援助者と）話すことで，尋ねたいことを整理ができ，
聞きやすくなった」と述べ，援助者との対話を通じて漠
然としていてうまく表現できないような不安や心配なこ
とを整理したり，些細なことを忙しい医師に尋ねてもい
いのだろうかといった躊躇・遠慮を払拭でき，医師と関
わる上での力添えになったと受けとめていた。
２）状況を理解することの後押し
対象者は「話したことで（理解が深まり），家族に自
分の状況を説明できるようになった」と述べており，援
助者と話す機会があることで，自分のおかれている状況
を整理し，理解する上で助けになったと受けとめてい
た。
３）知識や情報の提供
対象者は，「わからないことを補足してもらった」「医

師に聞けないようなことを相談できた」と述べ，疑問に

表２　モデルに基づいた看護介入でみられた対象者の変化
変化の内容 変化の具体の例

胃切除や抗がん剤の使用に伴っておこっている身体
の変化に気づき，状況理解が深まる

・手術による身体の変化と食後の症状を関連づけてとらえられる

・術前とは身体が違っていることへの理解が深まる

・食事のとり方と腹部症状の出現に関係があることに気づく

・味覚の変化が抗がん剤の影響であることがわかる

援助者が提供する食事や薬に関する情報や知識を活
用する

・座薬や下剤などの薬の使い方について援助者に確認する

・自分の今の食事のとり方について援助者に意見を求める

・食べられなくなったものの代替について援助者に尋ねる

・援助者が提示した味覚の変調に対する調理上の工夫を試してみる

食べるための工夫を続け，自分なりの食べる「コツ」
や「めど」がもてる

・食べられないものに固執せず，今食べられそうなものを選ぶ

・食欲がなくても食べるための工夫は続ける

・食後に腹部症状が出ないような食事のめどがついてくる

・自分がとった食べるための工夫に意味があると実感できる

身体や食べることの変化から回復を実感し，自信が
もてる

・以前よりも食べられるようになったことから回復を実感する

・これまでのように「食べること」に神経質にならなくてもよいと思うようになる

・元気になったという自覚が芽生え，毎日少しずつ楽しくできそうな感じがもてる

・困ったことがあっても何とかやっていけそうと思える

胃切除や化学療法に伴って低下した体重・体力の回
復には時間を要すると悟る

・手術からの身体の回復は日にちが解決してくれると思う

・１年くらいたったら何とか体重が増えるだとうと見通しをもつ

・体重の回復については焦らないことだと思う

・体力の回復は長期戦でがんばっていくしかしょうがないと思う

以前とは違う現状を受け入れた上で，行動や社会性
の拡大に意識・関心が向く

・今の状況をふまえて運動や趣味に関する自分なりの目標を設定する

・体力は回復していないが，ひととの交流をもつために新たな趣味を始める

・服を着ていれば痩せた身体も他の人にはわからないと思えるようになる

・以前とは違う痩せたままの自分でも人に会うことに抵抗がなくなってくる

医師に対して治療に関する自分の考えや思いを伝え
る

・たとえ些細なことであっても気になることは医師に尋ねる

・化学療法を継続する上での希望を医師に伝える

・抗がん剤の副作用の辛さを医師に訴える

治療に伴って抱えている不安や辛い思いを援助者に
表出する

・体重が増えないことや食べられないことに対する不安や恐れを援助者に訴える

・終わりが見えない抗がん剤での治療に対する不安を援助者に訴える

・骨髄抑制のために行動が制限され，気力までもが萎えていく辛さを援助者に語る
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思ったことや気になることに関する知識や情報を援助者
から提供してもらえたと受けとめていた。
４）精神的な安定をもたらす
対象者は，「話をしたり，聞いてもらえることで精神
的に安定した」「専門のことを教えてくれる看護師がい
ることで安心につながる」と述べており，自分の担当看
護師（＝援助者）が存在することや「話をする」「聞い
てもらえる」場や機会があることにより，精神的な安定
が得られたと受けとめていた。

Ⅵ．考　察
１．モデルに基づく看護介入がもたらした効果
外来化学療法を受けている胃がん術後患者に対し，モ
デルに基づき対処の様相を査定して介入目標を定め，看
護援助を実施した結果，対象者には多様な変化・反応が
認められた。そこで，モデルに基づく看護介入の過程で
みられた「対象者の変化」と「看護援助に対する対象者
の受けとめ」から，看護介入の効果を検討する。
１）身体が発するサインや変化といった身体感覚をもと
にした状況把握力と対処能力の向上
胃切除に伴う新たな食行動の獲得過程や，多彩な反応
を示す化学療法の有害反応については，画一的な対応で
はなく，個々人に応じた対応が必要となってくる。特
に「食べる」ということをつかみとっていく過程におい
ては，対象者本人にしかわからない微細な身体からのサ
インや変化が大きな意味をもち，これをつかみとれるか
否かが「食べること」「回復への実感」に影響していた。
対象者との関わりの中では「身体の感覚」「身体の変化」
に着目して問いかけ，語りを進めることを意識的に行っ
たが，この身体反応を的確につかむことが，状況理解を
推し進めるだけではなく，より有効な対処法の選択・実
施に向けた礎になっていたと考える。
そしてこの身体感覚・反応をつかむためには，対象者
が自分の状況や考えたことを言語化して表現する対話が
重要であった。がん患者のコーピング促進における語り
（narrative）の活用に関する見解としてCarlickら８）は，
語ることにより問題状況から距離をおき客観化するよう
になると述べているが，本研究においても「語ること」
は自ずと自分の身体やその変化，問題状況をみつめ，自
分なりのとらえや判断を重ねる機会になっていた。さら
に解釈や理解を深めることをめざした援助者の意図的関
わりにより，対象者は身体が発しているサインや変化に
意味があることを知り，客観的な状況理解が促進したと
考える。これは対象者の看護援助に対する受けとめであ
る「状況を理解することの後押し」に反映されていると

推察される。例えば，どうしてそうなっているかわから
ないことが，援助者の提供した知識・情報とこれまでの
実体験を重ね合わせることで，状況の正しい理解と問題
状況としての意識の軽減につながった場合があった。ま
た，語ることを通して患者が自分自身のとらえを整理す
る機会にもなっており，そのことが遭遇している問題の
根本を自ら絞り込むことにもつながったと考える。　
２）援助者とともに問題に対する目標や対処法を検討す
ることによる，対象者自らが主体となって対処してい
くことの意識づけ
このモデルに基づく看護援助は対象者の主観的認識と
対処の実践が基盤となることから，自ずと対象者自身が
どのように思っているのか，とらえているのか，またど
うしたいのかということを問う機会が多くなる。このこ
とは，自分が対処の主体であることの意識づけとなり，
また対処の成功体験を重ねることは，問題の対処におけ
る自信にもつながっていた。この対処における自信の高
まりは，成功体験の積み重ねとともに，時間経過や試行
錯誤の経験が大きな影響を及ぼしていた。さらに，対処
の試行錯誤は，単に対処のレパートリーが広がるという
ことだけではなく，自分にとって有効な対処を掴み取っ
ていくプロセスの一部であった。このプロセスは対処手
段の工夫，状況の把握と効果の吟味，今後の見通しの設
定などを繰り返し体験することになり，試行錯誤の体験
が次の新たな問題に遭遇した際に主体的に問題状況と向
き合い，速やかに対処を講じる原動力となり，柔軟に対
処していくことへとつながったと考える。
３）客観的な状況理解を通じた困難に対する「問題」と
しての意識の薄らぎと許容の広がり
介入当初，対象者たちは「術前の自分」「もとにもど

る」に基準をおき，回復の度合いを測っていた。それは
体重や食事，運動や家庭内・社会的役割などにおいて見
られ，想定していた回復過程を必ずしも辿らない現状か
ら問題意識を強めていた。しかし，その問題状況への対
峙や対処の体験を繰り返し，事態の推移を見つめる中
で，冷静に客観的に事態をとらえ受けとめるようになっ
ていった。このことは，問題としてとらえる認知に変化
が見られ，許容範囲が広がったことを意味すると考えら
れ，対象者は「落としどころを見つける」「許容範囲が
広がる」「折り合いをつける」などの言葉でその状況を
表現していた。この認知の広がりは，諦めや妥協といっ
た悲観的・否定的観点からもたらされたものではなく，
対処の体験過程の積み重ねの中から対象者が自ら見出し
ていった主体的な対処であり，この認知的側面でのとら
えなおしは対処の柔軟性が高まった結果と考える。
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なお，「許容範囲が広がる」ということに意を類する
概念として「forgiveness（寛容さ・寛大さ）」があるが，
この「forgiveness」については心理学分野で抑うつや不
安，怒りを和らげるエビデンスをもつとされている９）。
本研究でみられた認知が変化し許容範囲が広がったこと
は，結果的に問題状況に対する過剰な心配・憂慮を軽減
し，心理的ストレスを和らげる結果をもたらしたと考え
る。
４）専門職が支援者として継続的に関わることでもたら
される安心感
対象者は忙しそうな医師や看護師に気を遣い，話を

聞いてもらったり些細な質問をすることをためらってい
た。しかし，援助者が専属で，かつモデルに基づいて継
続的に関わることを通し，対象者は「自分の支援者」「自
分の担当看護師さん」として認識していった。自分のこ
とを分かってくれる外来看護師の存在はともに困難に向
き合い，そして支えてくれるという思いや安心感につな
がっていたと考える。このことは，看護援助に対する対
象者の受けとめである「医師と関わる際の力添え」「精
神的な安定をもたらす」に反映されていると推察され
る。実際，Ｃ氏は受け持ち初日から「じゃあ，聞きたい
ことあるんだけど……」と言い，医師には聞きづらかっ
た基本的な質問を援助者に投げかけてきた。また，Ｂ氏
は最終面接で，援助者の継続的な関わりを「先生にも聞
けない場合もあるでしょ。そういうことを教えていただ
けて心強く思っていました。」と語っていた。これまで
の外来化学療法に関する看護研究においても，治療を継
続していく上での悩みや思いを自由に語れる場，心の支
えが得られる場の必要性が指摘されている10）～11）。また，
日本人の対処においては，欧米人に比べより他者との関
係を重視した対処行動をとる12）との指摘や，欧米人より
も情緒的サポートを受けることで幸福感と結びつく13）と
の指摘がある。本研究においてもモデルに基づいて継続
的に関わり，対話の機会や語る機会を意図的に設けるこ
とが，対処の柔軟性としての認知に広がりがもたらされ
たとともに，情緒的サポートを受けることで精神的安定
がもたらされ，ストレスの緩和にもつながったと考える。
２．モデルに基づく看護援助を臨床現場で活用する上で
の課題　
モデルに基づく看護援助を４名の対象者に実施した結
果，臨床現場で活用していく上での課題が見出された。
１点目は介入間隔についてである。Ｄ氏は「食べられる
適量」がなかなかつかめず，さらに抗がん剤の副作用も
出現し，食べることの見通しを持てずにいた。１～２週
間おきに介入を受けた対象者の場合，この食べることに

関する変化やその時々の思い・考えを表出しやすく，タ
イムリーに関わることができた。しかし，Ｄ氏の場合は
通院間隔が６週間であり，介入時にはその６週間を経て
振り返ることになり，微細な身体感覚と自らの行動を照
らし合わせ状況を理解することが難しくなっていた。こ
のような感覚的体験をもとにした対処の獲得が必要とな
る時期，つまり多様な問題を一気に抱えることになる退
院早期や化学療法開始に伴う副作用が好発する時期にお
いては，集中的な介入あるいは他の援助ツールの活用等
を検討する必要がある。
課題の２点目は介入期間についてである。モデルの第
３局面では生活の再構築や問題状況に対する認知の広が
りを介入の方向性と定めていたが，「生活の再構築」に
対する考えやサポート体制は様々であり，許容範囲の広
がりにおいては元来の性格や遭遇している問題の様相が
大きく影響し，３か月という介入期間内では変化が見ら
れなかった対象者もいた。S-1による補助化学療法は一
般的に１年間続くことをふまえ，対処の査定結果によっ
ては介入期間を延長，もしくは長期的視点にたった介入
方法を検討する必要がある。
そして，４名の対象者への看護援助を通じ，モデルで
提示した「対処できるという自信」というアセスメント
視点は，‘自信’が第２局面の中だけで芽生えるのでは
なく，第３局面も含めた一連の対処の過程の中から生ま
れてくるのではないかと考えた。つまり，対処の試行錯
誤の体験を経て，認知的側面での対処も広がって対処の
柔軟性は高まり，その経過の中で対処の‘自信’は持て
るのではないかと考えた。よって，第２局面におけるア
セスメント視点は，対処の試行錯誤の現状を反映させた
「食べることや化学療法の副作用に対応できる見通し」
と修正する。

Ⅶ．おわりに
本研究の結果，モデルに基づいた看護援助は外来化学
療法を受けている胃がん術後患者の柔軟な対処を高める
上で，効果があることが示唆された。しかし，本研究は
１施設での実施であり，対象者も少ないことから限界が
あり，一般化することはできない。今後も臨床現場への
活用に向けて，モデルの検討を重ねる必要がある。

本論文は，千葉大学大学院看護学研究科における博士
学位論文の一部に加筆・修正を加えたものである。な
お，公益信託山路ふみ子専門看護教育研究助成基金より
助成を受けて実施した。



千葉看会誌　VOL.21 No.２ 2016.２16

謝　辞
本研究にご協力いただいた対象者の皆様，協力施設の
関係者の皆様に深謝致します。

引用文献

１） 日本胃癌学会：胃癌治療ガイドライン医師用2014年５月改
訂，第４版，金原出版，2014.

２） 小坂美智代：外来化学療法を受けている術後胃がん患者
の困難と対処に関する研究，平成18年度千葉大学21世紀
COEプログラム「日本文化型看護学の創出・国際発信拠
点─実践知に基づく看護学の確立と展開」拠点報告書，
2007．

３） Cheng C: Assessing coping flexibility in real-life and laboratory 

settings; A multimethod approach, Journal of Personality and 

Social Psychology, 80（5）: 814－833, 2001．
４） Katz S, Kravetz S, Grynbaum F: Wives’ coping flexibility, time 

since husbands’ injury and the perceived burden of wives of men 

with traumatic brain injury, Brain Injury, 19（1）:  59－66, 2005．
５） Gan Y, Liu Y, Zhang Y: Flexible coping responses to severe acute 

respiratory syndrome-related and daily life stressful events, Asian 

Journal of Social Psychology, 7（1）: 55－66, 2004．
６） 加藤　司：コーピングの柔軟性と抑うつ傾向との関係，心

理学研究，72（1）：57－63，2001．
７） 小坂美智代，眞嶋朋子：外来化学療法を受けている胃がん
術後患者の柔軟な対処の構造，千葉看護学会会誌，16（2）：
67－74，2011.

８） Carlick A, Biley FC: Thoughts on the therapeutic use of narrative 

in the promotion of coping in cancer care, European Journal of 

Cancer Care, 13（4）: 308－317, 2004.
９） Houldin AD: Patients with cancer: understanding the psychological 

pain, Lippincott, 2000.
10） 鳴井ひろみ，三浦博美，本間ともみ，沼舘友子，石脇敬子，
奈良岡潤子，中村惠子：外来で化学療法を受ける進行がん
患者の看護援助に関する研究（第１報）─外来で化学療法
を受ける進行がん患者の心理社会的問題─，青森県立保健
大学雑誌，6（2）：19－25，2005.

11） 武田貴美子，田村正枝，小林理恵子，志村ゆず：外来化学
療法を受けながら生活しているがん患者のニーズ，長野県
立看護大学紀要，6：73－85，2004.

12） 唐澤真弓，柏木惠子：日常的感情場面における対処の文化
心理学的検討；感情経験インタビューによる比較研究，日
本教育心理学会総会発表論文集，44：248，2002.

13） 北山　忍，石井敬子：考え方，感じ方の文化心理学─認
知・感情の文化依存性，文化行動の社会心理学，（高木修），
北大路書房，2005.

NURSING INTERVENTIONS TO IMPROVE FLEXIBLE COPING OF 

POSTOPERATIVE GASTRIC CANCER PATIENTS RECEIVING AMBULATORY CHEMOTHERAPY

Michiyo Kosaka＊ , Tomoko Majima＊2

＊0: Chiba Prefectural University of Health Sciences
＊2: Graduate School of Nursing, Chiba University

KEY WORDS :

flexible coping, gastric cancer, ambulatory chemotherapy, nursing intervention

 The purpose of this study was to clarify the effectiveness of nursing interventions based on a framework that 

was used to improve flexible coping of postoperative gastric cancer patients receiving ambulatory chemotherapy. 

Subjects included four gastric cancer patients who received ambulatory chemotherapy following gastrectomy. Using the 

framework, we performed an assessment and provided nursing care for three months. Data were collected using semi-

structured interviews before and after the procedure, and we performed participant observation during nursing care and 

concurrently reviewed medical records. Collected data were analyzed using qualitative  analysis.

 Results revealed eight categories for nursing interventions and included the following: ‘noticed physical changes 

that occurred after receiving anticancer drugs following gastrectomy and fully understood the situation’, ‘utilized 

information and knowledge about nutrition and eating, and drugs that were offered’, ‘realized that recovery is affected 

by confidence in adapting to physical changes in order to be able to eat’, and ‘became more aware of social implications 

and actions after accepting changes in physical condition after the procedure’. 

 These findings suggest that nursing interventions based on the framework helps patients to effectively cope 

through a process of trial and error, and increases their personal awareness of coping. Furthermore, the framework can 

be used to effectively improve flexible coping skills by expanding patient recognition of problem situations.


