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第Ⅰ章

序論

1. 問題提起
がんは治療成績の向上に伴い慢性疾患と捉えられつつあるが、1981(昭和 56)
年以来、日本人の死因の第 1 位を占めており、未だ、がん＝死というイメージ
を拭いきれない状況にある。わが国で 2013(平成 25)年にがんで死亡した人の数
は約 36 万 5 千人、その中で肺がんは男女総計の死因第 1 位であり、肺がん患者
の 5 年相対生存率は 29.7％と低く（がん研究振興財団,2014）、難治性がんのひ
とつである。
肺がんは、喫煙やアスベスト暴露などの環境因子と宿主要因の相互作用によ
っ て 気 管 、 気 管 支 、 肺 胞 の 細 胞 が が ん 化 す る こ と に よ っ て 発 生 す る （ 堀之
内,2009）。初期には自覚症状が少なく、他臓器のがんに比べて早期発見が難し
く進行・転移が早い。そのため、発見時にはすでに切除不能の進行肺がんであ
ることが多い。
がん患者の概ね半数に何らかの精神医学的診断が認められ（明智,2011）、中
でも肺がん患者の心理的苦痛は、他の部位のがん患者よりも高い（Hewitt,2003）
ことが報告されている。また、肺がん患者の 3 分の 1 に抑うつと不安が見られ、
それらは患者の QOL 低下に関与し、抑うつは治療継続および生命予後の低下に
も関与している（Arrieta,2013）。加えて、診断から 6 ヵ月後のサポーティブ
ケアニーズ調査（Boyes,2012）において、中等度～高度のケアニーズを挙げた
がん患者の比率は、前立腺がん、悪性黒色腫、乳がん、血液がん、結腸・直腸が
ん患者が 30～40％だったのに対し、肺がん患者は 60％と最も高く、現在の治療
ができなくなることへの憂慮、がん転移への不安、未来への不確かさ等の心理
的問題を抱え、支援を求めている実態が明らかにされている。
日本医療政策機構（2011）の調査によると、がんの診断や治療で抱いた悩み
の上位は、「痛み、副作用、後遺症などの身体的苦痛」60.5％、「落ち込みや不
安、恐怖などの精神的なこと」59.3％、
「これからの生き方、生きる意味などに
関すること」50.1％となっている（図 1 参照）。また、がんと診断されたときや
治療方針の決定過程において不満を抱いている患者は約 20％おり、その理由は
「精神面に対するサポートが不十分」
（55.4％）、
「治療やサービスに関する情報
提供が少ない」（51.5％）となっており（図 2 参照）、精神的支援や情報提供を
望んでいることが明らかになっている。
山口ら（2004）の調査でもほぼ同様の結果が報告されているが、さらに肺が
ん患者は、
「不安などの心の問題」が 54.8％と他の部位の患者よりも多く、具体
１

的には「いつまで生きられるのか」、「がんイコール死」など、死を意識せざる
を得ない肺がん患者の苦悩が報告されている。またそのような苦悩を抱えた患
者の相談の有無については、
「相談しようとした、もしくは相談した」が 64.3％
と最も多いが、
「誰にも相談したくなかった」と回答した者も 20.0％いた。中村
ら（2007）は、患者が抱える心理社会的問題に対する現状認識および心理的サ
ポートへのニーズについて調査し、がん患者の中でも、精神的健康度が高く心
理状態も安定している患者たちは、ニーズの自覚も高く、患者会のような社会
的資源を積極的に利用しているが、精神的健康度が低く不安や抑うつの程度が
高い患者たちは、ニーズを表明する力が弱いと考えられ、これらの患者は、心
理社会的なサポートをしていくうえで見過ごされてしまう恐れがあると述べて
いる。
0
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（単位：％, n=1,446）
図1 がんの診断や治療を通しての悩み（日本医療政策機構,2011.ｐ.3から引用）
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図2 がん医療への満足度と不満足の理由
（日本医療政策機構,2011.ｐ.5から引用）

村木ら(2006)は、肺がん患者の苦痛について、効果のある限り治療を継続す
るという闘病生活において、慢性的な精神的苦痛が存在していること、また外
来化学療法という形態が在宅期間の延長や社会生活の継続を可能としている反
面、実際には生活パターンや人間関係の変調などがみられ、苦痛を 1 人で抱え
込む傾向があったと述べている。船橋ら（2011）は、外来化学療法を受けて肺
がん患者の抱える問題を明らかにした上で、有害事象に伴う身体的苦痛の軽減、
不確かな治療を継続するための不安に対する精神的サポート、外来化学療法を
継続するために患者を取り巻く環境を調整する看護援助が必要であると述べて
いる。また鳴井ら（2004）は、外来で化学療法を受ける進行がん患者の心理社
会的問題を抽出し、その特徴として、1）有限の生と向き合いながら治療を受け
日常生活を送っている、2）不確かな命の綱である治療に立ち向かっている、3）
他者との関係が変化し患者の求める心の支えが得られにくくなっていることを
指摘している。
このように、肺がん患者が抱えている心理社会的問題に関する研究は多く行
われ、彼らに対する支援の必要性や重要性は指摘されているが、彼らがその困
難や苦悩に対してどのような支援を求め、どのようなプロセスを経て支援を得
ているのか、その諸相について記述している研究は見あたらなかった。
1980 年代以降、欧米においてがん患者への支援のひとつとして、サポートグ
３

ループが実施されてきた。このサポートグループは、訓練をうけた臨床心理士
やソーシャルワーカー、看護師等の専門家の運営のもとで、がん患者同士が互
いの経験や思いを語りあう会（Gottlieb,2007）で、グループ参加による心理社
会面の改善や QOL 向上の効果が明らかにされており(Spiegel.1981,Fawzy.1990,
Classen.2001,Goodwin.2001,Kissane.2007,Gottlieb,2007）、本邦においても、
そ う し た 取 り 組 み の重 要 性 が 報 告 さ れ てい る (Fukui,2000, Hosaka,2001,川
名,2004,吉田,2004.)。
2007（平成 19）年 4 月に、
「がん対策基本法」が施行され、同年 6 月に「がん
対策推進基本計画」が策定された。2012（平成 24）年に「基本計画」が見直さ
れ、働く世代のがん患者の就労において、社会的問題への取り組みが検討され
たことは新たな注目点である。また、2014（平成 26）年 1 月に厚生労働省は新
たに「がん診療連携拠点病院等の整備に関する指針」をだし、そのなかで、が
ん診療連携拠点病院の「がん相談支援センター」において、医療関係者と患者
会などが共同で運営するサポートグループ活動や患者サロンの定期開催を指定
要件のひとつとして明文化した。こうした動きから、今後、がん診療連携拠点
病院を中心に、サポートグループ活動や患者サロンの開催等の活動が広がって
いくことは必至と考えられる。
以上から、これまでの研究や社会的背景を概観し、1）肺がん患者が他のがん
患者以上に様々な心理社会的苦悩を抱えていることは明らかにされているが、
彼らが求める支援の方策に関する研究は少ないこと、2）心理社会的問題への対
処として他者へ相談している患者は多いが、精神的健康度が低い者ほど相談で
きていない可能性があり、心理社会的なサポートをしていくうえで見過ごされ
てしまう恐れがあること、3）新たな「がん対策推進基本計画」の重点項目とし
て働く世代への対策が追加され、加えて心理社会的支援の方策として、がん診
療連携拠点病院における心理社会的支援がどのような広がりを見せるのか問わ
れていることを明らかにした。
米国においては、2008 年に米国医学研究所(Institute of Medicine; IOM)が、
がん患者が抱える心理社会的ニードとして、病気、治療、健康、サービスに関
する情報、病気と治療に伴う情緒的問題への対処、就労、就学、家庭生活上の
弊害の管理など 7 領域を挙げている。そして「全てのがん治療は、適切な心理
社会的な支援を含むべきである」との声明を出し、その結果、病院が NPO 団体
とパートナーシップを組み、心理社会的支援をアウトソーシングする方法もと
られている（Thiboldeaux,2015）。しかし、わが国では、今後がん診療連携拠点
病院におけるサポートグループ活動や患者サロンがどのように連携していくの
４

か、アウトソーシングという方式がとれるのか、心理社会的支援の形態が問わ
れているといえよう。
そこで本研究は、外来化学療法中の壮年期の肺がん患者に焦点をあて、一連
の治療経過においてどのような心理社会的問題を抱え、どのような出来事を契
機に、どのような支援を求めているのか、とくに発達課題のなかでも職場や家
庭において重要な役割を果たす年代に注目し、体験の諸相を明らかにする必要
があると考えた。肺がん患者が、社会的存在としてあり続けようとしたとき、
どのように社会資源の情報を得るのか、その情報を知った上で、単純に活用す
るわけではない。まして難治性の肺がんであれば、病期やがん組織型の種類、
治療の可能性によって、そうした社会資源の活用も日本人独特の意味づけのも
とにとる行動があると想定される。なぜなら、肺がん患者のなかには、心理社
会的支援を求めない人もいるからである。がん対策が心理社会的支援も含むも
のであるとき、日本人に特有の求め方があると推測される。つまり単に欧米諸
国の心理社会的支援を輸入するだけではなく、わが国独自の組織体制を検討す
るためにも、本研究の課題遂行は必要不可欠だと考える。
2. 研究の背景
1）わが国におけるがん対策のあゆみと心理社会的支援の重要性
1984(昭和 59)年、わが国のがん対策は「対がん 10 ヵ年総合戦略」に始まり、
これまで様々な取り組みによって進展し一定の成果を収めてきた。しかし、が
んは 1981(昭和 56)年からわが国の死亡原因の第１位であり、依然として国民の
生命および健康にとって重要な問題となっている。
そのような現状に鑑み、2006(平成 18)年 6 月「がん対策基本法」が成立、翌
年 4 月に施行された。この法律に基づき、がん対策推進協議会の議論を踏まえ、
2007(平成 19)年 6 月にがん対策の総合的かつ計画的な推進を図るため、がん対
策の基本的方向について定めた「がん対策推進基本計画」が閣議決定された。
その 5 年後、「がん対策推進基本計画」の見直しが行われ、2012(平成 24)年 6
月に新たに閣議決定された（がん研究振興財団,2014）。
2007(平成 19)年 6 月に閣議決定された「がん対策推進基本計画」における全
体目標（平成 19 年度からの 10 年目標）の 1 つとして、「すべてのがん患者と
その家族の苦痛の軽減と療養生活の質の維持向上」が掲げられ、分野別施策及
びその成果や達成度を計るための個別目標として、患者とその家族の悩みや不
安を汲み上げ、患者とその家族にとってより活用しやすい相談支援体制を実現
するという「がんに関する相談支援と情報提供」が挙げられた。また 2012(平成
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24)年の見直しによって、重点的に取り組むべき課題として、「がんになっても
安心して暮らせる社会の構築」をめざし「働く世代や小児へのがん対策の充実」
が追加され、分野別施策及びその成果や達成度を計るための個別目標として、
「がん患者の就労を含めた社会的な問題への対応」が掲げられた。
さらに、2014（平成 26）年 1 月に厚生労働省より新しい「がん診療連携拠点
病院等の整備に関する指針」が通知され、がん診療連携拠点病院の「がん相談
支援センター」において、これまで推奨レベルだった「医療関係者と患者会な
どが共同で運営するサポートグループ活動や患者サロンの定期開催」が指定要
件のひとつになった。
この様に、わが国のがん対策施策の重要なポイントとして、がん患者やその
家族の悩みや不安に対する相談支援、働く世代の就労を含めた社会的な問題へ
の支援、さらにはサポートグループ活動や患者サロンの定期開催が謳われてお
り、今後ますますがん患者とその家族に対する心理社会的支援の重要性は高ま
るものと考えられる。
2）肺がん患者に対する心理社会的支援の重要性
本研究で外来化学療法中の肺がん患者に焦点を当て、その心理社会的支援に
ついて検討する背景は、以下のとおりである。
（1）日本人の死亡原因第１位である肺がん
部位別がんの死亡数では、肺がんが男性で最も多くがん死亡全体の 23.9％を
占め、女性では大腸がん（14.9％）に次いで 2 位（13.8％）を占めており、男
女総数では日本人の死亡原因第 1 位となっている。また地域がん登録における
2003～2005 年の診断例全がんの 5 年相対生存率は 58.6％であるのに対し、肺が
んは 29.7％と低くなっている。診断時の臨床進行度分布をみると、がんが原発
臓器・組織に「限局」しているものの割合は、肺がんでは 26％と低くなってい
る（がん研究振興財団,2014）。
このように、肺がんは早期発見が難しく、発見時にはすでに切除不能の進行
肺がんであることが多い難治性のがんのひとつであり、今後も増加傾向にある
ことから、肺がん患者に焦点を当てた研究は重要であると考える。
（2）肺がん患者における心理社会的苦悩の体験
がん患者の概ね半数に何らかの精神医学的診断が認められ（明智,2011）、中
でも肺がん患者の心理的苦痛は、他の部位のがん患者よりも高い（Hewitt,2003；
山 口 ,2004 ） こ と が 報 告 さ れ て い る 。 ま た サ ポ ー テ ィ ブ ケ ア ニ ー ズ 調 査
６

（Boyes,2012）においても、中等度～重度のニーズを持っている患者が他の部
位のがんでは 30～40％だったのに対し、肺がん患者は 60％と最も高くなってお
り、心理的支援を求めている実態が明らかにされている。
村木ら(2006)は、肺がん患者の苦痛を明らかにしているが、そのひとつであ
る【がんとの共存から生じる苦痛】においては、〔がん進行の恐怖が付きまと
うことに対する苦痛〕、〔厳しい現実を突き付けられる脅威に対する苦痛〕、
〔死と向き合わなければならないことへの苦痛〕など、がんの中でも難治性と
言われる肺がんを患う患者の苦痛が記述されている。また橋本（2011）らは、
治療過程にある肺がん患者の症状体験に伴う情緒的反応として、【がん悪化へ
の恐れ】【がんであることの自覚】【がん治癒への懇願】【自己概念の揺らぎ】
【身体に対するコントロール感覚の自覚】【今後の見通しの希求】【症状との
対峙で生じる葛藤】を明らかにし、身体的側面を中心とする対症看護にとどま
らず、全体的存在として人間を捉えたときにみえてくる人間の本質にまで及ぶ
内面的苦痛や病苦に対する介入の重要性を明らかにした。さらに Morita(2004)
は、がん患者の精神的苦悩について、関係性に由来する苦悩（さびしさ、家族
の準備、人間関係における葛藤）、コントロール感の喪失（身体的コントロー
ル、認知的コントロール、将来のコントロール）、負担、同一性の喪失（役割、
楽しみ、自分らしさの喪失）、重要なことが未完成であること、こころの準備・
死の不安、および希望のなさとして概念化し、これらの精神的苦悩は欧米にお
ける研究と一致しており、文化差を超えて人間が体験する根源的な苦悩である
と述べている。
このように、がん患者はさまざまな心理社会的苦悩を抱えており、その中で
も肺がん患者は他の部位のがん患者以上に支援を求めている実態が明らかにさ
れている。しかしながら、このような心理社会的苦悩を抱えている肺がん患者
が、どのような出来事を契機に、どのような支援を求めているのか十分に明ら
かにされていない。したがって、本研究においては、彼らが求めている支援に
ついて、当事者の視点から明らかにしたいと考えている。
こうした難治性の肺がんを患う患者の心理社会的な問題は重大であり、その
支援に焦点を当てた研究を行うことは重要であると考える。加えて、2012(平成
24)年に見直された「がん対策推進基本計画」において、「がん患者の就労を含
めた社会的な問題への対応」が挙げられていることから、今回は壮年期の肺が
ん患者に焦点を当てることとした。
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（3）がん医療の外来や在宅医療へのシフトと心理社会的支援の重要性
がん医療は、外来や在宅医療中心にシフトしている。藤原ら（2007）は、外来
化学療法の普及の理由として、毒性が軽く有効性が同等の薬剤が開発され投与
時間が短縮されたことや支持療法の発達などの〈医学・薬学的要因〉、日常生
活を送りながら化学療法を受けることで QOL 向上が図れるという〈患者意識の
変化〉、総医療費の削減を目指した〈医療を取り巻く社会環境の変化〉を挙げ
ている。また小川（2012）は、40～59 歳の働き盛りの年齢層においてもがんの
罹患率、死亡率が高いことを示した上で、社会であるいは家庭内でもっと必要
とされ活動しなければならない年齢層の人々が、外来化学療法によって十分な
治療を受けながら社会に復帰し得る道が開かれた意義は大きいと述べ、今後こ
の目的を重視しなければならない時代が来るだろうと述べている。
外来化学療法を受けた患者の苦痛の経年的変化に関する研究（大島,2013）に
よると、1980 年代は嘔吐、悪心、脱毛といった身体的苦痛が、1990 年代は治療
への不安、うつ状態、不安などの精神的苦痛が、さらに 2000 年代になると外来
化学療法が発展した影響で、家族への影響、家事・仕事への影響、社会活動へ
の影響といった家族、社会経済的苦痛が問題となっていることが明らかになっ
ている。
このように、外来化学療法をはじめとする、がん治療の外来へのシフトは今
後ますます進むものと考えられ、彼らの就労等の社会活動を視野に入れた心理
社会的支援に関する研究を外来で行うことは重要であると考える。
3. 研究目的
本研究の目的は、外来化学療法中の壮年期にある非小細胞肺がん患者が、そ
の治療過程において、どのような心理社会的問題を抱え、どのような出来事を
契機に、どのような支援を求めているのか、その内容やプロセスの諸相を明ら
かにし、わが国のがん対策推進基本計画を踏まえた心理社会的支援への示唆を
得ることである。
4．用語の定義
1）心理社会的支援
米国医学研究所(Institute of Medicine; IOM)（2008）は、心理社会的支援
を以下のように定義している。
Psychosocial health services are psychological and social services and
interventions

that enable patients, their families and health care providers
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to

optimize

biomedical

health

care

and

to

manage

the

psychological/behavioral and social aspects of illness and its consequences so
as to promote better health.
これを参考に、本研究における心理社会的支援を以下のように定義する。
がん患者のより良い療養生活を促進するために、看護職を含む医療専門職が
運営するサポートグループやがん患者サロンにおいて提供される情緒的支援、
がんという疾患や治療、サービスに関する情報提供および疾病の管理方法に関
する教育的支援とする。
2）壮年期
服部（2010）は、人間の発達段階について、中壮年は多彩な変化と非常に
長い時間を有する時期であることや寿命が飛躍的に延びた現代の特徴を考慮し
て、エリクソンの成人期（30～65 歳）を成人中期（30～50 歳未満）と成熟期
（50～65 歳未満）の 2 段階に分けた。そして成熟期の特徴は、身体的変化と
それに伴うさまざまな役割の変換が求められ、自分という存在を客体として眺
め「存在を見なおす」時期であると述べている。
ところで、肺がんの年齢階級別罹患率（人口 10 万対）は、40～44 歳 7.0、
45～49 歳 18.2 に対し、50～54 歳 35.9、55～59 歳 68.4、60～64 歳 113.5 と
急激に増加している。
したがって、本研究における壮年期とは、肺がんの罹患リスクが上昇すると
共に、さまざまな役割の変換を求められる成熟期（50～64 歳）にある者とす
る。
5.

研究の意義
本研究により、肺がん患者が支援を求める治療経過中の時期やタイミング、

契機となる要因、求める支援内容やプロセスの諸相が明らかになり、肺がん患
者を支援する上で、どのような点に注目し働きかければ良いか考える基礎的資
料を得ることができる。
また、
「がん対策推進基本計画」では、病院内でサポートグループ活動や患者
サロンの定期開催を行うことを義務付づけているが、これらの活動に全ての患
者が参加する訳ではない。本研究では、サポートグループ活動や患者サロンに
参加する人々は何を求めどのような経緯で参加するのか、そしてその中でどの
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様な経験をしているのか、いっぽう参加しない、あるいは参加していない人々
の理由や要因、加えて彼らが求める心理社会的支援とはどの様なものか等、求
める支援の諸相を明らかにしたいと考えている。以上よりこれまでになかった
研究成果が期待でき、研究のオリジナリティがあると考えている。
さらに、がん診療連携拠点病院でのがん患者サロン活動やサポートグループ
の運営方法、情報提供方法等については、多くの病院で模索している段階にあ
り、上記の当事者の経験を踏まえたより効果的な方策について提言することが
できると考える。

１０

第Ⅱ章
1.

文献検討

肺がんの疫学的特長及び治療の概要

1) 肺がんの疫学的特長
わが国の 2013(平成 25)年にがんで死亡した人の数は約 36 万 5 千人であり、
男性が女性の約 1.5 倍である。部位別の死亡数は、男性では肺がんが最も多く、
がん死亡全体の 24.0％を占め、女性では大腸がん（14.8％）に次いで肺がんが
14.0％を占めている。またがん死亡率（人口 10 万人対）は、男性で約 355、女
性では約 229 であり、部位別死亡率では、男性は肺、胃、大腸、肝臓、膵臓の
順に高く、女性では大腸、肺、胃、膵臓、乳房の順に高くなっている（がん研究
振興財団,2014）。
一方、わが国の 2010（平成 22)年のがん罹患者数（二十数府県の地域がん登
録で把握されたデータから全国値を推計）は約 80 万 5 千例であり、男性が女性
の約 1.4 倍である。部位別の罹患数は、男性では胃がん(18.5％)に次いで肺が
んが 15.8%を占め、女性では乳がん、大腸がん、胃がんに次いで肺がんが 9.5％
を占めている（がん研究振興財団,2014）。
地域がん登録における 2003（平成 15）～2005(平成 17)年の診断例全がんの 5
年相対生存率は 58.6％であるが、肺がんは 29.7％と低くなっている。また 7 つ
の府県（宮城、山形、新潟、滋賀、大阪、長崎）の地域がん登録における臨床進
度分布をみると、がんが原発臓器・組織に「限局」しているものの割合は、胃、
結腸、直腸、肝臓、子宮頚部の各がんでは 45～53％であるのに対し、肺がんで
は 26％と低い。また、臨床進行度別 5 年相対生存率をみると、臨床病期が「限
局」の生存率は、胃、結腸、直腸、子宮、前立腺では 45～95％に分布したが、
肺がんは 23.0％と不良である。さらに進展した「遠隔」の生存率は、全がん
11.8％に対し肺がんは 3.7％となっている（がん研究振興財団,2014）。
つまり、肺がんは早期に発見される例が少なく、より進行した「領域」「遠
隔」の状態で発見されることが多いこともあり、その 5 年相対生存率は低いと
いう現状にある。
2）肺がんの病態と治療の概要
（1）肺がんとは
肺がんは、喫煙やアスベスト暴露などの環境因子と宿主要因の相互作用によ
っ て 気 管 、 気 管 支 、 肺 胞 の 細 胞 が が ん 化 す る こ と に よ っ て 発 生 す る （ 堀之
内,2009）。初期には自覚症状が少なく、他臓器のがんに比べて早期発見が難し
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く進行・転移が早い。そのため、発見時にはすでに切除不能の進行肺がんであ
ることが多い。
肺がんは、発生部位別に中心型（肺門）肺がんと末梢型（肺野）肺がんに、組
織別に非小細胞肺がん（腺がん、大細胞がん、扁平上皮がん）と小細胞肺がん
に分けられる。肺がんの約 85％は非小細胞がんで、そのうち最も多いのが腺が
んである(表 1)。
肺がんの主たる原因は喫煙で、中心型の扁平上皮がんと小細胞肺がんは喫煙
と深く関係している。しかし、末梢型の腺がん、大細胞がんは喫煙との関連は
低く非喫煙者でも発症する。肺がんの罹患率は 40 歳代後半から増え始め、高齢
になるほど高くなる。肺がんの症状としては、咳、痰、血痰、発熱、呼吸困難、
動悸、胸痛などがあるが、無症状のうちに進行し、ほかのがんよりも転移しや
すいため、難治性のがんのひとつであると言われている（中川,2013；中西,2012）。

表1

肺がんの種類とタイプ・特徴

肺がんの種類

組織型

特徴

発生しやすい部位

・日本人の肺がんの中で最も多い
（男性約40％、女性約70％以上）
腺がん

非小細胞
肺がん

小細胞
肺がん

・女性患者の多くは非喫煙者
・早期では症状が出にくい
・進行や転移の速さに個人差が大きい
・比較的まれ
大細胞がん ・男性に多くみられる
・進行や転移の速い場合がある
・男性の肺がんの約40％、女性の肺がんの約15％
扁平上皮がん
・男性に多くみられる
・患者のほとんどが喫煙者
・肺がん全体の約15％
・男性に多くみられる
小細胞がん
・患者のほとんどが喫煙者
・進行や転移が非常に速い
・薬物療法や放射線療法が効きやすい

非扁平
上皮がん

末梢型（肺野型）

中心型（肺門型）

中川和彦監（2013）：もっと知って欲しい肺がんのこと, NPO法人キャンサーネットジャパン, p.4.より引用

（2）肺がんの組織型、病期とその治療概要
肺がんは組織型により、非小細胞肺がんと小細胞肺がんにわかれ、治療方針
が大きく分かれる。また非扁平上皮がんか扁平上皮がんであるかの違いにより
治療法が異なる。
喀痰の細胞診、気管支鏡・胸腔鏡・CT ガイド下肺生検による病理診断、CT、
PET/CT、脳 MRI などの画像検査を行い病変の広がり、転移の有無を調べ、臨床
病期(TNM 分類)を決定し、加えて全身状態(performance status :PS)、合併症、
呼吸機能、年齢などを考慮し、治療方針を決定する（八木,2013）。
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①小細胞肺がん
小細胞肺がんは進行速度が速く、診断時に多くの症例でリンパ節転移や遠隔
臓器の転移が認められる。このためⅠ期を除き手術適応となることは少ない。
一方、化学療法と放射線療法の感受性は高い。小細胞肺がんは、TNM 分類に加え、
進展度により限局型(LD)と進展型(ED)に分類され治療法が異なる。限局型(LD)
は、病変が同側胸郭、対側縦隔、対側鎖骨上窩リンパ節までに限られているも
の、進展型(ED)はその範囲を越えて進展しているものである。限局型(LD)には
化学放射線療法または化学療法が、進展型(ED)には化学療法単独の治療が行わ
れる。
②非小細胞肺がん
臨床病期に、全身状態を考慮して治療方針が決定される。

図 3 非小細胞肺がんの一次治療（八木,2013 より引用）
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a)Ⅰ・Ⅱ期
Ⅰ・Ⅱ期の根治切除可能で全身状態が良好な症例では、手術療法が第 1 選択
となるが、手術不可能な場合は、化学療法や放射線療法を行う。また手術後は、
再発予防のための化学療法を行う。
ｂ）Ⅲ期
Ⅲ期の手術不可能で根治照射可能な症例では、化学放射線療法を行う。根治
照射可能例とは、病巣（原発巣とリンパ節転移）すべてに対して根治線量を照
射可能で、正常組織障害を最小限に抑えることができる症例である。放射線治
療は 1 日 1 回 2Gy で計 60Gy、化学療法はカルボプラチン+パクリタキセルで行
う。
ｃ）Ⅳ期・ⅢB 期
手術が不可能な非小細胞がんでは、化学療法を行う。組織型（扁平上皮がん
と 非 扁 平上皮がん） の違い、 EGFR(epidermal growth factor)遺伝子変異 ・
ALK(anaplastic lymphoma kinase)遺伝子転座の有無で治療方針が異なる（図 3
参照）。
初回治療として、PS が 0～1 で 75 歳未満であれば、プラチナ製剤と第 3 世代
抗がん剤の 2 剤併用治療を、75 歳以上であれば第 3 世代抗がん剤単剤、PS2 で
あれば非プラチナ製剤単剤療法も選択肢となり、PS3 以上では化学療法は勧め
られず緩和治療を行う。また非扁平上皮がんで、EGFR 遺伝子変異陽性または ALK
遺伝子転座陽性例では、分子標的薬剤も治療の選択肢となる。
2.

肺がん患者に関する先行研究の概要

1）肺がん患者の心理社会的苦悩に関する研究
明智（2011）は、がん患者のおおむね半数に何らかの精神医学的診断が認め
られ、がんの病期にかかわらず臨床的に問題となることの多い精神症状は適応
障害、うつ病、せん妄であると述べている。
日本医療政策機構（2011）の調査によると、がんの診断や治療で抱いた悩み
の上位は、「痛み、副作用、後遺症などの身体的苦痛」60.5％、「落ち込みや不
安、恐怖などの精神的なこと」59.3％、
「これからの生き方、生きる意味などに
関すること」50.1％となっている。またがん治療にかかった費用について、
「と
ても負担が大きい」（29.5％）、「やや負担が大きい」（41.4％）と 7 割の患者が
負担感を抱いている。さらに、がんと診断されたときや治療方針の決定過程に
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おいて不満を抱いている患者は約 20％おり、その理由は「精神面に対するサポ
ートが不十分」
（ 55.4％）、
「 治療やサービスに関する情報提供が少ない」
（ 51.5％）
などであった。
山口ら（2004）のがん体験者の悩みや負担等に関する大規模調査においても、
ほぼ同様の結果が報告されている。加えて、そのような苦悩を抱えた患者の相
談の有無について、
「相談しようとした、もしくは相談した」が 64.3％と最も多
いが、
「誰にも相談したくなかった」と回答した者も 20.0％いた。さらに、悩み
を少しでも和らげるために必要なことについて、第 1 位は「医療者との関係」
（18.7％）であるが、ほぼ同数で「自身の努力による解決」
（18.3％）となって
いた。つまり、多くのがん患者はさまざまな苦悩を抱え、身近な人々に相談す
るという対処行動をとっているが、一部、誰にも相談せず自己努力で解決しよ
うとしている人々がいるのである。
ところで、上記の山口らの調査における患者の部位別の悩みに関する分析で
は、肺がん患者は、
「不安などの心の問題」が 54.8％を占め、他の部位の患者よ
りも多くなっていたが、Hewitt ら（2003）も、肺がん患者の心理的苦痛が他の
どの部位のがん患者よりも高いことを報告している。また Arrieta ら（2013）
のステージⅢB あるいはⅣ期の非小細胞肺がん患者を対象とした研究では、3 分
の 1 の患者に抑うつと不安が見られ、それらは患者の QOL 低下に関与し、かつ
抑うつは治療継続および生命予後の低下にも関与していた。さらに、診断から
6 ヵ月後のがん患者を対象とするサポーティブケアニーズ調査（Boyes,2012）に
おいて、中等度～高度のケアニーズを挙げたがん患者の比率は、前立腺がん、
悪性黒色腫、乳がん、血液がん、結腸・直腸がん患者が 30～40％だったのに対
し、肺がん患者は 60％と最も高くなっていた。
また橋本（2011）らは、治療過程にある肺がん患者の症状体験に伴う情緒的
反応として、【がん悪化への恐れ】【がんであることの自覚】【がん治癒への懇
願】【自己概念の揺らぎ】【身体に対するコントロール感覚の自覚】【今後の見
通しの希求】【症状との対峙で生じる葛藤】を明らかにし、身体的側面を中心
とする対症看護にとどまらず、全体的存在として人間として捉えたときにみえ
てくる人間の本質にまで及ぶ内面的苦痛や病苦に対する介入の重要性を明らか
にした。Morita(2004)は、がん患者の精神的苦悩について、関係性に由来する
苦悩（さびしさ、家族の準備、人間関係における葛藤）、コントロール感の喪失
（身体的コントロール、認知的コントロール、将来のコントロール）、負担、同
一性の喪失（役割、楽しみ、自分らしさの喪失）、重要なことが未完成であるこ
と、こころの準備・死の不安、および希望のなさとして概念化し、これらの精
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神的苦悩は欧米における研究と一致しており、文化差を超えて人間が体験する
根源的な苦悩であると述べている。
このように、がん患者はさまざまな心理社会的苦悩を抱えており、その中で
も肺がん患者は他の部位のがん患者以上に支援を求めている実態が明らかにさ
れている。しかしながら、このような心理社会的苦悩を抱えている肺がん患者
が、どのような出来事を契機に、どのような支援を求めているのかについては、
十分明らかにされていない。従って、本研究においては、彼らの求める支援内
容や支援の求め方の諸相について、当事者の視点から明らかにしたいと考えて
いる。
2）外来化学療法を受けている肺がん患者に関する研究
近年、肺がん患者に対する化学療法は、入院から外来へとシフトしている。
その理由として、藤原ら（2007）は、毒性が軽く有効性が同等の薬剤が開発さ
れ投与時間が短縮されたことや支持療法の発達などの〈医学・薬学的要因〉、
日常生活を送りながら化学療法を受けることで QOL 向上が図れるという〈患者
意識の変化〉、総医療費の削減を目指した〈医療を取り巻く社会環境の変化〉
を挙げている。また小川（2012）は、社会であるいは家庭内でもっと必要とさ
れ活動しなければならない年齢層の人々が、外来化学療法によって十分な治療
を受けながら社会に復帰し得る道が開かれた意義は大きいと述べている。
齊田ら（2009）は、外来化学療法を受けているがん患者の 5 割以上が苦痛と
知覚する症状として、身体的症状では「倦怠感」
「脱毛」、非身体的症状では「治
療に来なければならないという思い」
「仕事や家事への影響」等があり、患者が
知覚している苦痛上位 10 項目中 6 項目は、非身体的症状であることを明らかに
した。武田ら（2004）は、外来化学療法を受けているがん患者のニーズとして、
《身体的苦痛の緩和》
《治療に関する情報が欲しい》等の身体的安寧を求めるニ
ード、
《家族に心配をかけたくない》
《治療と仕事の調整》
《相談・話を聞いてく
れる人が欲しい》等の社会的安寧を求めるニード、《このままでいたい》《前向
きでいたい》等の心理的安寧を求めるニードを明らかにした。
また化学療法を受けたがん患者の苦痛に関する経年的変化に関する研究（大
島,2013）によると、1980 年代は嘔吐、悪心、脱毛といった身体的苦痛が、1990
年代は治療への不安、うつ状態、不安などの精神的苦痛が、さらに 2000 年代に
なると外来化学療法が発展した影響で、家族への影響、家事・仕事への影響、
社会活動への影響といった家族、社会経済的苦痛が問題となっていることが明
らかになっている。
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村木ら(2006)は、外来化学療法を受けている非小細胞肺がん患者の苦痛とし
て、【化学療法治療に関連した苦痛】【がんとの共存から生じる苦痛】【外来通
院治療に関連した苦痛】【役割の変調に関連した苦痛】【人間関係に関連した
苦痛】【スピリチュアルな苦痛】を明らかにしたうえで、効果のある限り治療
を継続するという闘病生活において、慢性的な精神的苦痛が存在していること、
また外来化学療法という形態が在宅期間の延長や社会生活の継続を可能として
いる反面、実際には生活パターンや人間関係の変調などがみられ、苦痛を 1 人
で抱え込む傾向があったと述べている。
船橋ら（2011）は、外来化学療法を継続する進行肺がん患者の抱える問題に
ついて、【抗がん剤の有害事象の症状による苦痛】【身体症状の悪化による日
常生活への支障】【化学療法の不確かさによる不安】【がんの進行に伴う不安】
【人生の終焉のありようへの不安】【外来で化学療法を継続する難しさ】【社
会的役割を果たす難しさ】を明らかにし、有害事象に伴う身体的苦痛の軽減、
不確かな治療を継続するための不安に対する精神的サポート、外来化学療法を
継続するために患者を取り巻く環境を調整する看護援助が必要であると述べて
いる。
鳴井ら（2004）は、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
について、「日常生活活動の制限」、「有限の生に対する希望と不安」、「他者
との関係の変化」など 6 つの問題を抽出し、その特徴として、1）有限の生と向
き合いながら治療を受け、日常生活を送っている、2）不確かな命の綱である治
療に立ち向かっている、3）他者との関係が変化し、患者の求める心の支えが得
られにくくなっていることから生じていると述べている。
以上のように、日常生活を送りながら外来で化学療法を受けることにより QOL
向上が図れる一方で、治療や仕事との調整の困難、役割の変調や人間関係に関
連した苦痛、外来で化学療法を継続する難しさ、社会的役割を果たす難しさ等、
外来化学療法に伴う困難や苦悩を抱えていることが明らかにされている。しか
しながら、これまでの先行研究においては、それらの困難や苦悩に対処する方
策として、どのような支援を求めているのかについて記述した研究は見あたら
なかった。
ところで、その人が抱える心理社会的問題は、その人のこれまでの人生や価
値観、治療経過や社会的背景等と深く関与していると考えられ、本研究におい
ては、そのような文脈と視座から検討したいと考えている。
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3）がん患者の心理社会的問題の相談に関する研究
2014（平成 26）年 1 月に厚生労働省より新しい「がん診療拠点病院等の整備
に関する指針」が通知された（厚生労働省,2014）。この中で、各がん診療拠点
病院の「がん相談支援センター」において、医療関係者と患者会などが共同で
運営するサポートグループ活動や、患者サロンの定期開催などが推奨されてい
る。ここでは、がん患者の相談に関する先行研究の概要について述べる。
山口ら（2004）のがん体験者の悩みや負担等に関する調査で、
「落ち込みや不
安や恐怖などの精神的なこと」、「痛み・副作用・後遺症などの身体的な苦痛」、
「これからの生き方、生きる意味などに関すること」等の苦悩が明らかになっ
たことは前述したが、同調査においては相談の有無についても明らかにしてい
る。その結果、2/3 の患者が、悩みを軽減するために誰かに相談しており、「診
断時」「診断から現在までの間」「現在」の 3 時点における相談して悩みが軽減
した相手は、いずれも家族、担当医、友人・知人の順となっていた。一方で、
「誰にも相談したくなかった」と回答した者もそれぞれの時点で 20.0％、14.0％、
16.3％いた。さらに、悩みを少しでも和らげるために必要なことについて、第 1
位は「医療者との関係」であったが、ほぼ同数で「自身の努力による解決」とな
っていた。また NPO 法人支えあう会「α」による調査（2013）では、
「相談した
ことがある」
（70.1％）、
「相談したことはない」
（29.4％）であり、相談相手は、
医療従事者、患者会・がん体験者、友人・知人の順となっていた。
中村ら（2007）は、がん患者への心理的サポートプログラム開発に向けて、
患者が抱える心理社会的問題に対する現状認識および心理的サポートへのニー
ズの把握を試みた。その結果、がん患者の中でも、精神的健康度が高く、心理
状態も安定している患者たちは、ニーズの自覚も高く、患者会のような社会的
資源を積極的に利用していることがうかがえた。一方、精神的健康度が低く、
不安や抑うつの程度が高い患者たちは、ニーズを表明する力が弱いと考えられ、
これらの患者は、心理社会的なサポートをしていくうえで、見過ごされてしま
う恐れがあると述べている。
松下ら（2010）は、がん患者の日常的な心の支え手の必要性の有無とその対
象、心のケアに関連したがん患者自らの相談行為などの実態を明らかにしてい
る。それによると、日常的に「心の支えになってくれる人（相談できる、話を聴
いてもらえる人）が必要だったかについては、「必要であった」64.6％、「必要
なかった」24.0％、「わからない」11.0％であった。必要であった者のなかで、
「心の支えになってくれる人」に該当する者は、
「家族」が 85.8％を占めた。ま
た、入院ないし外来通院中に患者同士で病気について話し合ったり、助言し合
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ったりする経験が「あった」という者は 46.8％であり、そのうち、そうした経
験を通じて精神的に助けられたことが「あった」という者は 84.2％であった。
さらに、病院ばかりではなくこれまでに、患者会などの当事者団体に参加して
精神的なサポートを受けたり、そういうことを通じて心の支えを得たりした体
験があるか否かについては、「あった」が 9.6％、「なかった」は 81.4％であっ
た。
以上のように、がん患者の多くは自己の抱える心理社会的問題について、家
族、医療従事者、患者仲間、友人・知人へ相談し軽減を図っていた。しかしなが
ら、がん患者の 2 割～3 割は、誰にも相談したくなかった、あるいは相談したこ
とはないと回答している。加えて、精神的健康度が低く、不安や抑うつの程度
が高い患者たちは心理社会的支援を行ううえで見過ごされてしまう恐れがある
との指摘もある。
本研究においては、壮年期にあるがん患者が抱える心理社会的問題およびそ
の文脈においてどのような支援を求めるか、あるいは求めないか、各人の価値
観や思いを尊重しながら丁寧な面接を行い、心理社会的支援を求める諸相を記
述したいと考えている。
3.

がん患者を対象とするサポートグループに関する研究
サポートグループは、臨床心理士や看護師、医療ソーシャルワーカー等の専

門職が運営するグループで、がん患者同士が互いの経験や思いを語りあう 会
（Gottlieb,2007）と定義されている。
欧米におけるがん患者を対象とするサポートグループに関する研究は、1980
年代から行われている。Spiegel ら(2000/2003)は、がん患者の抑うつや不安等
に関する研究を広くレビューし、がん患者は、1）がんに罹ったという新しい状
況に対する情緒的な反応をコントロールすること、2）人生の優先順位をつけ直
すこと、3）治療をやり遂げること、4）ソーシャルサポート・ネットワークを見
直すこと、5）自分の疾患に対処できるよう愛する人たちを援助すること、6）
新たなニーズのために新たなソーシャルサポートを獲得するという課題に直面
することを明らかにし、そのような問題が存在することこそが、サポートグル
ープという介入が必要である論理的な根拠であると述べている。加えて、グル
ープの目的として、1）メンバー間の絆作り、2）感情の表出、3）死や死のプロ
セスの「解毒」、4）人生の優先順位のつけ直し、5）友人と家族のサポートの増
強、6）医師-患者関係の向上、7）対処スキルの向上を挙げている。
サポートグループに関する先駆的研究として、Spiegel と Fawzy の研究が挙
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げられる。 Spiegel（1981）は、転移のある乳がん患者を対象に、感情表出型
のサポートグループを 1 年間行う介入群と対照群に分け比較研究を行った。そ
の結果、介入群では情緒状態の改善、不適応的な対処行動の改善、恐怖反応の
改善が認められた。その後、10 年間の追跡研究を行った結果、平均生存期間が
介入群 36.6 ヶ月、対照群 18.9 ヶ月と有意な差が認められたと報告している
（Spiegel,1989）。一方、Fawzy（1990）は、情緒的サポート、心理教育、コーピ
ングスキル訓練、リラクセーショントレーニングから構成される教育型サポー
トグループを 6 回セッションで行った。そして介入群と対照群で情緒状態の尺
度である Profiles of Mood status(POMS)、コーピングスキル尺度の得点で比
較検討した。その結果、対照群に比較して介入群では、POMS の抑うつ・疲労・
混乱と全体での情緒的障害の程度において有意な改善が認められた。また介入
群の方が、より積極的な行動と認知によるコーピングを行っていた。さらに 6
年間の追跡調査を行い、介入群の再発率が低い傾向にあり、有意に高い生存率
を示したと報告した（Fawzy,1993）。
その後、世界的に多くの追再試が行われ、多くの研究で情緒的側面の改善や
QOL 向 上 の 効 果 が 明 ら か に さ れ て い る （ Classen,2001, Goodwin,2001.
Kissane,2007）。また、Gottlieb ら（2007）は、サポートグループに関する 44
論文をレビューし、患者の闘病意欲や QOL を向上させ、参加者を満足させるも
のであることは疑いがないとしている。本邦においても、徐々にその取り組み
が行われ、同様の結果が報告されている(Fukui,2000,Hosaka,2001,川名,2004,
吉田,2004)。
また、グループ参加中および参加直後の参加者の経験に関する質的研究も行
われている。Oster ら(2012)は、放射線治療中の前立腺がん患者の SG における
経験として、1）変化する身体と共に生きる、2）他のものの手中にある、3）が
んと共に生きることを学ぶ、4）知識の重要性、5）日常的なサポート、6）サポ
ートグループでの出会いの 6 つのテーマを明らかにしている。また中條(2006)
は、SG 参加中のがん患者の療養態度の変化について、1）今の生活を守る、2）
精一杯さを認める、3）ありのままの自分を見出す、4）ありのままの自分で生
きていく、と前向きに変化したことを明らかにしている。
このように、サポートグループ参加により心理社会的側面や QOL が向上する
ことは明らかにされており、わが国においても徐々にその取り組みが行われて
いる。加えて、新しい「がん診療連携拠点病院等の整備に関する指針」が通知
され、各がん診療連携拠点病院の「がん相談支援センター」において、これま
で推奨レベルであった、医療関係者と患者会などが共同で運営するサポートグ
２０

ループ活動や患者サロンの定期開催が指定要件のひとつとして明文化された。
したがって本研究においては、積極的に心理社会的支援を求め、既に地域で
開催されているサポートグループに参加している肺がん患者の経験を明らかに
し、彼らが求める支援の深層に迫りたいと考える。そうすることで、彼らが真
に求める支援の諸相に近づけるのではないかと考える。そのうえで、わが国の
がん対策推進基本計画を踏まえた心理社会的支援のあり方について検討したい
と考えている。
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第Ⅲ章

研究方法

1. 研究デザイン
本研究は、外来化学療法中の壮年期にある非小細胞肺がん患者が、どのよう
な心理社会的問題を抱え、どのような出来事を契機に、どのような心理社会的
支援を求めているかについて、当事者の視座から明らかにすることを目的とし
ている。したがって、現象の率直な記述に最も適していると言われる
(Sandelowski,2000/2013)、質的記述的研究デザインとした。
2.

研究協力施設と研究参加者

1）研究協力施設
関東および東海地区にある総合病院 2 施設と都内にある NPO のがん患者支援
団体を協力施設とした。総合病院 2 施設は、地域がん診療連携拠点病院および
日本呼吸器学会認定施設であり、肺がん患者の診断、治療も多く行っている。
また NPO のがん患者支援団体は、15 年前に設立され、毎日がん患者を対象とす
るサポートグループを運営している。肺がん患者だけのグループがあることに
加え、疾患混合グループに参加している肺がん患者も大勢おり、研究参加者を
得ることができると考えた。
本研究においては、外来化学療法中の壮年期にある非小細胞肺がん患者が、
一連の治療過程においてどのような心理社会的問題を抱え、どのような出来事
を契機に、どのような支援を求めているか明らかにすることを目的としている。
したがって総合病院通院中の患者と、通院に加え NPO がん患者支援団体に参加
している患者を対象とした。それは、NPO がん患者支援団体に参加している患者
は、病院内の支援に加え、あるいは病院内の支援とは異なる支援を求めて NPO
に参加していると考えたからである。両者の経験を深く理解し比較検討するこ
とで、心理社会的問題を抱える非小細胞肺がん患者が支援を求める諸相をより
広く明らかにできると考えた。
2）研究参加者
研究参加者は、これまでの質的研究（Brown,2015;Eustache,2014;野込,2015;
香西,2014）で 10 名前後を対象としていることから、本研究においては、総合
病院 2 施設および都内にある NPO のがん患者支援団体から合計 10 名で、それぞ
れ以下の条件をすべて満たし、研究参加に同意した者とした。
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（1）総合病院 2 施設からの研究参加者
①

非小細胞肺がんと診断・告知され、外来化学療法を受けている者

②

壮年期（50～64 歳）にある者

③

全身状態が重篤でなく、40～50 分程度の面接に耐えられる者

④

インタビューの録音およびインタビュー時にメモすることの同意の得られ
た者
心理社会的状態は、治療薬剤（一次治療・二次治療以降）によって異なるこ

とが予想される。したがって、研究参加者募集のポスターに、初めて化学療法
を受けている方、薬剤を変更して化学療法を受けている方と明記して、それぞ
れの参加者を募集した。
（2）がん患者支援団体からの研究参加者
①

非小細胞肺がんと診断・告知され、外来化学療法を受けている患者で、が
ん患者支援団体のサポートグループに継続的に 2 ヶ月以上参加している者

②

壮年期（50～64 歳）にある者

③

全身状態が重篤でなく、40～50 分程度の面接に耐えられる者

④

インタビューの録音およびインタビュー時にメモすることの同意の得られ
た者
サポートグループでの経験や意味づけは、参加期間によっても異なると考え

られることから、参加期間の異なる参加者の募集をおこなった。本研究協力施
設では、サポートグループに短期グループと継続グループがあり、短期グルー
プは約 2 ヶ月で終了し、短期グループ終了者のうち希望する者は 2 週間に 1 回
開催される継続グループに参加できるようになっている。したがって、研究参
加者募集のポスターでは、短期グループ終了後 2 ヶ月以内の方（2～3 名程度）、
継続グループに参加して 3 ヶ月以上の方（2～3 名程度）と明記し、それぞれの
参加者を募集した。
短期グループ終了後 2 ヶ月以内の者としたのは、短期グループに参加するま
での経緯やそこでの経験について記憶の新しいうちに語っていただくことがで
き、加えて継続グループとは異なる短期グループ参加ならではの経験や意味づ
けが明らかにできると考えたからである。また継続グループに参加して 3 ヶ月
以上の者としたのは、前述の短期グループ終了者と重複しない参加者の協力を
得ることができ、加えて継続グループ参加ならではの経験や意味づけが明らか
にできると考えたからである。
なお、短期グループ参加直後の患者は、心理的不安や緊張が高い傾向にある
ことから、本研究においては、少なくとも短期グループ 2 ヶ月を終了した参加
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者を対象とした。
3.

データ収集期間
本研究のデータ収集期間は、平成 28 年 6 月から平成 28 年 12 月であった。

4.

データ収集および分析方法

1）データ収集方法
データ収集は、半構造化面接により行う。面接時は、メモを取ること、IC レ
コーダーで録音することの了解を得て行い、録音内容を逐語録に起こしてデー
タとした。
面接は、インタビューガイド（資料 1）に基づきおこなった。主な質問内容は、
以下の通りであった。
（総合病院からの研究参加者）
①

研究参加者の背景（診断名、組織型、病期、治療経過および現在の治療
内容等）

②

診断を受けてから現在まで、治療上、あるいは社会生活を送る上で困っ
たことや悩んだことはありますか

③

その困ったことや悩んだことがあった時、誰かに相談したり話を聞いて
もらったりしたことはありますか

④

その困ったことや悩んだことがあった時、支えとなった人は誰ですか

⑤

あなたが困ったときや相談したい時、どのような助けがあったら良いと
思いますか

⑥

あなたは、病院の中に相談支援センターや患者サロン、サポートグルー
プがあることをご存知ですか

⑦

あなたが困ったことや悩んだことがあったとき、がん支援相談センター
や患者サロン、サポートグループで相談しようと思いましたか

⑧

相談支援センターやがん患者サロン、サポートグループなど、がん患者
同士で語り合う会に参加することについてどう思いますか

（がん患者支援団体からの参加者については、上記①～⑧に加え）
⑨

サポートグループに参加したきっかけは何ですか

⑩

サポートグループの中で最も印象に残っていることはどんなことですか

⑪

サポートグループへの参加・継続は、あなたにとってどんな意味をもっ
ていますか
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面接は、各研究参加者に 1 回ずつ、約 60 分おこなった。面接時は、できるだ
け研究参加者が自由に語れるように配慮し、積極的傾聴の姿勢で臨んだ。また
面接中の表情や言動について気づいたことはメモに残すと共に、参加者の心身
の負担にも注意しながら慎重な姿勢で臨んだ。
2）データ分析方法
データ収集と分析は、同時進行で継続的比較分析をおこなった。データ分析
は、Flick（2007/2011）のコード化、および Corbin & Strauss（2008/2012）を
参考に、以下のとおりおこなった。
（1）オープン・コード化
先ず、1 事例ごとに逐語録やインタビュー時のメモを、一文一文丹念に繰り返
し読み、全体および文脈を十分に理解するよう努めた。そして、肺がん患者の
心理社会的支援に関連すると思われるデータを、ひとまとまりの意味の単位に
分類しコード化した。その際、データについて気づいた点や疑問点、アイデア
のメモをとった。次に、類似するコードをまとめ、サブカテゴリー、カテゴリ
ー化した。この時、コードやサブカテゴリー、カテゴリーを比較しながら、疑
問やアイデアのメモを解釈に追加した。また、この段階では、時間軸に沿って、
カテゴリーを組み立てなおす作業もおこなった。
（2）軸足コード化
オープン・コード化で得られたカテゴリーからさらに展開すべきカテゴリー
を選び、最終的にこれらのカテゴリーとその他のカテゴリーとの関係性を練り
上げ、加えて、カテゴリーやそのサブカテゴリー間の関係を明確化・確立する
ことをめざした。その際、
「現象」とその「原因」、
「帰結」、
「文脈」、その当事者
の「戦略」の視点から整理した。
（3）選択コード化
この段階の目的は、事例に関するストーリーをつくることである。なお、こ
の場合の事例とは、個人や個々のインタビューではなく、本研究における中心
的な現象をさしている。ストーリーが語る中心的な現象に対してひとつの概念
を付与し、その概念にその他のカテゴリーを関連づけた。
3）真実性(trustworthiness)の確保
本研究における分析の厳密性の検討には、Guba & Lincoln(1989)が提案した
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真実性(trustworthiness)の確保の 4 基準を確保するよう努めた。
(1)信用可能性(credibility)の確保
信用可能性とは、分析結果が真実であることを確保することである。信用可
能性確保のため、面接は研究参加者の負担とならないよう配慮しながらおこな
い、彼らの経験を深く理解するよう努めた。また、データの解釈においては、
指導教官の定期的なスーパービジョンを受け、解釈の妥当性に努めた。
(2)移転可能性(transferability) の確保
移転可能性とは、見出された研究結果がどの程度一般化されうるか、どの程
度、他の状況・集団に適用できるかを示すものである。移転可能性の確保のた
め、参加者選択のプロセスや参加者の特性、見出されたテーマを詳細に記述し、
他の研究者が見出されたテーマを他の状況に適用できるか判断できるように努
めた。
(3)明解性(dependability) の確保
明解性とは、研究プロセスの明確化を示すものである。明解性の確保のため、
解釈過程の詳細を含め、研究プロセスを明確に記述するよう努めた。
(4)確認可能性(confirmability) の確保
確認可能性とは、データとそれらの出所である資料が関連づけられており、
研究の結論や解釈がそのデータから直接引き出されていることが読み手にも確
かめられることである。確認可能性を確保するため、データに基づく解釈であ
ることが明確になるよう努めた。
5.

調査手順

1）研究協力施設およびがん患者支援団体の承諾を得る手順
研究者は、以下の手順に則って研究協力施設およびがん患者支援団体の承諾
を得た。
（1）管理責任者からの承諾と倫理審査会での承認
研究者は、関東地区および東海地区の 2 総合病院の施設長と看護部管理者、
および都内のがん患者支援団体の責任者に、
「研究協力依頼書（資料 2-1、2-2）」
を用いて、研究の目的、方法等を説明し承諾を得た。管理責任者の承諾を得た
上で、研究協力施設の倫理審査会、がん患者支援団体においては理事会に申請
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をおこない承認を得た。申請の際、各研究協力施設から、研究参加者との連絡
調整をおこなう窓口となる担当者を当該施設内に置くよう指示があり、管理責
任者と相談のうえ窓口担当者を決定した。
（2）呼吸器外来スタッフおよび患者支援団体スタッフへの協力依頼
倫理審査会あるいは患者支援団体理事会の承認後、呼吸器外来師長、呼吸器
外来医師および患者支援団体の事務局長やスタッフに、研究の目的、方法およ
び具体的な協力内容について文書と口頭にて説明し協力を依頼した。協力依頼
時には、上記「研究協力依頼書」を用いた。
2）研究参加者の協力および同意を得る手順
研究者は、以下の手順で研究参加者の協力および同意を得た。なお、研究参
加者の研究協力同意書（資料 3）は 2 部作成し、1 部は研究参加者、もう 1 部は
研究者が保管した。
（1）総合病院２施設の研究参加者の協力および同意を得る手順
①

協力の得られた呼吸器外来医師の診察室に、研究参加者募集のポスター（資
料 4-1）を掲示させていただき、参加希望者から協力病院の窓口担当者にメ
ールあるいは電話で連絡していただいた。

②

協力病院の窓口担当者の仲介のもと、参加希望者のご都合を最優先に、研
究協力依頼をおこなう日程および場所の調整をおこなった。

③

研究協力依頼時には、「研究協力説明書（資料 5-1）」を用いて、研究目的、
研究方法、協力期間と参加予定人数、参加時の謝礼、研究によって期待さ
れる効果と予想されるリスクとそれへの対応、参加および取りやめの自由、
プライバシーの保護、研究成果の公表方法、研究に関する質問や意見の連
絡方法等について文書と口頭で説明し、文書による同意を得た。

（2）がん患者支援団体の研究参加者の協力および同意を得る手順
①

がん患者支援団体のサポートグループを行う部屋に、研究参加者募集のポ
スター（資料 4-2）を掲示させていただき、参加希望者からがん患者支援団
体の窓口担当者にメールあるいは電話で連絡していただいた。

②

がん患者支援団体の窓口担当者の仲介のもと、参加希望者のご都合を最優
先に、研究協力依頼を行う日程および場所の調整をおこなった。

③

研究協力依頼時には、「研究協力説明書（資料 5-2）」を用いて、研究目的、
研究方法、協力期間と参加予定人数、参加時の謝礼、研究によって期待さ
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れる効果と予想されるリスクとそれへの対応、参加および取りやめの自由、
プライバシーの保護、研究成果の公表方法、研究に関する質問や意見の連
絡方法等について文書と口頭で説明し、文書による同意を得た。
6.

倫理的配慮
本研究は、東邦大学看護学部倫理審査委員会の承認を受けて実施した。

1）協力への任意性の保障
研究への協力は、あくまでも研究参加者の自由意思に基づくものであり、協
力しない場合であっても、当該者の医療、看護および患者支援団体でのサービ
スにおいて、不利益を一切受けないことを保障した。
2）途中撤回の保障
研究参加者は、研究協力に同意した場合でも、いつでも辞退することができ
ることを保障した。また、撤回したい場合は、口頭、メール、あるいは事前に配
布する「同意撤回書（資料 6）」の郵送等、どんな方法でも可能であることを保
障した。なお、上記「同意撤回書」郵送の可能性を考慮して、切手を貼った研究
者宛の封筒を、研究協力の同意書を受け取る際に配布した。
3）研究参加者のプライバシーおよび個人情報の保護
①得られた情報やデータは、本研究以外の目的で使用しない。
②研究参加者の診断名、治療経過等については、研究参加者本人から聞ける範
囲に留め、病院等のカルテの閲覧、医療従事者からの情報収集はおこなわな
かった。
③研究協力の依頼や面接は、原則として、総合病院においては外来相談室や使
用していない診察室、がん患者支援団体においては使用していない個室等、
静かでプライバシーを保つことができる場所を事前に確保して実施した。ま
た、研究参加者個々の面接内容については、研究協力施設およびがん患者支
援団体には開示しないことを説明した。
④面接時は、改めて面接の録音およびメモすることの了解を確認しておこなっ
た。
⑤録音から逐語録の作成時に、固有名詞は関連性のないアルファベットに置き
換えた。また、IC レコーダーの音声や逐語録データ、解釈記録などのパソコ
ン上のデータは、英数字 8 桁以上のパスワードによるロックをかけた上で、
専用の USB メモリーに保存した。そして、USB メモリーや逐語録及び解釈記
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録は、鍵のかかる場所に保管した。また、研究終了後、一定期間を経た後に、
IC レコーダーの録音はすべて消去し、逐語録、解釈メモ等は、シュレッダー
により裁断した上で破棄する予定である。データ保存に使用した USB メモリ
ーは、学会誌などへの論文掲載後、物理的に破壊した上で破棄する予定であ
る。
⑥データは、すべてデータ対応表（資料 7）に基づき匿名化を図り、インタビュ
ーデータとデータ対応表は分けて、研究者の研究室内の別々の鍵のかかる棚
で管理した。また研究終了後一定期間を経た後、インタビューデータ、デー
タ対応表共に、シュレッダーにより裁断した上で破棄する予定である。
⑦逐語録、解釈の記録は、解釈の過程において指導教員が見たが、それ以外の
資料については、研究者のみが取り扱った。
⑧今回の研究は、博士論文として学内や学会で発表すること、また学術誌への
論文投稿を予定していることを事前に伝え了承を得た。
4）問い合わせ等の方法と対応
研究協力の依頼書、説明書に、研究者と各施設の窓口担当者の連絡先を明記
し、協力依頼時に、研究に関する不明な点、疑問点については、いつでも遠慮
なく問い合わせるよう説明した。
5）研究参加者への謝礼
研究参加者には、面接による負担感や時間的拘束に対する謝礼として、1000
円の図書券を進呈した。
6）研究参加に伴って予想される利益、不利益・危険およびその防止・対応措置
本研究に参加することにより、研究参加者自身が直接利益を得ることはない。
しかしながら、肺がん患者の心理社会的問題について医療従事者がより深く理
解し、必要な支援を検討する貴重な資料とすることができ、今後のがん医療に
貢献することができると考える。
いっぽう、予測される不利益として、面接に伴う時間的拘束と心身の疲労が
考えられる。したがって、面接は必ず 1 回 50 分以内に終了し、面接時は、表情
や言動を観察し、心身の変化・変調がないか細心の注意を払いながらおこなっ
た。また、面接中に気分不快や体調不良の訴えがあった場合は、面接の中止、
時間短縮、延期等、研究参加者の意向を最優先に対応する予定であったが、気
分不快や体調不良を訴えた者はいなかった。
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なお、体調不良の訴えがあった場合に備えて、総合病院においては、研究参
加者が自身の保険を使用して受診を希望する場合は、看護部および外来看護師
長の協力を得てすぐに救急外来の受診ができるような体制を整えていただくよ
う、病院への研究協力依頼時に要請した。また NPO においては、当該 NPO での
保険診療や治療は行えないため、常駐の医師に診察していただき、救急車要請
の必要性の判断および必要時は救急搬送にご協力いただけるよう、研究協力依
頼時に要請した。
7）研究に伴う健康被害の補償
本研究では、40～50 分の半構造化面接を行う予定だったため、健康被害が生
じる可能性は低いと捉えた。加えて、上記の精神的苦痛が生じないよう、事前
および面接時に十分な注意を払い予防および対応に努めた。
8）研究結果の開示・公表
研究結果は、研究参加者に開示しない。それは、データ収集終了後は研究参
加者と研究者が連絡を取る手段がないことによる。
研究結果は、研究参加者全員の全体的な傾向や特徴について博士論文として
まとめ、学内や学会での発表、および関連する学会誌などで公表すること、そ
の際には、参加者が特定できるような情報は記載せず、個人情報やプライバシ
ー保護に厳重な注意を払うことを説明して同意を得た。
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第Ⅳ章
1.

結果

研究参加者の概要(表)

本研究の参加者は 10 名（男性 8 名、女性 2 名）で、年齢は 50～64 歳（平均
59.2 歳）、がんの組織型は、非扁平上皮がん（腺がん）9 名、扁平上皮がん 1 名
であった。現在の病期はⅡB 期 1 名、ⅢA 期 2 名、Ⅳ期 7 名だった。Ⅳ期 7 名
のうち 2 名は、I 期と診断され手術を受けたが再発・転移した者である。残りの
5 名は眩暈、ふらつきの症状がみられ受診した。初診時に肺がんの脳転移と診
断されていた。10 名中 3 名が、他の身体部位への転移はない。7 名が、脳転移、
骨転移、副腎転移を来していた。
非扁平上皮がん（腺がん）9 名のうち 8 名は、EGFR 遺伝子変異陽性患者あ
るいは ALK 融合遺伝子陽性で分子標的薬による治療を受けていた。8 名のうち
7 名は、初発治療としてプラチナ併用療法を受けた後、分子標的薬治療に変更
し、現在の副作用として下痢、周爪炎、皮膚症状等があったが、総じてプラチ
ナ併用療法時に比較して苦痛は少ないと述べていた。1 名は、治験で分子標的
薬による治療をおこなったが効果がなく、現在はプラチナ併用療法を受け、こ
れまで経験しなかった嘔気、食欲低下、味覚障害、倦怠感等の副作用に悩まさ
れていた。
パフォーマンス・ステータス(PS)は全員が 0～1 で、日常生活の制限はほとん
どなく 10 名中 5 名は現在も就労中（会社員 4 名、自営業 1 名）、2 名はⅣ期と
の診断を機に退職していた。診断時から面接実施までの期間は 9 ヶ月から 9 年
2 ヶ月（中央値 4 年 9 ヶ月）であった。
心理社会的支援を受けた経験の有無では、今回の協力施設であるがん患者支
援団体のサポートグループに参加している者 3 名、総合病院に通院している者
のうち院内で開催されているがん患者サロンへ参加したことのある者 2 名、全
く受けたことがない者 5 名であった。がん患者支援団体のサポートグループに
参加している 3 名は、現在も 2 週間に 1 回開催される継続会に定期的に参加し
ていた。また院内のがんサロンに参加した 2 名のうち、1 名は、その後本研究
協力団体とは異なるがん患者支援団体のプログラムにも参加していたが、他の
1 名はあまり参考にならなかったとの理由で退院後は参加していなかった。
なお、Ⅳ期の患者は 7 名中 5 名が心理社会的支援を受けた経験を有し、ⅡB
期、ⅢA 期の患者は 3 名とも受けた経験はなかった。
以下に、研究参加者 10 名の概略を記す。なお、心理社会的支援に対する思い
や受けた経験の有無、また受けた経験ある者については、支援を求めた契機、
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時期、参加場所、その後の参加継続の有無について記述し、下線を付した。
＜A 氏＞
50 代後半の男性。両親と妻の 4 人家族で子どもはいない。
201X 年 5 月に左肺がん（腺がん）と診断された。診断時、脳転移が認められ
た。すぐに入院し、プラチナ製剤（カルボプラチン）と第 3 世代抗がん剤（ア
ブラキサン）による標準化学療法と脳転移に対するガンマナイフ治療を受けた。
脳転移については、ガンマナイフ治療によりほとんど消えているという。化学
療法については、当初 4 クールおこなう予定であったが骨髄抑制の副作用がひ
どく 3 クールで終了した。その後、上皮成長因子受容体（EGFR）遺伝子変異
陽性であることが判明し、分子標的薬〔エルロチニブ（商品名：タルセバ）〕を
開始したが 10 ヶ月で効果がなくなった。現在は、第 3 世代抗がん剤〔ドセタキ
セル（商品名：タキソテール）〕による治療を受けている。
診断時、Ⅳ期と宣告され、
「その後 1 週間位は信じられないような、ぼおっと
した時間を過ごし」、食欲、意欲も低下したという。「ステージⅣだから一般的
には、根治は、完治は難しい。絶対無理とは書いてないが、書いてあることは
延命という話。完治するより治るように頑張るだけです」と語り、分子標的薬
が 10 ヶ月で効果がなくなったことについて、「平均の 1 年位は続けられると思
っていた。延命のためにはある薬を少しでも長く飲めれば良い。3 年は無理で
も 1 年か 1 年半飲めれば良いかなと思ったのが 10 ヶ月。何か 1 つ武器をなく
したみたいな、1 つの手段を失ってしまったような気がしてショックを受けた」
と語る。しかしその際、主治医から「この薬で効果がなくなった場合には、ま
た別の治療法がありますから」と言ってもらえ、ショックを引きずることはな
かったという。さらに、3 ヶ月ほど前に副鼻腔に何かできていると言われ、精密
検査の結果問題はなかったが、
「今の自分にとって一番ショックになるのは転移、
一番怖い」と語る。
少しでもためになる情報が得られればと考え、入院中から現在まで、病院内
で月 1 回開催されているがん患者サロンへ参加。その後、診断から約 1 年 3 ヶ
月経った頃（面接の 1 ヶ月前）から、都内で開催されている NPO 団体の患者
の集会にも参加し、今後も参加したいという。参加理由について、
「生き直そう
とする人だったら勉強していて、自分がおこなっていることを披露したり、他
の参加者の経験を聞いたりして意見交換できることが楽しみ」と語っている。
診断時、落ち込む妻の様子や両親の泣く姿が辛かったが、現在は自分のため
に懸命に食事療法に協力してくれており、彼らに感謝している。いろいろ心配
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するので、時折見張られているような窮屈な思いもあるが、贅沢な悩みだと自
分に言い聞かせているという。職業は自営業であり、ペース配分を考えながら
おこなっている。以前、シニアの全国大会に出場する位に打ち込んでいたスポ
ーツができなくなったことが寂しいと語る。発病後はそれまで担っていた商工
会議所や青年会議所、同窓会の役員も辞し、今後はこの病気を経験して得たこ
とを活かして、世の中の役に立ちたい、そのためにも何とか自分の病気を治し
たいと考えている。
＜B 氏＞
50 代後半女性。夫と義母の 3 人で暮している。娘２人は嫁ぎ、末息子も結婚
して別居しているが、３人とも近く住んでいる。
201X 年 10 月に腺がんと診断された。腫瘍が大きかったため手術適用ではな
く標準化学療法、その後分子標的薬による治療を受けていたが、
「だんだんだん
だん効かなくなり」、201X 年 12 月にひどい眩暈が出現し、脳転移が認められガ
ンマナイフ治療を受けた。今後、ヒト型抗ヒト PD-1 モノクロール抗体ニボル
マブが使用できるか検査をおこなう予定であるという。
診断時は、「ぐさっときた」という。「知り合いのがん患者から、ずっと落ち
込んでいて朝起きられないとか、起きるのが怖くて寝られないとか聞いていま
したが、
『ああ、やっぱりそうなんだ』と実感」したという。また仕事で客の通
夜や葬式の手伝いをする機会も多かったため、自分の通夜の夢を見たりすると
いう。
「 考えないように、考えないようにしているんですが、出てくるんですね、
できるだけ気にしないように、途中で目を開けて、ああ、ダメダメと思ってま
た寝たりするんですけど」と語る。また「いっとき落ち込みましたが、多くの
人に励ましていただいて…、私信仰しているので、それで何とかなりました。
信仰の力は強いですね。万が一、自分が亡くなったとしても、怖いというのは
ないですね。信仰上で生老病死のことを勉強していますので怖いとは思いませ
ん。自分がこうなったことは何か意味があることだろうと考えています」と涙
ぐみながら語った。加えて「もちろん、先に頑張らなきゃあとは思っています
が、後が困るだろうなと思って、少しずつ自分の周りのものを片付けて」おり、
「（治療は）先生に任せて、飲む薬がなくなったらもうしょうがないと考えてい
ます。家では迷惑かけられないので、最悪になったら緩和ケア病棟に入ろうと
考えています」と語る。
仕事については、当初、初回の化学療法の効果が見られたため、
「働きながら
のんびりできるかな」と考えていたが、診断時息子が医師から余命 2 年と言わ
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れたと聞かされ、
「ああ、これはやばい」と考え、どうにか定年まで踏ん張ろう
と考えていた仕事を辞めた。
心理社会的支援については、
「何とか自分は自分で頑張ってやれるので。わざ
わざそういう所に行って患者さんの話を聞いたりとか、そういったわざわざ出
て行かなくてもよいと。何とか今の状態で間に合っていると言ったらおかしい
ですが…。孫の世話が自分の励みとなっています。また（心理社会的支援を受
けに）そこまで行く体力と気力がないですね」と語る。
＜C 氏＞
50 代前半の女性。夫と 2 人暮らし。娘と息子は自立し、他県に住んでいる。
200X 年 12 月に右肺がん（腺がん）と診断。当初ⅠA との診断で右上葉切除
したが、病理診断でⅢA と診断され、術後、プラチナ製剤（シスプラチン）と第
3 世代抗がん剤（ビノレルビン）による標準化学療法 4 クールに加え放射線療
法 60Gy を受けた。その後、200X+5 年 12 月に左肺がん（腺がん）発症。前回
のがんとは異なる初発肺がんと診断され、区域切除術を受けた。上記の標準化
学療法を再度受けたが、2 年 4 ヵ月後に右肺がん（200X 年のがん）の再発と骨
転移と診断。プラチナ製剤（カルボプラチン）と第 3 世代抗がん剤（アリムタ）
による標準化学療法を受けたが効果なく、2 ヵ月後にヒト型抗ヒト PD-1 モノ
クロール抗体ニボルマブ（オプジーボ）開始し継続中である。
200X 年に診断された時は、「かなりショックで、落ち込んで毎日泣いていま
した。自分のことよりも、家族（単身赴任中の夫と受験前の子ども）の人生を
狂わせるんじゃないかということが怖くて、それが一番嫌でした」と語る。治
療については、
「できるだけのことはやろう」と臨み、幸い副作用が軽く「気持
ちは落ち込んでいるんですけれども、身体の方は元気になっていくという感じ
で、体調が気持ちを支えてくれるような感じでした」と語る。200X+5 年の際は、
「初発ですと言われて、全くの予定外だったので、何でたばこも吸ったことの
ないのに人生で 2 度も肺がんになるんだろうと思って、またあれを 1 から始め
るのかとすごくびっくりしました」と語る。治療については、前回と同じ治療
のため効果は 10％以下と言われたが、「再発した時に、やっておけば良かった
って自分で口にしそうだったので、受けることにしました」
「私が頭で考えて決
められるんだから良いじゃないと医師に言われ、初めは厳しいなと思ったんで
すけれども、がんというのはよくよく考えることのできる病気なんだと思いま
した」と振り返る。今回は、嘔気、味覚障害、倦怠感、末梢神経障害、脱毛、骨
髄抑制等の副作用を経験し以前より辛かったと語る。
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心理社会的支援については、201X 年時、入院中に服用していた睡眠薬が切れ、
処方してもらうため受診した別病院の心療内科で、たまたま開催されていたが
ん患者会を紹介されたことで毎月 1 回参加していた。200X+2.5 年、本で今回の
研究協力施設であるがん患者支援団体を知り、夫の転勤での関西から東京への
引っ越しを機に参加したという。動機について、
「元気な人たちと一緒に運動し
ていても、会話の中でがんなんだってみたいな話が出て、私もがんなんだけど
って言ったらみんなひっくり返るだろうなと思って、なかなか本当のことが言
えず、がんのことを気にせず話せる場所が欲しかった」と語り、
「私は、皆さん
のお話を聞きたくて来ているんです。皆さんいろいろ工夫して過ごしているの
で、運動とか食事療法とかを聞くのはすごく面白いと言ったら失礼ですが、と
てもためになります。またスタッフの方から、いつでも待っていますというお
手紙をいただいたり、いつ来ても良いですよと言っていただけるのは励みにな
ります。元気になったらまたサポートグループに出ようという目的があったの
で、ここにはすごく感謝しています」という。
今後について、｢私の場合は遺伝子変異がないので、私が調べた範囲では、お
薬もオプシーボが最後ではないかと考えています。新しい薬なんですけど、新
しい薬もやりながら備えあれば憂いなし的に緩和ケアも探しています。夫はと
にかく仕事が忙しいので緩和ケア病棟のある病院を探していて、来週面接に行
く予定です｣と静かに語った。
＜D 氏＞
60 代前半の男性。妻と息子の 3 人暮らし。
201X 年 8 月に、ひどい眩暈に襲われ救急車で搬送され、右肺がん（腺がん）
ステージⅣ（脳・副腎転移）と診断。翌日からガンマナイフ治療をおこなった。
その後、分子標的薬〔エルロチニブ：商品名タルセバ）〕の治療をおこなった。
3 年後に腫瘍マーカーが上昇し治験に参加したが、間質性肺炎を起こし中止。
その後、プラチナ製剤（シスプラチン）と第 3 世代抗がん剤（ペメトレキセド）
による標準化学療法をおこなったが効果なく、T790M 変異陽性であったためオ
シメルチニブメシル酸塩（商品名：タグリッソ）に変更し効果がみられ現在も
服用中である。なお D 氏は、最初の分子標的薬治療時、K 大学で実施されてい
るペプチドワクチン療法（自由診療）にも参加し、分子標的薬の効果が 3 年続
いたのは、ペプチドワクチン療法の効果もあったと考えている。
診断時、ステージⅣで手術はできず、余命約 1 年半と言われ納得いかなかっ
たという。「もともと理屈の通らないことは徹底的に調べる性質」で、「Ⅰ期の
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人だって転移は血液中である訳だから、たまたま頭に飛んだだけで一緒でしょ
う。典型的に遠隔転移があった人はもう手術は選択できません。その理由は血
液中に流れているからって、Ⅰ期の人の身体には血液は流れていませんかって
いうことですよ」と不満そうに語った。また「タイミングによって次の治療法
をそろそろ考えて、準備して 2、3 年は用意しておかないと、最初みたいにいき
なり倒れると訳分からないですからね」と語り、分子標的薬を服用中、腫瘍マ
ーカーの上昇傾向が見られたときには既に次の治療法を主治医と相談したり、
新薬の治療を受けるためには従来の標準化学療法を全部経験していないと基準
に合わないと知り、体力のあるうちに副作用が強いと言われているプラチナ製
剤による化学療法を受けたりしていた。
仕事については、がん罹患をきっかけに辞職し、
「役員をやっていたので、
（辞
めないという選択肢は）自分の中にはなかった」
「もともとがんになった原因と
いうのはストレスだったと思っていますから、だから一切そういうことは辞め
た」と語る。また「自分の残っている時間を想定して、その間にやるべきこと
というか棺桶リストを作って少しずつおこなっている」
「5 年サバイバーと言う
から最初から目標は 5 年に置いて、一応クリアしましたからね。前向きという
のは一番重要だと思います。前向きに一生懸命何かやれば気力が奮い立つんだ
と思います」と語る。
また診断 1 ヵ月後には、
「このまま倒れたら家内の、家の今後の家計はどうす
るか、全部調べ上げました。先ずは生計。会社は辞めないといけないので生計
が立つかどうか、一応目処が立ったから、ああ、これで良いって」と語った。
がん患者支援団体への参加のきっかけは、4 ヶ所受けたセカンドオピニオン
のひとつだったからだと言う。
「しゃべる場をつくることで、情報プラス、リア
ルな患者の声が聞ける。なった人でないと絶対分からないじゃないですか。こ
ういう話をしたときに、それがどれだけ大変なことかそういうことが分かるか
ら、分かる人同士で話せるから来るんだと思います」
「皆さん、それぞれに努力
されているから、そういう人の体験を聞くのは非常に有益です」と語り、情報
収集についても、
「そこまでというような集め方をするので、多分普通の人はそ
こまでやるかという気はしますね。海外の文献からも拾って」と語る。加えて、
「自分の考え方をしゃべれば少しは他の人の役にたつんじゃないかと思います。
（参加しているのは）自分のためと、参加者のためという両方です。」と語る。
＜E 氏＞
60 代前半の男性。妻と 2 人暮らし。子どもはいない。
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201X 年 4 月、まっすぐ歩けない程の眩暈で緊急入院。肺がんの小脳転移が明
らかになりサイバーナイフ治療を受けた。その後プラチナ製剤による標準化学
療法を受けたが間質性肺炎を併発し中止。抗がん剤を変更（詳細不明）し効果
が見られたが、高血圧の副作用が出現すると共に効果が減弱し中止。現在、ヒ
ト型抗ヒト PD-1 モノクロール抗体ニボルマブ（商品名：オプジーボ）を継続中
である。開始時、効果は 5 分の 1 の確率だと言われ、「ああ、やばいなと思っ
て、運がないかなと思ったら意外と効いてくれて、主治医からは首から下はば
りばり効いている」と説明を受けているという。
最初の入院について、
「がんだと分かって、それで脳に転移しているからステ
ージⅣ。脳の治療が終わって、多分ばい菌とかが入らないようにステロイド系
の強いのが入ったと思うんですけど、もう身体が溶けるような身体の置き場が
ないというか。こんな苦しい思いをしているのに、またすぐ噂の抗がん剤かと
思ったら、本当に夏まで生きられるか、年を越せるかなと本当に思っていまし
た。緩和ケアチームの精神科の先生に弱い安定剤もらったりして。年を越して、
翌年の秋口まで来て、好きな武道をしたりジム行ったりできていますからね、
ステージⅣで有難いことです」と語る。加えて、
「こういう病気って悪くなる時
は、がーんといきなり進んじゃうじゃないですか。だからもういつ来るか怖い
ですよね。考えるともたないので、潜在意識の方に追いやって考えないように
していると思うんですよ。緩和ケアチームの精神科の先生にも言ったんですけ
ど、いつまで生きられるか分からないけど、怯えて生きていてもしょうがない
から、なるべく前向きにやれることをやって生きないと、常に不安の中で生き
ているんじゃ楽しくないから自分は頑張りたいと思っていると言ったんです」
と語る。
心の支えについて、
「自分の場合は、武道の仲間と話していると、自然ともの
すごい闘争本能にメンタルのスイッチャが切り替わって。やっぱり長年、殴っ
たり蹴ったりやってますからね。そうするとちょっとだけ元気になって強気に
なれるんです」
「多分家族だけじゃ駄目で、やっぱり家族以外の友達みたいな人
と話したりするのが良い刺激とか、張り合いになると思う。家族が一番有難い
けど、やっぱり・・・心の問題として、他人だとやっぱり緊張感が出るから」と
語る。
心理社会的支援を受けた経験については、
「もうずっと入院してやることもな
いし、不安だし、そういう知識とかいろいろ入れたい」と講義を聞きにがんサ
ロンに参加したこともあったが、
「高額医療とか、あと毛が抜けて、まゆ毛やま
つげまで抜けるとごみが入りやすいとか、いろいろテーマは違うけど、そうい
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うのに行って、やっぱり同じがん患者の人の話を聞いたりして」いたが、
「ちょ
っとした刺激にはなったけど、あんまり参考にはならなかった」という。
「ある
程度落ち着くと退院して通院になっちゃうから、わざわざ行くこともないかな」
と語る。加えて、「身体、がんのことはもうお医者さんに任せるしかないけど、
あとメンタルが本当に負けそうになるから、精神的なことは自分で意識して
色々工夫して、嫌でも身体が疲れて面倒くさくても人と会うようにしたり、散
歩したりしてメンタルをちゃんと維持するようにしている」と語る。
＜F 氏＞
60 代前半の男性。妻と息子、実母との 4 人暮し。
201X 年 5 月に右肺がん（腺がん）ステージⅣと診断。診断時脳・骨転移があ
り、脳転移（3 ヶ所）にはガンマナイフ治療をおこなった。その半年後に脳に再
発（10 ヶ所）しサイドガンマナイフ治療を受けた。加えて、プラチナ製剤（カ
ルボプラチン）と第 3 世代抗がん剤〔ペメトレキセド（商品名：アリムタ）〕に
よる標準化学療法を受けたが胸水貯留がみられ、上皮成長因子受容体（EGFR）
阻害剤の分子標的薬〔ゲフィニチブ（商品名：イレッサ）とエルロチニブ（商品
名：タルセバ）〕に変更した。しかし腫瘍マーカーが上昇したため、未分化リン
パ腫キナーゼ(ALK)阻害剤である分子標的薬クリゾチニブ（商品名：ザーコリ）
に変更し、現在はアレクチニブ（商品名：アレセンサ）を内服中である。
診断時、ステージⅣで余命は 2 年位と言われ、加えて、ガンマナイフの治療
を受けた病院では、妻に余命半年と宣告されたことを後で知り非常にショック
を受けたという。
「健康には自信があり、登山やゴルフもしていましたが、これ
がきっかけで本当にもうできなくなりました。一切やる気がなくなったと言う
か、自分に負けていると言えば負けているのかも知れませんけどね」と語る。
診断から半年後に 10 ヶ所の脳転移が見つかった時と化学療法を実施後、腫瘍マ
ーカーが上昇したときは、「もう本当にだめかなと思った」と語る。
60 歳で定年を迎えたが、診断から 2 年半ほどして、「ふさぎこんでばかりも
いても良くないだろうということで、アルバイトで週に 3～4 日働くようになっ
た」。仕事を始めたのは、毎月 5 万円ほどかかる医療費を支払うためでもある。
「天気が悪いとか、あんまり体調が悪いときはやめるようにしているので、週
に 3 日か 4 日位ですよ。アルバイトだと金額も知れていますからね。あとはも
う年金ですね。年金がなかったら本当に貯金を崩してやっていかないと」と語
る。加えて、
「家にいるだけだとやっぱり気も紛れないし、ふさぎ込んじゃった
ことを考えると、アルバイトでもした方がよっぽど良いですね」と語る。
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心理社会的支援については、
「自宅近くの病院から、患者さん同士で話をする
場を設けたというチラシが来るけど、なかなか行く気にはならないですね。私
は、がんの患者さんを見ているのが何か辛いところがありまして、私はステー
ジⅣだった。あの人はどの位なんだろうなとか、中には軽い人も重い人もいる
でしょう。それが自分に来た時は嫌だなと思いますね。団体でこう話をするの
は、私は…。もっと自分がこの病気で辛いことがいっぱいあるとか、確かに辛
いは辛いんだけど、これ以上辛いことがあったら頼ろうかなと思うけど、今の
ところは…」と語る。そして、
「 よく諦めたらだめだという言葉を聞きますよね。
スポーツでも、仕事でも、生活でもそうだけど、諦めたら絶対そこで終わっち
ゃうよという言葉をいつも頭に入れているんです」と。
「妻や息子も、自分の体調が悪いときは病院まで送り迎えしてくれるなどサ
ポートしてくれます。彼女らも結構神経を使っているなと思うんです。農家な
ので、この病気になる前は、1 日、私も日曜日となると朝から本当に日が暮れる
まで動いていたんですよ。でもやっぱり今はできませんね。疲れがやっぱりき
ます。多分私の顔を見ていると思うんです、奥さんが。顔をみて、もう上がり
なよとか、言ってくれるもので」と語る。
＜G 氏＞
50 代後半男性。妻と娘の 3 人暮らし。
201X 年 11 月に右肺がん（腺がん）ステージⅠA と診断され手術を受けた。
その 2 年半後に再発が認められた。G 氏は、プラチナ製剤を使用した標準化学
療法の副作用に対する懸念があり化学療法を受ける気はなかった。丁度その頃、
上皮成長因子受容体（EGFR）遺伝子変異陽性者を対象とする第 3 世代の新薬
と分子標的薬に関する治験に参加することができ、分子標的薬〔ゲフィニチブ
（商品名：イレッサ）〕の治療を受けたが、脳転移が見つかり治験を中止すると
ともにサイバーナイフ治療をおこなった。その後、上皮成長因子受容体の分子
標的治療薬による治療において悪化が認められた患者を対象とする治験に参加
したが腫瘍の増大が認められ中止となった。現在、プラチナ製剤（カルボプラ
チン）と第 3 世代抗がん剤（ペメトレキセド（商品名：アリムタ）による標準
化学療法を受けている。
G 氏は、肺がんの診断時はショックを受けたものの、その後 2 年半は何事も
なく、がんの恐怖を全く感じずこのまま 5 年が過ぎるものと思っていた。その
矢先に、再発が見つかり、最初にがんを告知されたのと同じくらいのショック
を受けた。加えて、ステージⅣということで今後の治療法や職場や得意先への
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病状告知、自分の精神状態をどう維持し平静に保つか悩みは深かった。それま
では、がん相談支援センターの存在は知りつつも利用するつもりは全くなかっ
たが、再発が明らかになったことをきっかけに、自己のメンタルをどうしたら
良いか相談しに行ったという。
がん相談支援センターの紹介で、がん患者支援団体に参加するようになった。
そこでの経験について、がん患者でない人には本音の部分、本当の最後の部分
で分かってもらえないことがあるが、ここでは部位や進行度は異なっても同じ
がん患者という一体感があると語る。加えて、自分は話すことで意思を固める
ことができた、さらに役に立つ新しい情報を得ることができたと語る。いっぽ
うで、ここで自分の気持ちを全て出すかどうかは使い分けており、他人に触れ
られたくない領域は互いに守っていると思うと語る。
彼の参加をきっかけに、妻もこの団体の家族会に参加するようになり、妻と
一緒にがんと闘えるようになったという。そのいっぽう、家族会で食事などが
悪かったから家族メンバーががんになったのではないかという自責の念が語ら
れると知り、家族が想像だにしない思いを持っていることに驚くと同時に、家
族の前では泣けないとも思ったとも語る。
G 氏はがん罹患をきっかけに社外へ出向となり「ある意味、第二の人生にな
っていた」と語る。何十人もの部下を管理する立場でほとんど毎日飲んで深夜
に帰宅する生活から、18 時には帰宅できる転籍先の内務事務部門に配置しても
らった。
また化学療法については、主治医に依頼して、その病院のメインの薬剤であ
るシスプラチンではなく、副作用の少ないカルボプラチンに替えてもらったと
いう。その理由について、「入院するつもりはなく、働きながら通院でできる、
半日で処理できる化学療法を選択」したと語る。とは言え、標準化学療法はこ
れまでの分子標的薬に比べると副作用が強く、嘔気や倦怠感、食欲不振等、自
分の身体が今まで経験したことのない体調になっていると語る。
＜H 氏＞
50 代後半の男性。妻と 2 人の息子の 4 人暮らし。
201X 年 12 月、会社の健康診断で異常陰影を指摘された。精密検査の結果、
左肺がん（腺がん）ステージⅢA と診断され胸腔鏡手術を受けた。その後、手
術で取りきれない細かながんが残っていると言われ、プラチナ製剤（シスプラ
チン）と第 3 世代抗がん剤（ペメトレキセド）による標準化学療法と放射線治
療(60Gy)を受けた。治療後 5 年を迎える直前に腫瘍マーカーが上昇し、分子標
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的薬〔ゲフィニチブ（商品名：イレッサ）〕を開始し現在も内服中である。
診断時、
「何の症状もなくたばこも吸わないので、まさか肺がんなんて思いも
しなかった」という。また「5 年、今 5 年生存率って言われるじゃないですか。
その 5 年までは何も症状が出なくて良かったと思ったけど、丁度その前だった
もので、5 年という目標があったのでショックだった」と語る。
最初の標準化学療法の際は、
「髪の毛が抜けちゃったのは、ちょっとショック
だったね。どさっと抜けてくれればいいんだけど中途半端に残っていてみっと
もなくて。その抜けた時はショックだったけど、それがなければ普通の人だと
いう感じでした。副作用が起きるということは効いているんだよということで、
納得していた」という。今の分子標的薬については、「最初かゆみが出てきて、
途中副作用はなかったけれども、2 ヶ月程前から爪囲炎がひどくなっちゃって、
足の指が痛風の人みたいに痛くて、それが一番辛いです」と。
仕事上にもそれ程支障はなく、
「外来の時は半日の休暇を取って来る。事務職
で時々現場に行くこともあるが、痛いので同僚に協力してもらって現場に行く
回数を減らしてもらっている」という。
心理社会的支援については、
「頭の隅の方には死は覚悟していなきゃいけない
というのはありますけど、がんで辛いという症状がなく、今どうのこうのとい
うことじゃないので、普通に生活できるので、別に相談することもなく、相談
したって治るわけでもないしと思っている」と語る。経済的な面では、
「定年後
どうなるか気になります。現在、高額医療費制度で毎月 4 万 4 千円支払ってい
ます。仕事があるうちはその位だったら問題ないですけど、その後の定年を過
ぎれば給料も下がるので…」と語る。夫婦間でも「正面きってがんの話をする
ことなく、足が痛いことを気にしてくれているので痛いとは言いますが、心配
かけたくないので辛いとは言っていない」と。
「ゴミだし当番を免除してもらう」
など気を使ってもらっているという。
＜I 氏＞
60 代前半男性。妻と 2 人暮らし。娘と息子は自立し他県で暮している。
201X 年 3 月に、9 年ほど前に狭心症で入れたステントの確認のために撮った
CT で異常を指摘され、右肺がん（扁平上皮がん）ステージⅡB と診断。胸腔鏡
手術の予定であったが、胸壁に浸潤し癒着していたため摘出はせず、プラチナ
製剤（カルボプラチン）と第 3 世代抗がん剤（アブラキサン）による標準化学
療法を 4 クール受けた。その後、あまり効果がないということで、ヒト型抗ヒ
ト PD-1 モノクロール抗体ニボルマブ（商品名：オプジーボ）に変更し、インタ
４１

ビュー時 5 クール目の予定であった。
診断時、「家系が長生きの家系で、自分の親も 91 歳まで生きましたので、が
んにだけはならないだろうという勝手な自己暗示があった中で、がんだと言わ
れましたので、自分の中でがんイコール死じゃないんですけれども、もう長生
きできないぞみたいなものがあり、かなりへこみました。かなり家内とも暗く
なりました」と言い、
「ただ人間死ぬときはいつか死ぬんだから、認知症老人じ
ゃないですけど、訳分からなくなって人を車ではねちゃって、どうせいつかは
死ぬんだからみたいな、勝手な気持ちの切り替えみたいなことをしています」
と語る。
化学療法の副作用について、
「毛だけはあるぞって自慢していましたが、その
毛もなくなって。指先と足の裏の痺れがずっとあります。病気は痛くもかゆく
もないし、病気の辛さというのは一番、男のくせに髪の毛ですかね。髪の毛も
伸びてきたんですけど、職場は帽子なんて被らない職場なんですけど、突然作
業帽を被っていると、何かあったのかなって、そういう風に見られているだろ
うなって、自分の中で勝手な意識ですね」と語る。
仕事は 60 歳の定年後、再雇用され、治療は半日の年休を駆使したり休日出勤
して代休を使用したりしている。
「家にいると考える時間も長いし、仕事をして
いれば仕事に集中し切り替えができる」と語る。
妻に対しては「別に隠すこともないですけど、何か痛いな、おかしいなって
言うと余計な心配をするので、そんなことは言いません。努めて明るくじゃな
いですけど…」と語る。
心理社会的支援や相談については、
「右往左往する自分が嫌に感じまして、何
か自分が惑わされるような気がしまして、相談というか、どうしたらいいかと
か、どこの病院がいいとか、一切そういうところには耳を傾けない、ここの先
生にお世話になっているんだからという、何かそういう決め事みたいな自分の
中である」という。そして、
「これが本当に苦しんですってなると、また話は変
わってくるでしょうけど、幸いまだ、そういう意味で苦しいとかそういう身体
的にないものですから。気持ちがへこんでいるぐらいなものでと思います。ど
うやって死んでいくのかみたいな、そういう不安は出てくるんですね、当時（入
院中）はそんなことばかり考えていましたね、ひどくなって、痛くなって苦し
くなって、先生にもひどくなってくるとどういう症状が出てくるみたいなこと
を聞いて」と語り、がん患者サロンの張り紙も見たが、
「余計にへこんじゃうの
かな、励まされることってあるのかなみたいな。自分の中で何でも吸収しちゃ
うタイプで、吸収して吸収して、それで耐え切れなくなったらおそらく駄目に
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なっちゃうタイプなんです。同じ立場にはいるんでしょうけど、おそらく自分
のことは忘れて同情して余計へこんじゃうじゃないかと」と語る。
＜J 氏＞
60 代前半男性。母親と 2 人暮らし。
201X 年 8 月に職場の健康診断で異常陰影を指摘され、精密検査を受けたと
ころ、左肺がん（腺がん）ステージⅠと診断され左上葉切除術を受けた。とこ
ろが病理検査でがんが無数にあったということで、プラチナ製剤による化学療
法の薬剤を 3 回変更しながら実施した。今年の春頃から腫瘍マーカーが上昇し
始めたため、分子標的薬〔エルロチニブ（商品名：タルセバ）〕に変更したが効
果がなく、夏ごろからオシメルチニブメシル酸塩（商品名：タグリッソ）に変
更し効果がみられ現在も服用中である。
診断時、
「何かもうやばいかなという雰囲気はありました」という。しかし「腫
瘍マーカーが上がってまずいなと思っていたときに、こういう薬が出ましたと
言ってくれたので、とても有難かったです。医療は日進月歩ですから、また効
かなくなったら新しい薬が出ましたというこの繰り返しなのか、まあ完全には
良くならならでしょうね、きっと」と語る。
仕事については、
「僕は切って終わりだと思ったんですよ。でもこれから抗が
ん剤治療でずっと病院に来なきゃいけないのかという落ち込みはありました。
仕事のことがずっと頭にあったものですから、毎週休みかと。職場も『病気だ
からしょうがないよね』と言ってくれましたけど、これがやっぱり何年も続く
のかということは、やっぱり辞めなきゃいけないかなと考えますよね。どう考
えても迷惑をかけているよなというのは分かりますから。というのも私は本社
から離れた小さな営業所の責任者で、中心になって仕事をしていたので、その
人間が抜けるとそりゃもう大変ねという話になっちゃいまして。仕事に支障は
出ましたけど、それはもうしょうがないと割り切ってという形でやるしかなか
ったです。でも営業職でしたから数字は落さないでと、いろいろな要求がきて、
めちゃめちゃでした」と語る。その 4 年後に、心臓にペースメーカーを入れ、
1 年 2 ヶ月の休職を経て定年直前で退職したという。
化学療法の副作用については、プラチナ製剤のときは、脱毛や嘔気、食欲低
下、倦怠感等あったという。分子標的薬に変更してからは、頭部の発疹と掻痒
感、口内炎、爪障害、下痢等があるが、
「日常生活には全く影響がなくなりまし
た。がんそのものは、薬の副作用が出るだけで痛いということもないものです
から、心臓の方がずっと気になって生活している感じです。がんとは、そのま
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まずっと付き合ってくんだろうな」と感じているという。加えて、
「なるように
しかならないと思っています。転移したら困るだろうなと思いますが、自分で
注意していれば起こらないというものでもないので。悲観して毎日暮していて
も治るわけではないですし、もうしょうがない」と語る。
現在最も気になるのは、「これからのこと」だと語る。「私は高齢の母と一緒
に暮していて、このままスライドしていくと、人間は当然死にますので。私が
独りぼっちになる前に、母の介護だとかその日（死別）が来ることを覚悟して
おかなきゃいけないですよね。最近、死ぬことを考えるようになりました。前
は死ぬこと自体考えなかったですから。がんになってから、やっぱりがんで死
ぬ方もたくさんいらっしゃいますから。少し身辺整理をするかなと。自分は死
んじゃうからいいですけど、後始末をする人が誰かいるわけで、迷惑を掛けち
ゃまずいなという気持ちはあります」と語る。
がん患者サロンなど、いろいろな会があることは知っているが、
「出たことも
ないし必要性も今のところ感じていない」と語る。
2.

外来化学療法中の壮年期肺がん患者の心理社会的支援を求める諸相（図）
外来化学療法中の壮年期にある非小細胞肺がん患者が診断からこれまでの治

療過程において、どのような心理社会的問題を抱えているか分析解釈した結果、
核となっていたのは、初診でⅣ期と診断されたり、再発・転移を知らされたり
して【進んだ病期へのショックと迫ってくる死への脅威】を感じながらも、
【新
治療法への期待の中で生き抜く】ことであった。
【新治療法への期待の中で生き
抜く決意】は、使用している薬剤の効果が無くなった際には不安が高じ、揺ら
ぐこともあったと多くの研究参加者が表明していた。全員が自分の病状を理解
してくれる家族と同居しており、さまざまなサポートを受けていたが、
【家族で
さえも超えられない心の壁】を感じていた。また、仕事についている場合には、
働きながらできる方法を選択したり工夫したりしていた。さらに、化学療法に
よる食欲不振や意欲の低下を来たし、
【副作用に耐えながらの社会生活】を送っ
ていた。これらの問題は、心理社会的支援を求めるか否かに関わらず、また程
度の差はあるものの肺がん患者の問題として概ね全員に通低していた。
ところで、心理社会的支援を求めるかどうかは、がん患者同士の交流に対す
る態度によって分かれていた。積極的に求める者は、突然のⅣ期という診断や
再発・転移の告知を契機に、がんのことを気にせず語れる場や患者の経験に根
ざしたリアルな情報を求めて参加していた。また、残された時間を算用して、
仕事を辞職したり、徹底的にセカンドオピニオンを探したりなどの行動に出た
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者や、今後の生き方を模索するとき、その一つにサポートグループを探し当て
た者もいた。さらに継続的に参加することで、自分の経験を話すことで他者の
役に立つことに喜びを感じていた。そして、がん患者同士本音で語り合える【一
体感の中で自己吐露し、不安を払拭】できていた。
いっぽう、患者同士の交流への不参加を選択していた者は、参加すれば他の
がん患者の心の痛みを吸収してさらに辛くなると、
【他者の苦悩の自己吸収への
警戒】を示していた。また「今のところは大丈夫」「普通に生活しているので、
別に相談することもなく、相談しても治るわけはない」と現在の生活を保持し
たいと考えていた。さらに、化学療法の副作用が出現しているにもかかわらず、
「痛風のような痛み」や、心理的に抑うつ傾向にあっても「気持がへこんでい
るぐらいのもの」と、無害化しようとしていた。
以下、カテゴリーは【】、サブカテゴリーは〈〉で示す。またそのサブカテゴ
リーを最も的確に表していると思われる研究参加者の生データをゴシックで示
す。なお示した生データの末尾に記載されているアルファベットとページ（例：
A、p.5）は、研究参加者名とその逐語録のページ（例：A 氏の逐語録 5 ページ）
を表している。
1）【進んだ病期へのショックと迫ってくる死への脅威】
突然、参加者は肺がんの脳転移（Ⅳ期）と診断された。また、Ⅰ期と診断され
て手術を受けたにもかかわらず再発・転移を告知されて、大きなショックを受
けていた。加えて、本人あるいは家族は、告げられた余命宣告に衝撃を受け、
死の脅威が身近なものとして迫っていた。そして、残された時間を算用し、社
会活動を制限したり、少しずつ身辺整理をしたりしていた。
（1）〈予期せぬステージⅣの診断・再発へのショック〉
参加者はひどい眩暈やふらつきで受診したところ、肺がんの脳転移（ステー
ジⅣ）と診断され大きなショックを受けていた。緊急入院し、先ずは必要なガ
ンマナイフやサイバーナイフによる治療を受けていた。いっぽうで、他臓器へ
の転移がみられるステージⅣの状態では手術できないという医師の説明に納得
できず、ほうぼうでセカンドオピニオンを受けるとともにインターネットで情
報を探し続ける者もいた。
ものすごい眩暈で真っすぐ歩けなくなっちゃったんですよ。それでまずい
なと思ったんですけど、ある時期から一日一日どんどん悪くなる。3 日目ぐら
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いに死んじゃうなと思って、それで B 病院の方に来て、もう歩けなくて車い
すで、最初はまず脳の方をやったら肺の病変が脳に飛んじゃっていて、それ
で緊急入院で。サイバーナイフをやっちゃったんですけど。（E,p.1）
ちょっと頭がくらっとするなというので息子に運転を代わって、そのまま
帰って倒れて。そのまま救急車でした。精密を受けた方がいいと言うので受
けたら、がんだという話になって、翌日もう即入院でしたね。治療を始めると
いうか、まずガンマナイフで頭をたたいて。頭に飛んでいるので、Ⅳ期だと言
われて。手術できないかという話をしたら、もうⅣ期だからそういうのは全
身に飛んでいるのでやらないということで、じゃあ、Ⅰ期とⅣ期とどこが違
うのと言ったら、遠隔に

転移しているからだということなんだけど、私は

あんまり納得できなくて、Ⅳ期だって手術できるだろうと、いろいろセカン
ドオピニオンに行って。（D,p.1）
がんの診断にショックを受けながらも、ⅠA という初期のステージで手術は
できるということに安堵し、手術に期待をかけていた。数年何事もなく、この
まま過ぎるだろう、完治するだろうと思っていた矢先に、がんの再発あるいは
転移を告げられ非常なショックを受けた。また 8 年を経て再発していた者もい
た。
がんを告知されましたけれども、手術で肺を摘出、他の転移、リンパへの転
移とか一切、当時は見られなかった。それで医者からも、定期的な検診で CT
を撮っている中で、5 年間再発がなければそれで完治ですねと言われていまし
たので、ある意味、私にとってのがんというのは、最初はいわゆるがん患者の
ものではなくて、早期発見、しかもⅠA の状態でしたので、摘出したことによ
って、これで治ればいいなと。がんの恐怖といいますかは感じていなかった
んですけれども、それでずっと、ああ、このままあと 2 年半で丸 5 年だなと
思うときに再発、しかも再発はステージⅣだと言われて、やはり最初、がんを
告知されたのと同じくらいのショックを受けたわけですね。（G,p.6）
8 年ぶりに再発ということで、すごく衝撃を受けました。そんなことがある
のかなって。（C,p.13）
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（2）〈余命宣告によって迫ってくる死〉
余命告知は、本人と家族に同時になされる場合と、本人、家族それぞれに告
げる場合があった。参加者は、家族から、より深刻な状態について告げられた
ことを知らされ、本人が考えている以上に短い余命期間であることに愕然とし
ていた。そして、死刑宣告されたような、あるいは死が間近に迫ってくるよう
な感覚を抱いていた。参加者は、その死の脅威を払拭しようとするものの、葬
式の夢を繰り返し見るなど、その脅威から逃れることに困難を覚えた。
私は説明を聞いてないので、子供たちが全部、それを A 病院で聞いている
ので、まさかそんな命が危ないようなことは聞いていなかったので。娘に A 病
院の退院のときに車の中で言われました。（B,p.4）
私には直接言わなかったけれども、うちの奥さんがいたときに半年と言わ
れたんですよ。ショックでしたよ。半年というのは、やっぱり肺にあって頭
にも転移しているということで、そういうあれですかね、診断がされるんで
すかね。（F,p.7）
2 年前の再発を言われた時は、気の持っていき方ができなかったんですよ。
まさに何かといえば、毎回毎回、死刑宣告を受けるような、病院に行って、結
果を公表される、レントゲンとか CT の結果を公表されるのが、死刑宣告され
ている ような感じで受けることもありました。(G,p.9)
がんというのは自分の響きの中で、イコール死じゃないんですけれども、
もう長生きできないぞみたいな、そういうことがありましたので、かなり家
内とも暗

くなりましたけどね。何か本当にゴールが見えて迫ってくるよう

な、死というものが迫ってくるような感じが。(I,p.8)
自分のお通夜とかお葬式を見ちゃうんですね。考えないように、考えない
ようにしているんですが、出てくるんですね。できるだけそれは気にしない
ように自分でも途中で目を開けて、ああ、だめだめと思って、また寝たりする
んですが、いっとき落ち込んだとき、ありましたね。(B,p.9)
（3）〈残された時間の算用と身辺整理〉
参加者は、迫ってくる死を見据え、自分に残された時間を想定して、やるべ
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きことを記した棺桶リストを作って少しずつおこなったり、これまでおこなっ
てきた社会活動を自ら意図的に制限したりしていた。一度制限した社会的活動
を再開することは困難で、インタビュー時点で再開した参加者はいなかった。
また遺された人々の迷惑にならないようにと、身辺整理を始めている参加者も
いた。
自分の残っている時間が、だいたい想定これぐらいだから、その間にやる
べきこととかいうのを棺桶リストを作って、少しずつ少しずつこなしている
(D,p12)
今はもう商工会議所だとか青年会議所とか、H 市でそういった会員に入った
りしていろいろ会長だとかをやったり、サッカーはサッカーでいろいろやっ
たりして、そういうものも一切今はやってない。(A,p.17)
私は結構、健康には自信がありまして、登山なんかも好きで山になんか登
ったんですよ。でもこれがきっかけで本当にもうできなくなったというか、
自分がやらなくなったんですよね。もうこの病気をしたということで、ちょ
っと力が抜けたというのかな。(F,p.6)
自分の周りのものを片付けて。もうほとんど衣類とかも全部片付けて。私、
着物が好きで着物とかああいったものをやっていたので、それも全部片付け
て。娘にあげたり、姉さんにあげたり。着物は一段落しました。少しずつやれ
るものはやっていかないと、後が困るだろうなと思ってね(B,p.10)
最近死ぬことは少し考えます、考えるようになりましたね。前は死ぬこと
自体を考えなかったですから。やっぱりがんになってからですよ。何となく、
やっぱりがんで死ぬ方もたくさんいらっしゃいますしね。具合が悪くてとい
うことになると、少し身辺整理はするかと、自分にとって大事なものでも後
の人はもうごみですから、後の人は何も分からないだろうなとか(J,p.14)
2）【新治療法への期待の中で生き抜く】
研究参加者は、現在使用している薬の効果への安堵といつまで効いてくれる
か不安に感じていた。そして、薬剤変更しながら治療が継続できることや次々
と開発される新薬に切実な期待を寄せていた。また医療者が治療法を次々と提
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案しあきらめないよう伴走してくれることに喜びを感じながら、やれることを
やりながら諦めずに前向きに生き抜こうとしていた。
（1）〈薬剤変更への切なる期待〉
参加者は、従来のプラチナ併用療法に加え、分子標的薬や分子標的薬の効果
がなくなった患者に対する薬剤、さらに免疫チェックポイント阻害剤と呼ばれ
る新しい薬剤など、次々と薬剤を変更しながらおこなわれる化学療法を経験し
た。そうした中で、今受けている薬剤が駄目でも次の治療薬で生き延びられる
と、切実な期待をかけていた。
(主治医)がまだ飲む薬はいくらでもありますからと言ってくれたのは、ま
だつい最近の話ですから、それでいろいろなそれこそ肺がんの薬を次から次
へとやって。(A,p.10)
本当にこのまま、ずっとそのままただ薬を、それこそ日進月歩ですから、ま
た効かなくなった、新しい薬が出ましたというこの繰り返しなのか、まあ、完
全にはなくならないんでしょうね、きっと。(J,p.12)
違う抗がん剤で効いていたんですけど、効かなくなってきたというころに、
ちょうど去年の 12 月ごろオプジーボが認可されて、5 分の 1 の確率だと言わ
れて、ああ、やばいなと思って、運がないかなと思ったら意外と効いてくれ
て、先生は首から下はもうばりばり効いているからと。(E,p.4)
今はそのタルセバが効かなくなった方のお薬があるんですってね。前はな
かったんだけど(笑)それがあるので、それが飲めるかどうか、検査のために
腫瘍を採ると。入院になるかも、今週中に。(B,p.3)
（2）〈武器をひとつ失う不安〉
今おこなっている化学療法の効果があることに安堵しながらも、この効果が
いつまで続くのか不安を感じていた。使用する薬剤ひとつひとつの効果期間の
総和が、自分が生きられる期間に相当すると考え、薬剤変更はひとつの武器を
なくすことだと捉えていた。
ステージ IV というのは、完治は難しいと、絶対無理とは書いてないですけ
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ど、書いてあると延命という話ですから。延命というとある薬を少しでも長
く飲めればと言われた。3 年は無理でも、普通は 1 年か 1 年半ぐらい飲んでい
ればいいかなと思ったのが 10 カ月…もう二度とタルセバというのが飲めない
となると、何かひとつ武器をなくしたみたいな、ひとつ手段を失ってしまっ
たみたいな気がするものですから、(A,p.8)
オプジーボは私が聞いたのでは 20％が奏功、よくなっていて、30％が変化
なし、50％が増大という話だったので、変化がなくてもいいかなという感じ
です。(C,p.7)
3 年ちょっとぐらい。3 年間ぐらいはタルセバが効いていましたからね。
(D, p.3)
（3）〈医療者が伴走してくれる喜び〉
使用していた化学療法の効果がなくなった際も、次々と別の薬剤や新しい薬
剤を検討し、患者にあきらめないよう働きかける主治医の言葉や、効果があっ
た際

は我がことのように喜んでくれ伴走してくれる医師の姿に励まされてい

た。
タルセバが効かなくなった場合は、約 60％は T790M 欠損というのはもう分
かっていて、でも生検をしなければならないよと、生検をしてだいたい 6 割
方の人はそれだと、それになればタグリッソという薬を飲みますのでそれを
やりましょうという。もし、効果がない場合はまたありますからということ
で、すぐ治療方法を言ってくれるので、ショックを引きずることはなかった
ですね。(A,p.9)
タルセバが効いたときは喜んでいましたよ、先生、本当に（笑）。効いた、
効いた、効いたと言って、先生も喜んでいましたけど、まさかこんなに効くと
は思わなかったんでしょうね。本当にね（笑）。(B,p.11)
言葉は、やっぱり明るい言葉というんですかね。
（医師が）もう大丈夫だな
とか、だいぶ小さくなったなとか、そういうことをやっぱり言われたときに
は、頑張ろうかなという気持ちになりますよね。(F,p.16)
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（4）〈諦めずに前向きに頑張る決意〉
研究参加者は、肺がんのⅣ期でたとえ完治は無理でもあきらめずにやれるこ
とをやって前向きに生き抜こうと決意していた。
F 氏は、あきらめないことをいつも頭に入れていると語った。
本当によくあきらめたらだめだという言葉をよく聞きますよね。スポーツ
でもそうだし、仕事でもそうだし、生活でもそうなんだけど、あきらめてい
たら絶対そこでもって終わっちゃうよという言葉をいつも頭に入れているん
ですよ。(F,p.17)
また A 氏は、根治、完治はできないと前置きしたうえで、完治するより治る
ように頑張るだけと、一見矛盾した語りで生き抜く決意を表明した。
僕の場合は、一応 IV 期だから根治は、完治というのはできないという、一
般的に言うとね。完治するより治るように頑張るだけです。(A,p.8)
いっぽう E 氏は、怯えて生きるのでなく、前向きにやれることをやって生き
抜く決意を語った。
いつまで生きられるか分からないけど、怯えて生きていてもしょうがない
から、なるべく前向きに、それは病気が病気だけにどうなるか分からないけ
ど、やれることをやって生きないと、何年生きようが、もう常に不安の中で生
きているんじゃ楽しくないから、そういう感じで自分は頑張りたいと思って
いるんです。(E,p.9)
3）【家族でさえも超えられない心の壁】
研究対象者は、家族の日々のさまざまなサポートに感謝しながらも、妻の罪
悪感を刺激しないように努めたり、家族の前では明るく振舞ったりしていた。
また家族に迷惑をかけられないと考えて最期は緩和ケア病棟への入院を検討し
たりして、家族でさえも超えられない心の壁を感じていた。
（1）〈家族の前で泣かない決意〉
G 氏は、参加した患者支援団体の家族会で、家族が自分が予想だにしない罪
悪感について語っていると知り、その後は家族の前では泣けないと思ったと語
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った。
妻が家族会の中では、食事とか家での環境が悪かったために配偶者をがん
にさせてしまったという、自分が悪いんだと思う気持ちになっていると聞い
た瞬間に、また家族会の人はみんなそういうふうに思っている人もいるよと
いう話を聞いた瞬間に、家族の前で泣けないなと思いましたね。(G,p.11)
H 氏や I 氏は、家族に隠すことはないと語るいっぽうで、家族を心配させな
いよう家族に伝える内容に配慮したり、努めて明るく振舞ったりしていた。
家内とはそうですね。別に隠すこともないし、今日何か痛いな、おかしいな
って言うと、余分な心配をするからと思ってそんなことは言いませんけど、
自分の中でひどくなっちゃったかななんて。ですから、努めて明るくじゃな
いですけど、そんな風に。(I,p.8)
（妻が、爪囲炎が）ちょっと辛いのかななんて思っているんじゃないかな
と思うけど、自分から辛いとかは言っていない。痛いだけしか言わないもの
で心配かけたくないから。(H,p.15)
（2）〈家族の人生を狂わせる怖さ〉
C 氏が、肺がんと診断されたとき最も嫌だったのは、自分のことよりも家族
の人生を狂わせるのではないかという恐れだったと語る。
肺がんと聞いたときはかなりショックで、落ち込んで毎日泣いていました。
主人が単身赴任だったのと子供が受験前だったということで、自分のことよ
りも家族の人生を狂わせるんじゃないかということが怖くて、それが一番嫌
でした。（C,p.1）
また B 氏と C 氏はともに、家族に迷惑かけられないので、最期は緩和ケア病
棟に入るつもりで準備している語った。
うちではもう迷惑かけられないので、最悪になったらもう緩和に入ると。
（B,p.16）
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とにかく(夫は)仕事が忙しいので 1 人でいることが多いので、在宅は難し
いだろうなと思っています。（C,p.16）
4）【就労継続の工夫と経済的不安】
参加者は、できるだけ今の社会生活を崩さないための努力をしていた。働き
ながらできる化学療法を選択したり、化学療法が継続できるように通院には半
日単位の年休や休日出勤してその代休を当てたり、仕事の内容を変更してもら
うなどの工夫をしていた。加えて、仕事を失った後の医療費に不安を感じてい
た。
（1）〈働きながらできる外来化学療法の選択〉
G 氏は、働きながら治療が受けられる外来化学療法を選択したことについて
語った。
入院するつもりもありませんでしたので、働きながら通院でできる、半日
で治療ができる薬を選んだんですけれども。(G,p.3)
また、外来化学療法を継続するために、通院には半日単位の年休や休日出勤
してその代休を当てていたことを語った I 氏の語りである。
1 日じゃなくて午前中とか半日とかの年休、それを駆使していって、もうそ
ろそろ底をついてきましたので休日に出勤しまして、その出勤した分を代休
という形で。(I,p.9)
さらに、職場に自分の病気を公表することで、協力が得られたことについて、
H 氏は次のように語った。
職場にも言ってあるもので、それでいろいろ援助してもらって協力しても
らっているんですよ。だから結構助けてもらって。現場に行くのも、まあ、そ
んなに多くなく。事務仕事だけで終われるようにしてもらっているものです
から。(H,p.12)
また、G 氏は、仕事の内容を変更して外来化学療法が継続できるよう工夫して
いた。
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仕事の内容がといいますか、外回りの仕事というのがほとんどなくなった。
ゼロということではないですけれども、なくなりましたし、今の上司にも、こ
ういう形で抗がん剤を打っていますと、また、がんの治療を受けていますと
いうことで、突発的な外出するような仕事というのは、私は担当することが
なくなった。そういう配慮はしてもらっています。（G,p.5）
（2）〈今後の医療費への不安〉
このまま病気が進行すれば、経済的な問題は回避できない。参加者は、その
ことで心を痛めていた。次の語りは、仕事を失った後の経済的な問題である。
仕事があるうちは、そのくらいの医療費だったら別に問題ないんだけど、
その後が定年を過ぎればどんと(給料が)下がりますので。(H,p.17)
もうだから仕事とかもそうね、治療費用のためにやっぱり働かないとだめ。
あとはもう年金ですよね、年金の。年金がなかったら本当に貯金を崩してや
っていかないと。(F,p.13)
5）【副作用に耐えながらの社会生活】
参加者は、プラチナ製剤による化学療法では、嘔気・嘔吐、食欲不振、末梢神
経症状、脱毛、骨髄抑制、全身倦怠感など、分子標的薬では、発疹、皮膚障害、
口内炎、下痢などのさまざまな副作用を経験していた。これらの副作用は、参
加者にとって「生きる望みを失うほどの苦痛」、あるいは「かつて経験したこと
のない体調の悪さ」であると同時に、周りから病気や病状を詮索される苦痛を
伴うものでもあった。
（1）〈経験したことのない体調の悪さ〉
発症当時（約 1 年半前）に入院して受けたプラチナ製剤による化学療法につ
いて、E 氏は生きる望みを失うほどだったと語る。
もう抗がん剤の治療とか、そういうのが辛くて、それで生きることに対し
てのあんまり望みみたいなものがなくなってきますよね、もうあまりつらく
て。(E,p.8)
分子標的薬内服後、現在はプラチナ製剤による化学療法を外来で受けている
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G 氏は、かつて経験したことのない体調の悪さだと語った。
吐き気と倦怠感。あと髪の毛ですね。髪の毛が抜けるということと、自分の
体が、やっぱり疲れやすい。ちょっと歩いてもすぐ座りたいとか横になりた
いということで、あと私はどちらかというと少し下痢気味だったんですが、
便秘になること、この辺で、自分の体がやっぱり今までの経験したことのな
い体調になっているなというのは実感しましたね。まったくコーヒーがおい
しくなかったり、水を飲んでも水が変に臭いような。(G,p.3)
いっぽうで、分子標的薬による副作用である皮膚症状や口内炎、下痢等に悩
まされている者もおり、その辛さを次のように語った。
（分子標的薬を）飲んで湿疹がすっごい出たので。私は体にぶつぶつがで
きたんです、全部。めいっぱいできちゃったので、顔はおかげさまでそんなで
もなかったんですけど、体全身、全部出まして。(C,p.6)
また、現在は下痢と食欲不振に悩まされている C 氏は次のように語った。
（分子標的薬を内服後）すぐ下痢が出たんですね。下痢の時点で体重が増
えなくなりまして、食べられなくなったのもありまして。今、どうしても下痢
をしているせいもあって、食べなきゃだめとは分かっているんですが、あま
り食べたくない。(C,p.7)
また H 氏は、爪囲炎に苦しんでいたが、副作用は化学療法の効果の験だと考
えて納得しようとしていた。
最初はかゆみが出てきて、途中そんなにも副作用はなかったんですけど、
最近というか、7 月ぐらいかな今年の、爪囲炎がひどくなっちゃって。足の指
が痛風の人みたいにめくれてきちゃって。じゅくじゅくして痛いんですよ。
それで、ぽんとぶつかるともううわーっ痛い。(H,p.6)
副作用が起きるということは効いているんだよと言うので、なので、それ
で納得しているんですけど、痛みだけは納得できないもので。(H,p.8)
このような H 氏の痛みは、爪周囲炎によるもので、納得していると言いなが
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ら、納得していない。また仕事の現場にいく回数も減らしていた。
(2)〈見栄えの悪さと詮索のきかっけとなる脱毛〉
化学療法による脱毛については、見栄えの悪さと職場で帽子をかぶることで
周りの者に詮索されることへの抵抗が語られた。
頭の毛が抜けちゃったのは、ちょっとショックだったね。まゆ毛は残った
んだけど、ここ（頭を指さして）がどさっと抜けてくれればいいんですけど。
中途半

端にここに残っているものでみっともないもので。(H,p.10)

病気は痛くもかゆくもないし、病気のつらさというのは一番、男のくせに
髪の毛なのかなという。職場の中でも座り仕事でやるときに、本当に身近に
一緒に仕事をしている仲間は知っていますので分かっていますけど、たまに
会う人というのは帽子をかぶっていますと、あれっという。帽子をかぶって
仕事をするような職場じゃないものですから、かぶっていると、自分の中で
そういうふうに見られているんだろうなって勝手な意識ですね。そこが気に
はなっていますけれども、もう周りの人も。そうすると、何かあったのかなっ
て、休みがち、あるいは最初の 1 カ月間は入院していましたので、入院して
いたんだな、この人入院していたんだな、何だろうってことで。(I,p.5)
6）【他者の苦悩の自己吸収への警戒】
肺がんのステージⅡB 期やⅢA 期の比較的ステージの軽い参加者の中には、
普通に生活が送れており支障がないことを強調するも者いた。加えて、患者と
交流することにより他者の苦悩を吸収しさらにストレスに曝されることを警戒
し、他の患者と交流する患者サロンへ参加することを避けた。
（1）〈支障のない普通の生活への満足〉
H 氏は、分子標的薬の副作用による爪周炎による痛みに苦しんでいたが、
「普
通の人」、「普通の生活」を強調し、加えて相談したところで治るわけでもない
と考えて、心理社会的支援を求めていなかった。
参加したことがないですね。というのは別に、ほら、今どうのこうのという
ことじゃないから、普通に生活できるもので別に、相談したって治るわけで
もないしと思っているものでだと思います。これ（爪周炎）さえなければ普通
５６

の人かなという感じ。(H,p.9)
B 氏は、今は何とか自分でやれるので間に合っていると、無害化し、心理社会
的支援を受けるためにわざわざ出かける体力と気力もないと語った。
何とか自分は頑張って自分でやれるので。だからそういったところに出て
きて患者さんの話を聞いたりとか、そういったのはわざわざ出てこなくても
と思っています。何とか今の状態で間に合ってと言ったらおかしいんですけ
ど(笑)、そこまで元気、体力と気力もないですね。(B,p.12)
（2）〈患者交流への不参加の選択〉
参加者の中には、自己の性格上、がん患者と交流することで他者の苦悩を吸
収し、却ってストレスになることを警戒し、今は何とかやっているので必要な
いと、患者との交流を避けている者もいた。
（患者同士で話すことで）余計にへこんじゃうのかなみたいな。励まされ
ることってあるのかなみたいな。自分の中で何でも吸収しちゃうタイプです
ね。吸収して吸収して、それで耐えきれなくなったら、おそらくだめになっち
ゃうタイプでしょうけど、案外ためこんじゃうというんですか。消化しきれ
ればいいんですけど、消化しきれなければストレスという形で、何か出てく
るんでしょうけど、まだ何とかやっていますので。(I,p.10)
そうだな、何が苦手、そうですね、まあ、話はたぶん同じ病気だからこうで
きるんでしょうけど、何かお互いに患者さん同士を、がんの患者さん同士を
見ているというのが何かつらいところがありましてね。それで私が考えるに、
私はステージⅣだった。あの人はどのぐらいなんだろうなとか、中には軽い
人もいるだろうし、重い人もいるでしょう。そういうところを見ているとい
うのがやっぱりちょっとつらい。(F,p.14)
7）【一体感による自己吐露と不安払拭】
肺がんのⅣ期という突然の診断や再発・転移という厳しい状況を告知された
参加者の多くは、それを契機に、患者同士の交流に期待し積極的に参加してい
た。そして、交流する中で、生き直そうとする体験に基づく情報交換や他者の
役に立てる喜び、本音で語り合える一体感の中で自己を吐露することで不安を
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払拭していた。
（1）〈患者との交流参加への期待〉
研究参加者の中には、がんのことを気にしないで話せる場所、あるいは再発
や転移の告知に精神的に追い込まれ、他のがん患者はどうしているのだろうと
患者同士の交流を求めて、がん患者サロンやがん患者支援団体に積極的に参加
した者もいた。
C 氏は、健常者の中ではどうしても気を遣うことから、がんであることを気
にせず話せる場所を求めていたと語る。
がんのことを気にせず話せる場所が欲しかったんですね。普段生活してい
る中で、例えば、習い事とかに出ても元気な人たちと一緒に運動とかしてい
ても、会

話とかに出てくる健康に関する言葉とか、がんなんだってみたい

な話とかが出てくると、私もなんだけどと言ったらみんなひっくり返るだろ
うなとか思って、なかなか本当のことが言えないというか。(C,p.7)
G 氏は、病院内に相談支援センターがあることは知っていたが、ステージⅠA
で手術を受け、順調に経過していたことから、そこを利用するつもりはなかっ
たという。しかし、再発を告知されたことで精神的に追い込まれ、これからの
治療法や職場、家族との付き合い方、そして自己の精神状態をどう平静に保つ
か、他の患者の経験を知りたいと考えてがん患者支援団体に参加したという。
相談コーナーがあるというのは知っていたんですね。それまでは全然、利
用するつもりはなかったんですけれども、いざ自分がそういう状態になって、
やっぱり日常で精神状態がかなり不安だったんでしょうね。誰にも怒りっぽ
くなりましたし、そういうメンタルをどうしたらいいのか、またはそういう
ことが相談できるコーナーというのはありますかと聞いたのがきっかけです。
(G,p.10)
がんで再発して、これから抗がん剤を飲んで治療しなければいけないこと
を、どこまで告知したらいいのか、職場とか得意先。それと自分のメンタルを
やっぱりどういうふうに維持していったらいいのか、あと家族との付き合い
をどうしたらいいのか。ここを非常にやっぱり悩みましたね。(G,p.6)
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（2）〈本音で語り合える一体感〉
がん患者同士の交流に参加することで、本音で語り合える一体感のなかで不
安を払拭できていた。そして、がんでない人々との距離感や本当の意味で分か
ってもらえない感覚について語った。この本音で語り合える一体感が、がん患
者支援団体に継続的に参加している要因であった。
一番やっぱり得たのは、まず不安が払拭できた。がんの部位は違うにして
も、またがんの治療も違うにしても、それからステージも違う、症状も違うに
しても、一応がんの患者だということでの、みんなまず一体感がある中で、や
っぱりがん患者でない人にいくら心配してもらっても、本音の部分での会話
とか、本当の最後の部分は分かってもらってないなというのは、どこかで思
ってしまうところというのはある中で、皆さんとやっぱりいろいろな意見を
共有できる。(G,p.7)
D 氏は、社会からの断絶という言葉を用い、患者が本音で語り合える場の必要
性について語った。
（がん患者は）ある意味社会から断絶していくわけですから、それをカバ
ーするのは患者会みたいなそういうところじゃないかなと思いますけどね。
(D,p.12)
（3）〈生き直そうとする患者の経験に根ざした情報交換〉
心理社会的支援を求めた参加者は、リアリティのある他患者の経験そのもの、
加えてがんに罹患しても積極的に生きようと努力している患者から情報を得た
いと考え参加していた。そうした参加者は「生き直す」という特徴的な言葉を
用いた。
D 氏は、生の治療経験やリアルな患者の声、そして努力している人々話を聞き
たいと参加していた。
やっぱり患者の生の治療経験を聞かないと、なかなか分からないじゃない
ですか。やっぱり皆さん患者それぞれに努力されているから、そういう人の
お話を聞くのは非常に有益ですね。(D,p.6)
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リアルな患者の声が聞ける。なった人でないと絶対分からないじゃないで
すか。こういう話をしたときにそれがどれだけ大変なことかとか、そういう
のが分からないから、分かる人同士で話すために 来るんだと思いますよ。
(D,p.11)
いっぽう、A 氏は妻の協力を得ながら厳しい食事療法を実践していたが、その
ように努力する患者を生きなおそうとする人と称して、次のように語った。
生き直そうとする人だったら勉強してそれなりに。何でもいいよと言って、
毎日焼き肉を食うことはないでしょうからね。毎日酒を飲んで、そうじゃな
い。ある程度バランスのいい食事とかなるべく野菜を食べる。(A,p.11)
（4）〈経験の披露と他者の役に立てる喜び〉
がん患者同士の交流を求めた参加者は、他者の経験を聞くだけでなく、自己
の経験や実践していることを披露し意見交換できることや、そのことで他の参
加者の役に立てることに喜びを感じていた。
僕のやっていることが絶対とは言えないですけどね。絶対とは言えないで
すけれども、僕はこうやっていますというときに、どれだけの人が感銘して
くれるか。A さん、そのアドバイスは当たり前だよ、そんなことは僕らもやっ
ていますよと言うのか、いや、そんなことをやっているの意味ないよとか言
われるのが、そこは明日が楽しみだ。(A,p.12)
その人は逆に俺を見て励みに。がん患者でステージ 4 なのにまだ生きてい
るし、空手をやっているし。軽くトレーニングもやっているから。自分がそう
やって頑張っているのを見て希望を持っているみたいだから。(E,p.14)
たぶん他の人にも役に立っているという、そういう位置付けが患者を集め
るんだと思いますよ。(D,p.12)
こうして、自分の経験を人前で語ることで、人の役に立っているという意識
を高めていたのである。
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第Ⅴ章
1.

考察

外来化学療法中の壮年期肺がん患者の心理社会的支援を求める特徴
本研究は、外来化学療法中の壮年期にある非小細胞肺がん患者の診断から現

在までの治療過程における、心理社会的支援を求める諸相について明確化した。
初診時に、すでに病気は重症化し、脳転移している参加者が 5 名だった。治
療状況は、再々発治療が 8 名、再発治療が 2 名で、治療状況的には深刻な状況
にあると考えられる。重症度が進んだ肺がんであることへ心理的な衝撃を受け
るとともに、迫ってくる死へ脅威を感じていた。こうした状況にあって、近年、
肺がんの治療法が目覚しい発展を遂げ、次々に新しい治療薬が開発されている
ことに大きな期待を寄せていた。しかしそのいっぽうで、果たして治療薬の効
果があるのか、またいつまでその効果が持続するのか不安を抱いていた。一般
に、がんと告げられると、もう人生が終わってしまったように、悲観的に考え
る傾向があるとされてきた（委羽，1993）。しかし本研究の参加者は、化学療法
を継続的に受けて療養するとき、生命の終焉を意識しながらも、
「あきらめない」
「完治するより治るように頑張るだけ」と生き抜こうとする姿勢をみせた。
そんな状況の中で、心理社会的支援を求めるかどうかは、
【患者同士の交流へ
の期待か不参加の選択】によって、
〈一体感による自己吐露と不安払拭〉と、
〈他
者の苦悩の自己吸収への警戒〉に分かれた。つまり、ある者は普通であること、
がんによる生活への支障が少ないことを強調し、がん患者との交流に警戒を示
していた。またある者は、がんのことを気にせず語れる場を求め、他の患者の
リアルな経験や生き直そうと努力している姿から学ぼうと、がん患者と交流す
ることを求めていた。そして、本音で語り合える一体感の中で自己吐露し、不
安を払拭できること、自分の経験が役立つことに喜びを感じていた。
また、心理社会的支援を求めるタイミングは、突然のⅣ期という診断や再発
を告知されるなど、病期が進み深刻な状態にあることを知らされ、心理的に激
しく動揺した時であると考えられた。加えて、そのような深刻な状況において
は、がんであることを気にせず心置きなく話せる同病者との交流や専門家の介
入が求められると考えられる。
以下に、肺がんという病気を生き抜く姿勢、心理社会的支援を求める諸相、
他のがん患者と交流することへ抵抗感をもつ人の傾向、就労の意義について検
討し、看護への示唆を述べることとする。
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1）迫りくる死の脅威を感じながらも新治療に期待し生き抜く患者を支える
外来化学療法中の壮年期にある非小細胞肺がん患者の治療過程において核と
なっていたのは、迫りくる死への脅威を感じながらも新治療に期待し生き抜く
姿であった。
肺がんは、2013(平成 25)年の本邦におけるがん死亡男女総計の死因第 1 位で
あり、肺がん患者の 5 年相対生存率は 29.7％と低い。さらに臨床進行度別 5 年
相対生存率をみると、進展した「遠隔」の生存率は、全がん 11.8％に対し肺が
んは 3.7％と一層厳しい状況にある（がん研究振興財団,2014）。
本研究参加者 10 名のうち 7 名は遠隔転移のあるステージⅣであり、彼らは本
人の予想よりはるかに短い余命宣告に衝撃を受け、迫りくる死の脅威の中にあ
った。B 氏の「自分のお通夜とかお葬式の夢を見ちゃうんですね。考えないよう
に、考えないようにしているんですが、出てくるんですね。できるだけそれは
気にしないように自分でも途中で目を開けて、ああ、だめだめと思ってまた寝
たりするんですが…」という語りは、彼らの切羽詰まった状況を端的に示して
いると思われる。
船橋ら（2011）は、外来化学療法を継続する進行肺がん患者の抱える問題に
ついて、【抗がん剤の有害事象の症状による苦痛】【身体症状の悪化による日
常生活への支障】【化学療法の不確かさによる不安】【がんの進行に伴う不安】
【人生の終焉のありようへの不安】【外来で化学療法を継続する難しさ】【社
会的役割を果たす難しさ】を明らかにした。化学療法を受けることで身体的苦
痛を経験し、不確かな治療を継続する不安、死への脅威を抱いて療養生活を送
っていることがわかる。また、鳴井ら（2004）は、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の特徴に、1)有限の生と向き合いながら治療を受け、
日常生活を送っている、2)不確かな命の綱である治療に立ち向かっている、3)
他者との関係が変化し、患者の求める心の支えが得られにくくなっていること
を報告している。不確かな状況におかれた肺がん患者は、治療に立ち向かうと
いう姿勢を示している。しかし、他者との関係が変化していくことで、自分の
内面を打ち明けることが難しいと述べている。これらの先行研究は、治療を継
続していく上での不安や死への恐怖を表出できるような精神的サポートの必要
性を指摘している。
本研究の参加者の場合、〈薬剤変更への切なる期待〉をもち、〈諦めずに前向
きに頑張る決意〉を表明していた。死を意識し、切羽詰まった状況のなかで、
治療への期待と今できることをやって生き抜く姿勢を示したのである。
近年、肺がん、特に非扁平上皮がんの化学療法の進歩は目覚ましいものがあ
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る。従来のプラチナ製剤と第三世代の抗がん剤に加え、遺伝子検査を踏まえた
分子標的薬による治療、その分子標的薬の効果がなくなった患者のうち T790M
遺伝子変異のある患者に対する薬剤、さらに免疫チェックポイント阻害薬の開
発などから、参加者は治療への大きな期待を寄せているのである。この期待感
は、
「医療は日進月歩ですから、また効かなくなったら新しい薬が出ましたとい
うこの繰り返しなのかな」という語りに現れている。またある参加者は、腫瘍
マーカーの上昇傾向が見られた時には、既に次の治療法を主治医と相談してい
た。そして新薬の治療を受けるためには、従来の標準化学療法を全部経験して
いないと基準に合わないと知り、自己の体力のあるうちに副作用が強いと言わ
れるプラチナ製剤を受けるといった先を見越した戦略を練っていた。そして、
「ステージⅣだから一般的には、根治、完治は難しい。しかし、完治するより
治るように頑張るだけです」や、
「あきらめたらだめだという言葉をよく聞きま
すよね。スポーツでもそうだし、仕事でもそうだし、生活でもそうなんだけど、
あきらめていたら絶対そこでもって終わっちゃうよという言葉をいつも頭に入
れているんです」と、生き抜く決意を表明していた。加えて、使用していた化
学療法の効果がなくなった際も、次々と別の薬剤や新しい薬剤を検討し、患者
に諦めないよう働きかける主治医の言葉や、効果があった際は我がことのよう
に喜んでくれる医療者が伴走してくれることに励まされていた。
したがって、われわれ医療者は、先ずは、外来化学療法を受ける肺がん患者
との日々の関わりにおいて、迫りくる死への脅威を感じながらも新治療に期待
し生き抜こうとしている彼らの思いや姿を理解し支えていくことが重要である。
加えて、本研究で明らかになったように、突然のⅣ期という診断や再発を告知
されるなど、病期が進み深刻な状態にあることを知らされた際には、タイミン
グを外さず、意図的に言葉がけをおこなって彼らの思いに耳を傾け、支援して
いく必要がある。
2）個々の患者の心理社会的支援の希求を見極め支援する
外来化学療法中の壮年期にある非小細胞肺がん患者の心理社会的支援の求め
方は、がん患者同士の交流へ期待しているか、あるいは交流への不参加を選択
するかどうかによって異なっていた。
初診時に肺がんⅣ期であることや再発・転移を伝えられたことを契機に、が
ん患者同士の交流に期待し、交流を継続的におこなうことで【一体感による自
己吐露と不安払拭】している者がいた。いっぽう、普通であること、がんによ
る生活への支障が少ないことを強調し、
【他者の苦悩を自己吸収することへの警
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戒】から交流参加を選択しない者もいた。
（1）患者同士の交流・一体感を求め「自己吐露と不安払拭」する患者への支援
患者同士の交流・一体感を積極的に求め「自己吐露と不安払拭」する患者は、
自分のがん罹患に伴う経験を積極的に話し、互いの経験に根ざしたリアルな情
報交換や思いを語り合うことで、一体感を感じ生き直そうとしていた。加えて、
自己の経験を披露することで、他の参加者の役に立てる喜びも感じていた。
がん患者が集い、語り合うサポートグループについては、多くの研究で情緒
的 側 面 の 改 善 や QOL 向 上 な ど の 効 果 が 報 告 さ れ て お り （ Classen,2001,
Gottlieb,2007.

Fukui,2000,Hosaka,2001, 川 名 ,2004. 吉 田 ,2004.

Goodwin,2011.Kissane,2007.）、本研究で明らかになった本音で語り合うことに
よる一体感や積極的に生きようとする姿勢、他者の役に立てる喜び等は、類似
した結果である。
ところで、Spiegel ら(2000/2003)は、サポートグループの目的として、1）メ
ンバー間の絆作り、2）感情の表出、3）死や死のプロセスの「解毒」、4）人生
の優先順位のつけ直し、5）友人と家族のサポートの増強、6）医師-患者関係の
向上、7）対処スキルの向上を挙げている。ここで重要なことは、メンバー間の
絆作りが筆頭に挙げられていることである。メンバー間の絆、つまり、何でも
安心して本音で語り合えることにより、参加者の一体感が醸成され、自己の感
情を率直に表出でき、普段はなかなか口にできない死に対する不安も語ること
ができるのである。なお、本研究の協力施設であるがん患者支援団体では、肺
がん、消化器がん、乳がん等の疾患別グループや再発・転移を経験した参加者
のみのグループを 2 週間に 1 回運営し、この参加者間の一体感、グループの凝
集性を高めるための仕組みづくりをしていた。
わが国においては、2007 年に「がん対策基本法」が施行され、同年 6 月に「が
ん対策推進基本計画」が策定された。それに伴う「がん診療連携拠点病院の整
備に関する指針」の中で、
「がん患者及びその家族が心の悩みや体験等を語り合
うための場を設けることが望ましい」との推奨がなされ、多くの拠点病院で患
者サロンが開設されるようになった。そして、2014 年に新しい「がん診療連携
拠点病院等の整備に関する指針」が通知され、
「がん相談支援センター」におい
て、
「医療関係者と患者会などが共同で運営するサポートグループ活動や、患者
サロンの定期開催等の患者活動に対する支援」が指定要件のひとつとして明確
に示された。
これまでも、がん患者や家族が心の悩みや体験などを語り合う場として、
「患
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者サロン」が運営され、多くの実践報告がされている（上田,2013,伊藤,2016）。
また光行ら（2013）は、全国のがん拠点病院を対象にがん患者サロンの活動状
況について調査し、がん患者サロンを実施している施設は 88.9％で、開催頻度
は月 1 回 2 時間が多かったと報告している。さらに伊藤ら（2013）は、その運
営面について調査し、1 回のサロンに参加する病院職員は 1～3 名が 62.9％で、
職種は看護師 67.8％、MSW57.2％であったが、職員が参加しない場合もあること
や、病院職員以外のスタッフがサロンに関わる施設は 41.4％、そのうち 73.0％
はがん体験者であったと報告している。藤本（2014）は、がん患者サロンは、参
加できる病院職員や予算等の安定した運営基盤を必要とし、がん体験者がサロ
ンの運営に関わる場合、過負担を防ぐ医療者側の配慮を要すると述べている。
加 え て 、 患 者 の ボ ラ ン テ ィ 精 神 に 依 存 す る が ん 患 者 支 援 対 策 へ の 異 論 （寺
田,2013）やサロンのアクティビティが患者のアクティビティに依存してしまう
ことへの懸念（池田,2009）も出されている。
このように月 1 回 2 時間、がん体験者が主体となったサロン運営においては、
効果的な心理社会的支援には限界があると考える。それは、上述したメンバー
間の絆、何でも安心して本音で語り合える一体感を醸成することは非常に困難
であり、安心して語れる環境を整え、参加者の心的外傷に配慮した運営が求め
られるからである。特にがん患者サロンのように、がんの部位や病期、年齢層
などの多様性に富んだ患者が参加する場合、グループの運営は一層難しくなる。
また、参加者同士が初めて参加する患者と常連の患者との関係性も複雑で、時
として高度な介入が求められることもある。さらにがん患者支援団体に継続的
に参加している G 氏が、「がん患者でない人には本音の部分、本当の最後の部
分で分かってもらえないことがあるが、ここでは部位や進行度は異なっても同
じがん患者という一体感がある。いっぽうで、ここで自分の気持ちを全て出す
かどうかは使い分けており、他人に触れられたくない領域は互いに守っている」
と語るように、グループの運営においては、参加者個々のこれまでの心身の経
過や変化を十分に把握するとともに、参加者間のグループダイナミクスにも十
分注意しながら運営することが求められるのである。
加えて、近年、がん体験者が自らの闘病体験を活かした支援がピアサポート
(Peer Support)と呼ばれ注目されている（大野,2014）。サポートグループも、当
に体験者同士の交流、支え合いに基づく支援であるが、サポートグループにお
ける参加者の立場は、一参加者として皆平等である。いっぽう、がん体験者が
主体となってがんサロンを運営する場合、高島（2009）が指摘するように、
「相
談する側－される側」の分断した関係となり、ピアサポートとしての本質的機
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能を阻害する危険性を孕んでいると考える。
森ら（2009）は、専門家によるがん患者のサポートグループや教育プログラ
ムは、その必要性と有効性は理解されながらも実施率は極めて低いことを指摘
し、その理由として専門スタッフ又はトレーニングを受けたスタッフがいない
ことを挙げている。米国においては、2008 年に米国医学研究所(Institute of
Medicine; IOM)が、がん患者が抱える心理社会的ニードとして、病気、治療、
健康教育、サービスに関する情報、病気と治療に伴う情緒的問題への対処、就
労、就学、家庭生活上の弊害の管理など 7 領域を挙げ、「全てのがん治療は、
適切な心理社会的な支援を含むべきである」との声明を出している。その結果、
病院での心理社会的支援が困難な場合は、NPO のがん患者支援団体とパートナ
ーシップを組みアウトソーシングする方法もとられている（Thiboldeaux,2015）。
本邦においても、今後、専門家によるがん患者のサポートグループや教育プロ
グラム実施拡大のためのスタッフの育成に力を注ぐことに加え、心理社会的支
援の専門家を有するがん患者支援団体とのパートナーシップ、アウトソーシン
グも検討する必要があると考える。
ところで、いったいなぜ肺がん患者はサポートグループへの参加を求めるの
だろうか。Thiboldeaux ら(2007/2013)は、がん患者の最も深刻な心理社会的ス
トレス要因は、望まぬ孤独であると述べている。正に、健常者との会話で常に
がん患者であることを気にしなければならない孤独、がん患者でない人にいく
ら心配してもらっても本音の部分で分かってもらえない孤独、さらに社会と断
絶している孤独が、彼らをサポートグループに引き寄せると考えられる。換言
すると、一般社会におけるがん患者への理解がまだ不十分であると考えられ、
周囲の人々のがん患者に対する理解を深めるための教育、指導が必要であろう。
（2）患者同士の交流への不参加を選択する患者への支援
外来化学療法を受け続けるなかで、とくに療養生活に支障がないと思ってい
る患者は、現在の生活を「普通」と意味づけた。むしろ、今のままで十分と考
え、他のがん患者と交流すれば他者の苦悩を吸収し、さらにストレスに曝され
る危険があることを警戒し、敢えて他の患者との交流をもたないようにしてい
る者がいた。
F 氏と H 氏は、
「そのうち(心理社会的支援を)求めるかも知れませんが、今は
大丈夫、今どうこうじゃなく普通に生活できるので…」と語っていた。がん患
者 の 「 普 通 の 生 活 」 と い う 言 葉 に 込 め ら れ た 思 い に は 深 い も の が あ る （奥
原,2002）。つまり、死の脅威の中にある者にとって、食事ができること、歩け
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ること、仕事ができることなど日常性を確保できることの意義は大きく、その
日常性を保てるように支援することは重要である。岸本（1999）は、
「がん患者
は、日常的意識の平凡な世界に安住するわれわれとは異なった仕方で世界を体
験している」と述べており、がん患者への支援の際に、
「普通の生活が当たり前
にできること」への思いに着目することは非常に重要と考える。また彼らが「そ
のうち(心理社会的支援を)求めるかも知れませんが」と前置きしていることに
も注目したい。それは、今普通に生活できているうちは良いが、生活への支障
が出れば心理社会的支援を求める可能性があるということであろう。したがっ
て、彼らのがんを抱えながら療養生活を送る支障の程度を注意深く査定し、特
にステージⅣへ移行した場合には、タイミングを外さずに心理社会的支援の必
要性について尋ね、彼らの不安や思いに十分耳を傾けていく必要がある。加え
て、本人の意思を慎重に確認した上で、がん相談支援センターの窓口や看護専
門外来など、ゆっくり自己の思いを語れ専門家と相談できる場所を紹介するこ
とが求められる。
ところで、がん患者の心理社会的問題の相談に関するこれまでの研究では、
がん患者の多くは自己の抱える心理社会的問題について、家族、医療従事者、
患者仲間、友人・知人へ相談し軽減を図っている。しかし、がん患者の 2 割～3
割は、誰にも相談したくなかった、あるいは相談したことはないと回答してい
る（山口ら,2004.NPO 法人支えあう会「α」2013.松下,2010）。精神的苦痛を感
じているがん患者が援助を求めない理由として、①自分でどうにかしたい(46%)、
②既に他で援助を受けている(24%)、③援助が必要なほど精神的苦痛は深刻でな
い(23%)と考えていることが報告されている（Clover,2015)。また、肺がん患者
で悩みのある人の 45％しか精神保健サービスを利用せず、利用しなかった障壁
（バリア）は、①助けは必要ない（75％）、②自主的に悩みを管理したい（58％）、
②サービスに関する知識不足（19％）であるという（Mosher,2014）。さらに、
Borasio（2014/2015）は、心理社会的支援を受け入れない根底には、自分自身の
自律性が失われること、他人の助けに頼らなければならないことから来る恥の
感情、主導権が失われることなどに対する不安があると指摘している。本研究
の参加者では、「自分の中で何でも吸収しちゃうタイプで、吸収して吸収して、
それで耐え切れなくなったらおそらく駄目になっちゃうタイプなんです。おそ
らく自分のことは忘れて同情して余計へこんじゃう」と、共感疲労を受けるこ
とへ不安を語る者もいた。
以上より、心理社会的支援を求めない患者が、どのような理由で求めないの
か、その理由を理解すること、「普通の生活への思い」を把握し、「自分でどう
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にかしたい」
「自主的に悩みを管理したい」という彼らの自律性を尊重した関わ
りが必要だと考える。加えて、肺がん患者の 24％が高不安、うつ状態にあり、
うつ状態の患者の 57％は助けが必要だと自覚していなかった（Mosher,2014）
との報告もある。本研究においては、２名（C 氏と E 氏）の研究参加者が睡眠薬
や安定剤の処方を求めて心療内科を受診したり、緩和ケアチームに所属する精
神科医と関わりをもったりしていた。したがって、患者の心療内科や精神科の
受診歴にも注意を払う必要がある。さらに、がん患者の中でも、精神的健康度
が高く、心理状態も安定している患者たちは、ニーズの自覚も高く、患者会の
ような社会的資源を積極的に利用しているが、精神的健康度が低く、不安や抑
うつの程度が高い患者たちは、ニーズを表明する力が弱く心理社会的サポート
をしていくうえで、見過ごされてしまう恐れがある(中村,2007)との指摘もある
ことから、患者の心理状態を注意深く見守るとともに、適切に判別するスケー
ルの開発が必要だと考える。
3）就労しながら外来化学療法を受ける壮年期肺がん患者の支援
本研究参加者 10 名中 5 名は、現在も就労中（会社員 4 名、自営業 1 名）し
ながら、外来化学療法を受けていた。参加者は、外来化学療法を受けるにあた
って、できるだけ今の社会生活を崩さないための努力をし、
〈働きながらできる
化学療法を選択〉していた。そして、上司をはじめ職場の同僚にがんで治療中
であることを伝え、配置転換や外回りの量を減らしてもらうなどの協力を得て
いた。また半日年休を利用したり休日出勤を振り替えたりするなどの工夫をし
ていた。そのいっぽうで化学療法による〈経験したことのない体調の悪さ〉の
中で就労していることも明らかになった。
がん患者の就労等に関する調査（桜井,2008. 東京都福祉保健局,2014.）では、
75～80%の人が「仕事を続けたい」と回答し、同僚や上司の理解や協力を得な
が ら （ Spelten,2002. 桜 井 ,2008. CRS プ ロ ジ ェ ク ト ,2011. 東京 都 福 祉 保 健
局,2014. 松田,2015）就労を継続していることが明らかになっている。やはり上
司や同僚の理解と協力は、壮年期肺がん患者が化学療法を続けながら就労を継
続するうえで欠かせないものと考えられる。また、がん患者の治療と就労の両
立に関する調査（高橋,2012）においては、がん患者が直面する就労上の困難と
して、会社や職場が症状に対して理解がないこと、治療計画や復職後の体調変
化の説明を求める等が挙げられている。佐藤ら（2013）は、仕事について看護
師に相談している人ほど、職場で「日常生活上の注意点」を多くの人に公表し、
ワークモチベーションも高かったと報告している。したがって、看護師は患者
６８

自身が治療計画と病状を理解し、職場で配慮して欲しいことを明確に上司や同
僚に伝えられるよう援助することが重要であると考える。
また本研究において、
〈今後の医療費への不安〉が語られた。高橋（2012）の
調査では、回答者の約 4 分の 1 が罹患後に退職し、約半数の個人所得が減少を
したことが明らかになっており、本人が直面する就労上の困難でも経済的困難
を筆頭に挙げている。さらにがん患者の就労と家計に関する研究（CRS プロジ
ェクト,2011）でも、平均年齢 55 歳の研究対象者の 53％に生活上(家族・家計)
への悪影響があり、その内の 58％が生活を切り詰めるなど経済的な問題に直面
していたと報告している。
相良（2003）は「患者たちは医療費のサポートについて医療者から提案され
ることを歓迎している」と述べ、山下（2016）は、経済的問題はデリケートな
問題であるが、看護師は経済的支援について情報提供する用意があることを伝
える必要があると指摘している。外来化学療法中の患者が経済的不安を抱いて
いないか、関わりの中で慎重に査定するとともに、経済的問題についても率直
に訴えられる環境づくりが重要であると考える。
3.

看護への示唆

1）がん患者の変化を捉えて“つながる”“つなげる”看護
本研究の参加者は、突然の肺がん、ステージⅣという診断、あるいは再発・
転移の告知に衝撃を受け、迫りくる死への脅威を感じながらも、新治療に期待
し生き抜こうとしていた。孤独を感じ、患者同士の交流・一体感を求めて生き
直そうとする参加者もいれば、現在の生活を「普通」と意味づけ、他のがん患
者と交流することにより他者の苦悩を吸収し、ストレスに曝される危険がある
ことを警戒し、敢えて他の患者との交流に参加しないことを選択している参加
者もいた。
このように、死を意識せざるを得ない状況下でどう対処するか、個々さまざ
まである。したがって、われわれ看護師は、それぞれの患者がどのような経過
を経て現在に至ったのか、現在の心身の苦痛や苦悩はどの程度か、さらに今後
どうしたいと考えているかを理解し、患者の意向に添った援助をおこなう必要
がある。特に、今回の研究結果からは、突然のステージⅣの診断や再発・転移
といった切羽詰った状況に立たされた時を見逃さないことが重要であると考え
られる。加えて、上述したように、現在は心理社会的支援を求めていなかった
参加者も、「そのうち(心理社会的支援を)求めるかも知れませんが」と前置きし
ており、ステージⅣへの移行があった場合には、注意深く見守っていく必要が
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ある。そのためには、先ず患者の経験や思いに真摯に耳を傾ける必要があろう。
Kleinman(1988/1996)は、慢性の病いをもつ患者をケアするためのひとつの方
法として微小民族誌を紹介している。民族誌とは、人類学者が、自分のものと
は異なるある社会の構成員の生活と世界とを記述したものであるが、微小民族
誌を行なう目的は、医療者が、患者の病いの生きられた経験の中に自分自身を
置くことであり、患者が病いを理解し、知覚し、感じるようなやりかたで、で
きる限りその経験を理解しようとすることである(p.310)と述べている。また野
口(2002)は、新たな専門家の姿勢として｢無知の姿勢｣を紹介している。それは、
「セラピストの旺盛で純粋な好奇心がそのふるまいから伝わってくるような態
度ないしスタンス」のことであり、
「話されたことについてもっと深く知りたい
という欲求」をあらわすもので、つねにクライエントに「教えてもらう」立場
のことであるという。そして、何に無知なのかといえば、
「クライエントの生き
る世界」についてである(p.96)と述べている。
しかしながら、小松（2017）は、「残念なことに、医療者はがんサバイバーが
今を生き抜く切実な経験(声)に耳を傾ける機会を見逃してしまっている」と指
摘する。そして、がん医療に携わる看護師は、がん患者の自己、生活、可能性に
注目しながら、がんと共に生きる患者を導く役割を果たすことが重要であり、
そのためには患者に対し門戸を開き、受け止め、気にかけていることを態度で
示し“つながる”ことが必要であると述べている。患者の最も身近な存在であ
ると自負する看護職こそ、がん患者が経験する世界の本当の理解者となるべく、
彼らの変化を敏感に捉えて言葉をかけ、
“ つながる”ことが必要であると考える。
いっぽう、本研究参加者の一部は、「がん患者でない人にいくら心配しても
らっても本音の部分で分かってもらえない」と感じ、〈生き直そうとする患者
の経験に根ざした情報交換〉や〈がん患者同士の交流への希求と一体感〉を求
めていた。このことから、看護師がどんなに努力しても当事者でなければ分か
り合えない部分があると考えられる。したがって、本研究で明らかにしたよう
に、その患者ががん患者との交流を求めているのかどうか慎重に判断し、がん
患者サロンや患者会、がん患者支援団体など、がん患者同士が交流できる場の
情報提供を行うことが求められる。
2）QOL 向上に向けて患者の意思決定を支える看護
本研究の参加者は、自分でいろいろ調べ、通院している病院では主流でない
副作用の少ない薬剤を主治医に依頼して、入院治療ではなく〈働きながらでき
る外来化学療法〉を選択していた。さらに、腫瘍マーカーの上昇傾向が見られ
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たときには、次の治療法について主治医と相談し、新薬の治療を受けるために
は従来の標準化学療法を全部経験していないと基準に合わないと知り、体力の
あるうちに副作用が強いと言われているプラチナ製剤による化学療法を受ける
という先を見越した備えをしていた。そして、使用していた化学療法の効果が
なくなった際に、さまざまな薬剤を検討し、患者にあきらめないよう働きかけ
る主治医の言葉や、効果があったときに我がことのように喜んでくれる〈医療
者の言葉に励まされていた〉。
Temel ら（2010）の非小細胞肺がん患者の緩和ケアにおける介入研究で、化
学療法と治療開始早期から緩和ケアチームが関わる「緩和ケア統合群」と、化
学療法を受ける「標準治療群」にランダム割り付けした結果、診断時から専門
的な緩和ケアを治療と並行して提供することで QOL が改善し、予後をも改善
する可能性が示唆された。その介入内容は、関係性の構築（その人自身の理解）、
病状の理解を促進する、がん治療に関する意思決定と生活支援、終末期医療に
関 す る 計 画 、 家 族 へ の ケ ア 、 症 状 マ ネ ジ メ ン ト （ 非 薬 物 療 法 を 含 む ） など
（Yoong,2013）であった。Temel ら（2010）は、QOL の低下とうつ症状が、進
行非小細胞肺がん患者の生存期間と関係していると報告しており、今回の生存
期間延長の理由はそれらが改善していたこと、緩和ケアを治療と並行して提供
した群で意思決定がおこなわれ死亡直前の抗がん剤投与が少なかったこと、早
期のホスピスプログラムに参加することで症状の緩和、疾患への理解が得られ
たこと、ホスピスの入所期間が長かったことが考えられると述べている。つま
り、患者・医療者間の関係構築による肺がん患者の QOL 向上、うつ症状の改
善、患者の疾患や治療に関する理解度を高めること、およびがん治療に関する
意思決定を支援することの重要性が明らかになったのである。
がん患者は、がんと診断された時から終末期に至るまで、治療や療養場所の
選択などさまざまな意思決定が求められる。がん患者の意思決定に関する研究
の動向では、手術や終末期の患者の意思決定に関する研究は多くみられるが、
化学療法や放射線療法をおこなう患者の研究は少ないことが報告されて いる
（瀬沼,2012）。また看護師の意思決定支援の内容として、
「 信頼関係を築く際に、
日常的な関わりを持つ」
「患者が自らの価値観を認識できるよう促し、その価値
観を支持する」
「患者の置かれている状況を理解し、患者が厳しい現実に向き合
えるよう寄り添う」
「患者の理解度を確認しながら、患者が理解しやすいように
情報提供する」
「 患者や家族、チーム内での橋渡し役となり意思決定を支援する」
「患者が意思決定できたことを評価・支持する」が明らかにされている（小
池,2014）。
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いっぽう、西尾ら（2013）によると、がん患者の治療法の意思決定にかかわ
ることができると回答した看護師は全体の 40.5％であり、必要性を感じながら
も実際にかかわることが困難な状況にあり、特に、医師によるインフォームド・
コンセント時における看護介入の難しさや医師との連携の難しさが報告されて
いる。今後は、医師との連携の難しさを困難にしている要因を明らかにし、患
者の QOL 向上に向けての意思決定支援について検討する必要がある。
3）患者と家族の意思疎通改善に向けての看護
患者にとって最大の支援者は、やはり家族や友人であると考えられ、家族に
よる情緒的サポートが多い患者ほど、自分の人生に対して明るい見通しがもて
るとの報告もある(Bloom,1984)。しかしながら、家族や友人による支援にも限
界がある。
がん患者の家族は自責の念、死の恐怖、患者への過剰な配慮など、“第二の
患者”と称されるように、患者と同等あるいはそれ以上に大きなストレスを受
けることもある（Rait,1990/1993）。がん患者の家族が抱えるストレス要因と
して、1）ケアの提供（情緒的援助、見守る状況が継続する、時間の融通がきか
ない、患者の責任を負う）、2）意思決定への参加（治療方針決定、DNR や鎮静
への選択、了承）、3）社会財政面での問題（入院費、治療費の問題や失業）、
4）社会からの孤立、5）家族バランスの変化、6）家族自身の健康問題などが指
摘されている（大西,2012）。
本研究において、G 氏は、
「妻が参加しているがん患者支援団体の家族会の中
で、自分が予想だにしない罪悪感を家族が持っていることを知り、その後は家
族の前では泣けないと思った」、Ｃ氏は、「自分のことよりも家族の人生を狂わ
せるんじゃないかということが怖くて、それが一番嫌でした」、Ｂ氏は「家では
迷惑かけられないので、最悪になったら緩和ケア病棟に入ろうと考えている」
と語っており、【家族でさえも超えられない心の壁】があると考えられた。患
者は、“第二の患者”と称される家族のストレス、家族の限界を敏感に感じ取
り、家族にとって耐え難い苦痛を与えないよう気遣っており、そのことが本音
で語り合えるサポートグループへの参加を促していることが推測される。
藤本ら（2011）は、がん告知を受けた患者の家族に対する思いと関わりにつ
いて、【家族の存在や関係性の重要性を再確認する】【家族と話し合うことによ
り、安心感やサポートを得る】
【家族員に負担をかえていることを思い悩む】
【家
族員との関係性に苦悩を感じる】
【家族員との関係性の中で生と死を意味づける】
【家族の中で自己の役割を全うできないことを思い悩む】
【家族員との関係性を
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通して生存への希望を抱く】があると、家族との関係で苦悩する患者の姿を報
告している。また安永ら（2012）の、がん患者と家族成員の「肯定的コミュニ
ケーション得点の和」をパートナーシップと定義して QOL との関連をみた研
究では、患者の QOL と家族成員の QOL は関連し、パートナーシップに及ぼす
影響要因は「患者の悲観」「家族成員の心理的負担」「患者の否定的コミュニケ
ーション」「家族成員の否定的コミュニケーション」｢家族成員のサポートの有
無｣であったと述べている。
以上のように、がん患者と家族はともにストレスや苦悩を抱えるいっぽう、
互いに支え合い気遣いながら療養生活を送っていると考えられる。
Borasio(2013)は、患者と家族の意思疎通の最大の障害は不安であり、そこに罪
悪感がまつわりついていると述べる。生命の終わりが近づけば近づくほど、家
庭内で意思疎通をはかるのがむずかしくなる。それだけにケアする看護師チー
ム全員が、家族の内輪の意思疎通の構造に細心の注意を払っていく必要がある。
とくに、何を頼みの綱にできるのか、一緒に探り当てるように努めることは、
重要であろう。
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第Ⅵ章

結論

本研究では、外来化学療法中の壮年期にある非小細胞肺がん患者が、その治
療過程において、どのような心理社会的問題を抱え、どのような出来事を契機
に、どのような支援を求めているのか、その諸相を明らかにすることを目的に
探求した。
関東および東海地区にある総合病院 2 施設の通院者と都内にあるがん患者支
援団体の参加者、計 10 名を対象に、データ収集は半構造化面接法によって行
い、同時進行で継続的比較分析をおこなった。データ分析は、Flick（ 2007/2011）
のコード化、および Corbin & Strauss（2008/2012）を参考に行った。
データ分析の結果、以下のことが明らかになった。
1.

外来化学療法中の壮年期にある非小細胞肺がん患者の心理社会的支援を求

める諸相の核となっていたのは、
【進んだ病期へのショックと迫ってくる死への
脅威】を感じながらも、
【新治療法への期待の中で生き抜く】ことであった。つ
まり、研究参加者は、
〈予期せぬステージⅣの診断・再発へのショック〉を受け、
さらに自分が予想してよりもはるかに短い〈余命宣告によって迫ってくる死〉
を身近に感じていた。そして〈残された時間の算用と身辺整理〉をおこなって
いた。そのいっぽうで、新しい薬剤や次々と変更しながらおこなわれる化学療
法を経験し、
〈薬剤変更への切なる期待〉を抱いていた。また、今おこなってい
る化学療法の効果に安堵しながらも、この効果がいつまで続くのか不安を感じ、
薬剤変更は〈武器をひとつ失う不安〉となっていた。しかし、患者にあきらめ
ないよう働きかけてくれる〈医療者が伴走してくれる喜び〉を感じ、
〈諦めずに
前向きに頑張る決意〉を表明していた。
2.

心理社会的支援を求めるかどうかは、がん患者同士の交流に対する態度に

よって分かれていた。積極的に求める者は、〈患者同士の交流参加に期待〉し、
〈生き直そうとする患者の経験に根ざした情報交換〉をおこなう中で、
〈経験の
披露と他者の役に立てる喜び〉を感じていた。そして、患者同士本音で語り合
える【一体感の中で自己吐露し、不安を払拭】していた。いっぽう、
〈患者同士
の交流への不参加を選択〉した者は、「今のところ大丈夫」「普通に生活してい
るので別に相談することもない」と〈支障のない生活へ満足〉し、患者同士の
交流に参加することにより、他者の苦悩を吸収してさらに辛くなると自己分析
し、
【他者の苦悩の自己吸収への警戒】を示した。さらに、化学療法の副作用が
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出現しているにもかかわらず、
「痛風のような痛み」や、心理的に抑うつ傾向に
あっても「気持がへこんでいるぐらいのもの」と、無害化しようとしていた。
3.

研究参加者は、家族の日々のさまざまなサポートに感謝しながらも、妻の罪

悪感を刺激しないよう〈家族の前では泣かない決意〉をして明るく振舞ったり、
〈家族の人生を狂わせる怖さ〉から家族に迷惑をかけないよう最期は緩和ケア
病棟への入院を検討したりして、
【家族でさえも超えられない心の壁】を感じて
いた。
4.

仕事についている場合は、
【就労継続の工夫と経済的不安】がみられた。
〈働

きながらできる外来化学療法を選択〉し、化学療法が継続できるように通院に
は半日単位の年休や休日出勤してその代休を当てたり、仕事の内容を変更して
もらったりして工夫していた。加えて、仕事を失った後の〈今後の医療費への
不安〉を感じていた。
5.

化学療法による食欲不振や意欲の低下など〈経験したことのない体調の悪

さ〉を感じたり、
〈見栄えの悪さと詮索のきっかけとなる脱毛〉を経験したりし
ながら【副作用に耐えながらの社会生活】を送っていた。
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第Ⅶ章

本研究の限界と今後の課題

本研究の限界と今後の課題は、以下のとおりである。
第一に、今回の研究参加者は 10 名中 9 名が非扁平上皮がん（腺がん）であっ
た。近年の化学療法においては、肺がんの中でも特に非扁平上皮がんに対する
治療法が目覚しい発展を遂げており、治療効果に対する期待が大きかったと考
えられる。またパフォーマンス・ステータス（PS）は全員が 0～1 で、日常生活
の制限はほとんどない患者ばかりであった。小細胞肺がん患者や PS が低い肺
がん患者の心理社会的支援を求める諸相には異なる面がある可能性があり、今
後の課題である。
第二に、データ収集の妥当性の課題がある。本研究では、これまでの治療過程
を振り返っていただく形で横断的にデータを収集した。プライバシーが保てる
部屋で、可能な限りリラックスして自由に語っていただけるよう配慮したが、
研究参加者が初対面の研究者に自己の心理社会的問題をどこまで語ることがで
きるか課題である。今後は、彼らの経験にもっと接近できるよう、縦断的に複
数回の面接も検討しデータを収集する必要がある。
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表 研究参加者の概要
参加者

性別

年齢

組織型

病期

Ⅳ期
（脳転移）

A

男性

50代

腺がん

B

女性

50代

腺がん

C

女性

50代

治療状況

診断から面接 ECOG同居家族
実施までの期間 PS＊

職業

協力施設

心理社会的支援を受けた経験の有無
（契機、時期、参加場所、継続の有無）

再々発治療

1年4ヶ月

0

妻・両親

自営業

Ａ病院

有：入院中、情報を得たいと院内がんサロン
に参加。その後、NPOの患者集会に参加し、
今後も数ヶ月に1回継続参加したいと考えてい
る

Ⅳ期
再々発治療
（脳・骨転移）

3年1ヶ月

1

夫・義母

無職

Ａ病院

無

有：初回治療の退院後、睡眠薬処方を求めて
受診した心療内科で開催されていた患者会
がん患者
専業主婦
(関西）に参加。2年半後に、引越しを機に、が
支援団体
んのことを気にせず話せる場所を求めて本団
体に参加し、現在も継続的に参加している

腺がん

Ⅳ期
再々発治療
（肺・骨転移）

再々発治療

5年1ヶ月

0

妻・息子

無職

再々発治療

1年6ヶ月

1

妻

無職

Ｂ病院

有：入院中、今後の不安もあり、講義を聞きに
院内サロンに参加したが、あまり参考になら
ず、退院後は参加していない

Ⅳ期
再々発治療
（脳・骨転移）

4年5ヶ月

0

妻・息子
実母

会社員

Ａ病院

無

男性

60代

腺がん

E

男性

60代

腺がん

Ⅳ期
（脳転移）

F

男性

60代

腺がん

８６

D

Ⅳ期
（脳・副腎転
移）

8年10ヶ月

0

夫

有：診断から3ヵ月後、セカンドオピニオンを受
がん患者 けたことをきっかけに、患者の生の体験を聞
支援団体 いたり情報を得たいと本団体に参加し、現在
も継続的に参加している

有：IAで手術を受けたが2年半後に再発し、自
がん患者 分の精神状態をどう保つか、職場にどこまで
会社員
支援団体 話すか悩み、がん相談支援センターの紹介で
本団体に参加。現在も継続的に参加している

G

男性

50代

腺がん

Ⅳ期
（脳転移）

H

男性

50代

腺がん

ⅢＡ期

再発治療

5年１０ヶ月

1

妻
息子2人

会社員

Ａ病院

無

I

男性

60代

扁平上皮がん

ⅡB期

再発治療

9ヶ月

1

妻

会社員

Ａ病院

無

J

男性

60代

腺がん

ⅢＡ期

再々発治療

9年2ヶ月

1

実母

無職

Ａ病院

無

再々発治療

5年2ヶ月

0

妻・娘

＊ ECOG-PS：Eastern Cooperative Oncology Group performance statusの日本臨床腫瘍研究グループ(JCOG)日本語訳基準による判定
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資料 1

インタビューガイド

インタビューガイド

Ⅰ.面接方法
1.

質問はオープン・クエスチョンを基本とし、研究参加者ができるだけ自由に語れる
よう配慮し、研究参加者の状況や考えが研究者にイメージできるように語ってもら
う。

2.

診断時から現在までの療養生活の中で困ったり悩んだりしたことに焦点を当て、積
極的傾聴の姿勢で臨む。

3.

従って、インタビューガイドは、研究参加者の語りの流れに応じて順不同となりう
る。

4.

研究参加者の療養生活や心理社会的側面について、評価するような言葉は一切用い
ない。

5.

表情や言動を観察し、心身の変化･不調がないか確認しながら行う。

Ⅱ.
1.

面接内容
参加者の個人的属性（1 回目の面接で聴取する）

1）年代・性別
2）この病気の診断をされたのはいつ頃ですか。診断名は、何と聞いていますか。また病
気の組織型や病期（ステージ）についてご存知でしたら教えて下さい。
3) これまで行った抗がん剤治療の効果については、どのように聞いていますか。副作用
はありましたか。
4) 現在受けている抗がん剤治療の薬の名前をご存知でしたら教えて下さい。その効果
については聞いていますか。また副作用はありますか。
5) この病気の診断・治療を受けてから、仕事や家庭での役割、趣味活動や社会的活動を
おこなううえで何か変化はありましたか。
6) 地域の患者会や病院内の患者同士が集う会に参加したことはありますか。

2.

心理社会的支援に関連する内容
1）総合病院からの研究参加者

①

診断を受けてから現在まで、治療上、あるいは社会生活を送る上で困ったこと
や悩んだことはありますか

②

その困ったことや悩んだことがあった時、誰かに相談したり話を聞いてもらっ
８９

たりしたことはありますか
③

その困ったことや悩んだことがあった時、支えとなった人は誰ですか

④

あなたが困ったときや相談したい時、どのような助けがあったら良いと思いま
すか

⑤

あなたは、病院の中に相談支援センターや患者サロン、サポートグループがあ
ることをご存知ですか

⑥

あなたが困ったことや悩んだことがあったとき、がん支援相談センターや患者
サロン、サポートグループで相談しようと思いましたか

⑦

相談支援センターやがん患者サロン、サポートグループなど、がん患者同士で
語り合う会に参加することについてどう思いますか

2）がん患者支援団体からの研究参加者
（上記①～⑦に加え）
⑧

サポートグループに参加したきっかけは何ですか

⑨

サポートグループの中で最も印象に残っていることはどんなことですか

⑩

サポートグループへの参加・継続は、あなたにとってどんな意味を持っています
か

Ⅲ.
1.

面接時の配慮
面接場所は、原則として、総合病院においては外来相談室や使用していない診察

室、がん患者支援団体においては使用していない個室等、静かでプライバシーを
保つことができる場所を事前に確保して実施する。
2.

メモを取ることや録音について許可を得る。

3.

話したくないことは、無理に話さなくても良いことを伝える。

4.

面接は必ず 50 分以内に終了し、面接時は、表情や言動を観察し、心身の変化・変
調がないか細心の注意を払いながら行う。また、面接中に気分不快や体調不良の訴
えがあった場合は、面接の中止、時間短縮、延期等、研究参加者の意向を最優先に
対応する。加えて、体調不良の訴えがあった場合に備えて、総合病院においては、
研究参加者が自身の保険を使用して受診を希望する場合は、看護部および外来看護
師長の協力を得てすぐに救急外来の受診ができるよう確認しておく。また NPO にお
いては、常駐の医師に診察していただき、救急車要請の必要性の判断および必要時
は救急搬送にご協力いただけるよう確認しておく。

９０

Ⅳ.

必要物品

・メモ帳、録音機器、筆記用具
・図書券
・研究説明書、同意書、同意撤回書、返信用封筒
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研究協力依頼書（総合病院 2 施設用 ）
平成

病院長／看護部長

年

月

日

殿

外来看護師長／呼吸器外来医師

殿

「外来化学療法中の壮年期肺がん患者の心理社会的支援を求める諸相」
に関する研究へのご協力のお願い

時下、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
私は、東邦大学大学院看護学研究科博士後期課程の奥原秀盛と申します。私は、研究「外
来化学療法中の壮年期肺がん患者の心理社会的支援を求める諸相 」を行いたいと考えて

おります。
現在、本邦の死因の第 1 位は悪性新生物であり、その中でも肺がんがトップを占め、多
くの先行研究で、肺がん患者がさまざまな心理社会的問題を抱えながら療養生活を送って
いることが明らかにされています。また 2012 年に見直された「がん対策推進基本計画」
の重点的な取り組み課題として「働く世代や小児へのがん対策の充実」が追加され、
「がん
患者の就労を含めた社会的な問題への対応」が挙げられました。さらに、がん診療連携拠
点病院におけるサポートグループ活動や患者サロンの定期開催などが指定要件として明文
化されたことから、今後、心理社会的支援の体制整備が求められると考えます。
そこで本研究は、外来化学療法を受けながら療養生活を送っている壮年期の肺がん患者
を対象に、彼らがどのような心理社会的問題を抱え、どのような出来事を契機に、どのよ
うな支援を求めているのか、またサポートグループや患者サロン等の社会資源の活用につ
いてどのように考えているのかを明らかにし、わが国のがん対策推進基本計画を踏まえた
心理社会的支援のあり方について検討したいと考えています。
つきましては、肺がん患者の治療の経験と実績をお持ちの貴院に、研究へのご協力を賜
りたくお願い申し上げます。なお本研究は、東邦大学看護学部倫理審査委員会の承認を得
ております。

1.

ご協力頂きたい内容

1）研究参加者について
（1）貴施設では、以下の条件に合う方 5 名程度に研究協力をお願いしたいと考えていま
す。

①

肺がんと診断・告知され、外来化学療法を受けている患者
心理社会的状態は、治療薬剤（一次治療・二次治療以降）によって異なるこ
９２

とが予想されます。したがって、研究参加者募集のポスターに、初めて化学
療法を受けている方、薬剤を変更して化学療法を受けている方と明記して、
それぞれの参加者を募集する予定です。
②

壮年期（50～64 歳）にある者

③

全身状態が重篤でなく、40～50 分程度の面接に耐えられる者

④

インタビューの録音およびインタビュー時にメモすることの同意の得られ
た者

なお、研究参加者の診断名、治療経過等の医療情報については、ご本人から聞け
る範囲に留め、病院のカルテ閲覧、医療従事者からの情報収集は行いません。
（2）

患者様が自由意思で参加協力して頂けるように、呼吸器外来の診察室に研究参加

者募集のポスターを掲示させて頂き、ご本人から直接研究者にご連絡頂きたいと考
えています。参加協力の意思を示された方には、研究者から改めて研究の主旨、方
法などを文書と口頭で説明し、そのうえで参加協力をお願いする予定です。
2）調査の実施および施設の使用について
（1）調査は、40～50 分程度の面接を 1 回予定しています。
（2）研究参加者のプライバシーが保護できるような面接の場所を、ご提供下さいますよ
うお願い申し上げます。
3）研究参加者への対応について
研究参加者の不利益としては、面接に伴う時間的拘束と心身の疲労が考えられます。し
たがって、面接は必ず 50 分以内に終了し、面接時は、表情や言動を観察し、心身の変化・
変調がないか細心の注意を払いながら行います。また、面接中に気分不快や体調不良の訴
えがあった場合は、面接の中止、時間短縮、延期等、研究参加者の意向を最優先に対応致
します。なお、面接中に研究参加者の体調に変化が起こり、研究参加者が自身の保険を使
用して受診を希望する場合は、すぐに救急外来の受診ができるよう看護部および外来看護
師長様のご高配を賜りますようお願い申し上げます。
4）研究参加者への謝礼について
研究参加者には、1,000 円の図書券を進呈致します。

2.

研究についての書類

1）研究計画書
2）研究参加者への説明書・研究協力同意書・同意撤回書
3）インタビューガイド
4）研究参加者募集ポスター
９３

この研究に関してご不明な点がございましたら、遠慮なく下記までご連絡下さい。
何卒、研究の趣旨をお汲み取り頂き、ご協力下さいますよう重ねてお願い申し上げます。

研究者：奥原

秀盛

所属：東邦大学大学院看護学研究科看護学専攻博士後期課程
連絡先：〒143-0015

東京都大田区大森西 4-16-20

E-mail：hokuhara@bgu.ac.jp

指導教員：村岡

Tel：03-5684-4124（ダイヤルイン）

宏子

所属：東邦大学大学院看護学研究科看護学専攻
連絡先：〒143-0015

成人看護学分野

教授

東京都大田区大森西 4-16-20

E-mail：kokomura@med.toho-u.ac.jp

Tel：03-3762-9241（ダイヤルイン）
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研究協力依頼書（がん患者支援団体用）
平成

NPO

がん患者支援団体理事長

事務局担当者

年

月

日

殿

殿

「外来化学療法中の壮年期にある肺がん患者の心理社会的支援を希求する諸相」
に関する研究へのご協力のお願い

時下、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
私は、東邦大学大学院看護学研究科博士後期課程の奥原秀盛と申します。私は、研究「外
来化学療法中の壮年期肺がん患者の心理社会的支援を求める諸相 」を行いたいと考えて

おります。
現在、本邦の死因の第 1 位は悪性新生物であり、その中でも肺がんがトップを占め、多
くの先行研究で、肺がん患者がさまざまな心理社会的問題を抱えながら療養生活を送って
いることが明らかにされています。また 2012 年に見直された「がん対策推進基本計画」
の重点的な取り組み課題として「働く世代や小児へのがん対策の充実」が追加され、
「がん
患者の就労を含めた社会的な問題への対応」が挙げられました。さらに、がん診療連携拠
点病院におけるサポートグループ活動や患者サロンの定期開催などが指定要件として明文
化されたことで、心理社会的支援の体制が今後求められると考えます。
そこで本研究は、外来化学療法を受けながら療養生活を送っている壮年期の肺がん患者
を対象に、彼らがどのような心理社会的問題を抱え、どのような出来事を契機に、どのよ
うな支援を求めているのか、またサポートグループや患者サロン等の社会資源の活用につ
いてどのように考えているのかを明らかにし、わが国のがん対策推進基本計画を踏まえた
心理社会的支援のあり方について検討したいと考えています。
つきましては、長年にわたりがん患者への心理社会的な支援を行い、豊富な経験と実績
をお持ちの貴団体に、研究へのご協力を賜りたくお願い申し上げます。なお本研究は、東
邦大学看護学部倫理審査委員会の承認を得ております。

1.

ご協力頂きたい内容

1）研究参加者について
（1）貴団体では、以下の条件に合う方 10 名程度に研究協力をお願いしたいと考えていま
す。

①

肺がんと診断・告知され、外来化学療法を受け ている通院中の患者で、貴団
体のサポートグループに継続的に 2 ヶ月以上参加している者
９５

サポートグループでの経験や意味づけは、参加期間によっても異なると考
えられます。したがって、研究参加者募集のポスターでは、短期グループ終
了後間もない参加者（参加 2 ヶ月程度）の方、継続グループに参加して 3 ヶ
月以上の方と明記して、それぞれの参加者を募集する予定です。
②

壮年期（50～64 歳）にある者

③

全身状態が重篤でなく、40～50 分程度の面接に耐えられる者
なお、研究参加者の診断名、治療経過等の医療情報については、ご本人から聞
ける範囲に留め、貴団体のからの情報収集は行いません。

④

インタビューの録音およびインタビュー時にメモすることの同意の得られ
た者

（2）参加者が自由意思で研究に参加協力して頂けるように、事務所内に研究参加者募集
のポスターを掲示させて頂き、ご本人から直接研究者にご連絡頂きたいと考えています。
なお、参加協力の意思を示された方には、研究者から改めて研究の主旨、方法などを文書
と口頭で説明し、そのうえで参加協力をお願いする予定です。
2）調査の実施および施設の使用について
（1）調査は、40～50 分程度の面接を 1 回予定しています。
（2）研究参加者のプライバシーが保護できるような面接の場所を、ご提供下さいますよ
うお願い申し上げます。
3）研究参加者への対応について
研究参加者の不利益としては、面接に伴う時間的拘束と心身の疲労が考えられます。
したがって、面接は必ず 50 分以内に終了し、面接時は、表情や言動を観察し、心身の
変化・変調がないか細心の注意を払いながら行います。また、面接中に気分不快や体
調不良の訴えがあった場合は、面接の中止、時間短縮、延期等、研究参加者の意向を
最優先に対応致します。なお、面接中に研究参加者の体調に変化が起こった場合は、
貴団体に常駐する医師に診察していただき、救急車要請の必要性の判断および必要時、
救急搬送のご協力を賜りますようお願い申し上げます。
4）研究参加者への謝礼について
研究参加者には、1,000 円の図書券を進呈致します。

2.

研究についての書類

1）研究計画書
2）研究参加者への説明書・研究協力同意書・同意撤回書
3）インタビューガイド
4）研究参加者募集ポスター
９６

この研究に関してご不明な点がございましたら、遠慮なく下記までご連絡下さい。
何卒、研究の趣旨をお汲み取り頂き、ご協力下さいますよう重ねてお願い申し上げます。
研究者：奥原

秀盛

所属：東邦大学大学院看護学研究科看護学専攻博士後期課程
連絡先：〒143-0015

東京都大田区大森西 4-16-20

E-mail：hokuhara@bgu.ac.jp

指導教員：村岡

Tel：03-5684-4124（ダイヤルイン）

宏子

所属：東邦大学大学院看護学研究科看護学専攻
連絡先：〒143-0015

成人看護学分野

教授

東京都大田区大森西 4-16-20

E-mail：kokomura@med.toho-u.ac.jp

Tel：03-3762-9241（ダイヤルイン）
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資料 3

研究協力同意書

研究協力同意書
東邦大学看護学部
出野

慶子

学部長

殿

私は、東邦大学大学院看護学研究科看護学専攻博士後期課程の博士論文、テ
ーマ「外来化学療法中の壮年期肺がん患者の心理社会的支援を求める諸相」に
関する研究について、研究者から文書により以下の内容について説明を受けま
した。
研究の目的、協力内容等について十分理解しましたので、私の自由意思に基
づいて、この研究に協力することを承諾します。
１.研究目的
２.研究方法
３.研究に参加協力していただく期間と参加予定人数
４.研究に参加した場合の謝礼
５.研究によって期待される効果・予測されるリスクとそれへの対応
６.研究への参加の自由・取りやめの自由の保障
７.研究参加協力者のプライバシーの保護（個人情報の管理・保護の方法）
８.研究成果公表等の方法
９.研究についての質問や意見の連絡方法、相談窓口

（研究参加者）

(承諾日)

氏名：

平成

承諾を確認した日

平成

説明を行った研究者
所属：東邦大学大学院看護学研究科看護学専攻
氏名：

印
９８

年

年

月

月

日

日

資料 4-1

研究参加者募集ポスター(総合病院 2 施設用)

《研究へのご協力のお願い》
〈本研究の目的〉
本研究の目的は、肺がんと診断され外来化学療法をうけておられる皆様が、どのよう
な心理社会的な問題に直面し、どのような支援を求めているのか、また医療者や相談
支援センターで相談すること、あるいはサポートグループや患者サロンへの参加につ
いてどのように考えておられるかを明らかにし、これからの心理社会的支援への示唆
を得ることです。
〈研究にご協力いただきたい対象者〉
肺がんの診断を受け外来化学療法中の 50 歳～64 歳の方 5 名程度
○初めての化学療法の方(2～3 名程度)
○薬剤変更を経験した方（2～3 名程度）

但し、面接の録音および面接時にメモすることを了解して下さる方に限りま
す。
〈ご協力いただきたいこと〉
①肺がんと診断されてから現在までの療養生活のなかで経験なさった困りごとや悩みご
と、それに対してどのような支援が必要であったか、また医療者や相談支援センターで
相談すること、及び病院内で開催される患者同士が集い語り合うサポートグループや
患者サロンへ参加することについてのお考えをお聞かせ下さい。
②40～50 分程度の面接を 1 回お願いします。
〈調査予定期間〉
平成 28 年 6 月～平成 28 年 12 月まで
この期間内に、40～50 分程度の面接を 1 回お願いします。
〈謝

礼〉

ご協力への謝礼として、図書券 1,000 円を進呈します。

〈プライバシーの保護〉
本研究で知り得た情報は本研究のみで使用し、ご本人に無断で他の医療従
事者等に伝えることは決してありません。また情報は、厳重に管理するこ
とをお約束致します。
☆本研究にご協力頂ける方、関心のある方、あるいは不明な点などございまし
たら、下記までご連絡下さいますようお願い致します。

９９

《問い合わせ先》
研究者：奥原

秀盛

所属：東邦大学大学院看護学研究科看護学専攻博士後期課程
連絡先：〒143-0015

東京都大田区大森西 4-16-20

E-mail：hokuhara@bgu.ac.jp
指導教員：村岡

Tel：03-5684-4124（ダイヤルイン）

宏子

所属：東邦大学大学院看護学研究科看護学専攻
連絡先：〒143-0015

成人看護学分野

教授

東京都大田区大森西 4-16-20

E-mail：kokomura@med.toho-u.ac.jp

Tel：03-3762-9241（ダイヤルイン）
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資料 4-2

研究参加者募集ポスター(がん患者支援団体用)

《研究へのご協力のお願い》
〈本研究の目的〉
本研究の目的は、肺がんと診断され外来化学療法をうけておられる皆様が、どのような心
理社会的な問題に直面し、どのような支援を求めているのか、また医療者や相談支援センタ
ーで相談すること、あるいはサポートグループや患者サロンへの参加についてどのように考え
ておられるかを明らかにし、これからの心理社会的支援への示唆を得ることです。
〈研究にご協力いただきたい対象者〉
肺がんの診断を受け外来化学療法中の 50 歳～64 歳の方 10 名程度
○短期サポートグループ終了後 2 ヶ月以内の方（5～6 名程度）
○継続サポートグループに参加して 3 ヶ月以上の方（5～6 名程度）

但し、面接の録音および面接時にメモすることを了解して下さる方に限ります。
また、サタデーグループ参加者は、ご参加頂けませんのでご了承下さい。

〈ご協力いただきたいこと〉
①肺がんと診断されてから現在までの療養生活のなかで経験なさった困りごとや悩みごと、それに
対してどのような支援が必要であったか、医療者や相談支援センターで相談することや病院内で
開催されている患者同士が集い語り合うサポートグループや患者サロンへ参加することへのお
考え、また本サポートグループに参加したきっかけやグループで経験したことなどについてお聞か
せ下さい。
②40～50 分程度の面接を 1 回お願いします。
〈調査予定期間〉
平成 28 年 6 月～平成 28 年 12 月まで
この期間内に、40～50 分程度の面接を 1 回お願いします。
〈謝

礼〉 ご協力への謝礼として、図書券 1,000 円を進呈します。

〈プライバシーの保護〉
本研究で知り得た情報は本研究のみで使用し、ご本人に無断で本団体のスタッフ
等に伝えることは決してありません。また情報は、厳重に管理することをお約束致し
ます。
☆本研究にご協力頂ける方、関心のある方、あるいは不明な点などございました
ら、下記までご連絡下さいますようお願い致します。
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《問い合わせ先》
研究者：奥原

秀盛

所属：東邦大学大学院看護学研究科看護学専攻博士後期課程
連絡先：〒143-0015

東京都大田区大森西 4-16-20

E-mail：hokuhara@bgu.ac.jp
指導教員：村岡

Tel：03-5684-4124（ダイヤルイン）

宏子

所属：東邦大学大学院看護学研究科看護学専攻
連絡先：〒143-0015

成人看護学分野

教授

東京都大田区大森西 4-16-20

E-mail：kokomura@med.toho-u.ac.jp

Tel：03-3762-9241（ダイヤルイン）
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資料 5-1

研究協力説明書（ 総合病院 2 施設からの研究参加者用 ）

「外来化学療法中の壮年期肺がん患者の心理社会的支援を
求める諸相」に関する研究へのご協力のお願い

この研究では、肺がんと診断され、外来化学療法を受けながら療養生活を
送っておられる皆様が、どの様な心理社会的な問題に直面し、どのような支
援を求めておられるのかを明らかにしたいと考えております。その成果は、
今後の患者様への心理社会的支援に役立つものと考えています。
１０３

１．研究の目的
本研究の目的は、肺がんと診断され外来化学療法をうけておられる皆様が、
診断から現在までの治療過程において、どのような心理社会的な問題に直面し、
どのような出来事をきっかけに、どのような支援を求めているのか、その内容
やプロセスを明らかにし、皆様の経験を踏まえた心理社会的支援への示唆を得
ることです。
２．研究方法
本研究は、質的記述的研究方法で行います。この方法は、皆さまのお話を伺
い、それぞれの方の経験や思いをできるだけ深く理解するように努め、お話下
さった方々の経験の特徴や傾向を見出す方法です。
ご協力いただきたいことは、40～50 分程度の面接に 1 回ご協力いただくこと
です。診断からこれまでの療養生活において、どのような困りごとや悩みごと
を経験し、どのような支援が必要であったか、また医療者や相談センターで相
談することへのお考え、病院内で開催されている患者サロンやサポートグルー
プへ参加することへのお考え等について、お話を伺いたいと考えています。
面接時は、皆さまの貴重なお話を聴きもらさないように、メモを取りながら
お話をうかがい、IC レコーダーで録音させていただきたいと考えていますので
ご了承下さい。
なお、面接の日時につきましては、皆様のご希望を最優先に調整させていた
だきます。また場所については、総合病院内の静かでプライバシーの保てる場
所を準備いたしますが、不都合のある場合は遠慮なくお申し出下さい。
３．研究に参加協力していただく期間と参加予定人数
皆様にご協力いただく期間は、平成 28 年 6 月～平成 28 年 12 月までを予定し
ています。この期間内に、1 回の面接を行わせていただきたいと考えています。
また参加予定人数は、全部で 20 名を予定しています。
４．研究に参加した場合の謝礼
本研究にご協力いただいた場合は、面接による負担と時間的拘束に対する謝
礼として、1,000 円の図書券を差し上げます。
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５．研究によって期待される効果・予想されるリスクとそれへの対応
本研究に参加協力することにより、皆さま方に直接的な利益や効果がすぐに
ある訳ではありませんが、今後、肺がんと診断され外来化学療法を受ける患者
様の心理社会的問題について、医療従事者がより深く理解することができると
思います。加えて、皆様のご経験を踏まえた患者様に必要な心理社会的支援の
プログラムや支援方法について検討する貴重な資料となると考えています。
いっぽう、予想されるリスクとして、面接に伴う時間的拘束と心身の疲労が
考えられる。したがって、面接は必ず 50 分以内に終了いたします。また、面接
中に気分不快や体調不良があれば、いつでも遠慮なくお申し出下さい。その際
は、面接の中止、時間短縮、延期等、皆さまのご意向を最優先にご相談させて
いただきます。さらに、参加協力を取り消すこともできますので、遠慮なくお
申し出下さい。
６．研究への参加の自由・取りやめの自由の保障
本研究への参加協力は、皆さまの全くの自由意思です。ご参加いただけない
場合でも、医療や看護などのサービスにおいて、一切の不利益を受けることは
ありませんのでご安心下さい。また、研究参加協力に同意された後であっても、
いつでも参加協力を取りやめることができます。取りやめた場合でも、医療や
看護などのサービスにおいて、一切の不利益を受けることはありませんので、
遠慮なくお申し出下さい。
なお、取りやめる場合は、口頭、電話、メール、あるいは本日配布致しました
返信用封筒で「同意撤回書」をご郵送いただくなど、どのような方法でも構い
ませんので、遠慮なくお申し出下さい。
７．研究参加者のプライバシーの保護（個人情報の管理・保護の方法）
面接の際には、プライバシーが守られるよう、話が外に漏れないような環境
に配慮いたします。また、お伺いした内容について、ご本人の承諾なしに、他
の医療従事者、スタッフなどに伝えることは一切なく、研究によって知り得た
個人情報については、一切他言しないことをお約束致します。
お話いただい内容の記録（メモやＩＣメモリー、および録音内容を文字に書
き起した文書など）は、鍵のかかる場所で厳重に保管し、研究が終了した後は
一定期間を経た後、消去、シュレッダーで裁断・破棄致します。
なお、研究の趣旨を十分ご理解いただき、研究に参加ご協力いただける場合
は、研究協力同意書に署名をお願い致します。この研究協力同意書は、2 部作成
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し、1 部は皆様にお渡しし、1 部は私が保管致します。なお、私が保管する同意
書を他の目的で使用することは一切ありません。また、研究終了後は、責任を
持って破棄致します。
８．研究成果の公表等の方法
今回の研究では、約 20 名の皆様に参加ご協力いただく予定です。ご協力いた
だいた皆様の全体的な傾向や特徴について、博士論文としてまとめ、学内や学
会での発表、および関連する学科誌などで公表させて頂く予定です。その際は、
皆さま個々のお名前や病院名、団体名は記号化(Ａ様、Ｂ病院、Ｃ団体など関連
のないアルファベットにするなど)し、個人や病院、団体等が特定されるような
情報は一切記載しません。
９．研究についての質問や意見の連絡方法、相談窓口。
本研究についてのご質問やご意見等がありましたら、いつでも遠慮なく、下
記の連絡先までご連絡下さいますようお願い申し上げます。
【問合せ先】
研究者：奥原

秀盛

所属：東邦大学大学院看護学研究科看護学専攻博士後期課程
連絡先：〒143-0015

東京都大田区大森西 4-16-20

E-mail：hokuhara@bgu.ac.jp
指導教員：村岡

Tel：03-5684-4124（ダイヤルイン）

宏子

所属：東邦大学大学院看護学研究科看護学専攻
連絡先：〒143-0015

成人看護学分野

教授

東京都大田区大森西 4-16-20

E-mail：kokomura@med.toho-u.ac.jp

Tel：03-3762-9241（ダイヤルイン）
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資料 5-2

研究協力説明書（ がん患者支援団体からの研究参加者用 ）

「外来化学療法中の壮年期肺がん患者の心理社会的支援を
求める諸相」に関する研究へのご協力のお願い

この研究では、肺がんと診断され、外来化学療法を受けながら療養生活を
送っておられる皆様が、どの様な心理社会的な問題に直面し、どのような支
援を求めておられるのかを明らかにしたいと考えております。その成果は、
今後の患者様への心理社会的支援に役立つものと考えています。
１０７

１．研究の目的
本研究の目的は、肺がんと診断され外来化学療法をうけておられる皆様が、
診断から現在までの治療過程において、どのような心理社会的な問題に直面し、
どのような出来事をきっかけに、どのような支援を求めているのか、その内容
やプロセスを明らかにし、皆様の経験を踏まえた心理社会的支援への示唆を得
ることです。
２．研究方法
本研究は、質的記述的研究方法で行います。この方法は、皆さまのお話を伺
い、それぞれの方の経験や思いをできるだけ深く理解するように努め、お話下
さった方々の経験の特徴や傾向を見出す方法です。
ご協力いただきたいことは、40～50 分程度の面接に 1 回ご協力いただくこと
です。診断からこれまでの療養生活において、どのような困りごとや悩みごと
を経験し、どのような支援が必要であったか、また医療者や相談センターで相
談することへのお考え、病院内で開催されている患者サロンやサポートグルー
プへ参加することへのお考え、また本団体に参加したきっかけ、サポートグル
ープでの経験等について、お話を伺いたいと考えています。
面接時は、皆さまの貴重なお話を聴きもらさないように、メモを取りながら
お話をうかがい、IC レコーダーで録音させていただきたいと考えていますので
ご了承下さい。
なお、面接の日時につきましては、皆様のご希望を最優先に調整させていた
だきます。また場所については、総合病院内の静かでプライバシーの保てる場
所を準備いたしますが、不都合のある場合は遠慮なくお申し出下さい。
３．研究に参加協力していただく期間と参加予定人数
皆様にご協力いただく期間は、平成 28 年 6 月～平成 28 年 12 月までを予定し
ています。その期間に、1 回の面接を行わせていただきたいと考えています。ま
た参加予定人数は、全部で 20 名を予定しています。
４．研究に参加した場合の謝礼
本研究にご協力いただいた場合は、面接による負担と時間的拘束に対する謝
礼として、1,000 円の図書券を差し上げます。

１０８

５．研究によって期待される効果・予想されるリスクとそれへの対応
本研究に参加協力することにより、皆様方に直接的な利益や効果がすぐにあ
る訳ではありませんが、今後、肺がんと診断され外来化学療法を受ける患者様
の心理社会的問題について、医療従事者がより深く理解することができると思
います。加えて、皆様のご経験を踏まえた患者様に必要な心理社会的支援のプ
ログラムや支援方法について検討する貴重な資料となると考えています。
いっぽう、予想されるリスクとして、面接に伴う時間的拘束と心身の疲労が
考えられる。したがって、面接は必ず 50 分以内に終了いたします。また、面接
中に気分不快や体調不良があれば、いつでも遠慮なくお申し出下さい。その際
は、面接の中止、時間短縮、延期等、皆さまのご意向を最優先にご相談させて
いただきます。さらに、参加協力を取り消すこともできますので、遠慮なくお
申し出下さい。
６．研究への参加の自由・取りやめの自由の保障
本研究への参加協力は、皆さまの全くの自由意思です。ご参加いただけない
場合でも、医療や看護などのサービスにおいて、一切の不利益を受けることは
ありませんのでご安心下さい。また、研究参加協力に同意された後であっても、
いつでも参加協力を取りやめることができます。取りやめた場合でも、医療や
看護などのサービスにおいて、一切の不利益を受けることはありませんので、
遠慮なくお申し出下さい。
なお、取りやめる場合は、口頭、電話、メール、あるいは本日配布致しました
返信用封筒で「同意撤回書」をご郵送いただくなど、どのような方法でも構い
ませんので、遠慮なくお申し出下さい。
７．研究参加者のプライバシーの保護（個人情報の管理・保護の方法）
面接の際には、プライバシーが守られるよう、話が外に漏れないような環境
に配慮いたします。また、お伺いした内容について、ご本人の承諾なしに、他
の医療従事者、スタッフなどに伝えることは一切なく、研究によって知り得た
個人情報については、一切他言しないことをお約束致します。
お話いただい内容の記録（メモやＩＣメモリー、および録音内容を文字に書
き起した文書など）は、鍵のかかる場所で厳重に保管し、研究が終了した後は
一定期間を経た後、消去、シュレッダーで裁断・破棄致します。
なお、研究の趣旨を十分ご理解いただき、研究に参加ご協力いただける場合
は、研究協力同意書に署名をお願い致します。この研究協力同意書は、2 部作成
１０９

し、1 部は皆様にお渡しし、1 部は私が保管致します。なお、私が保管する同意
書を他の目的で使用することは一切ありません。また、研究終了後は、責任を
持って破棄致します。
８．研究成果の公表等の方法
今回の研究では、約 20 名の皆様に参加ご協力いただく予定です。ご協力いた
だいた皆様の全体的な傾向や特徴について、博士論文としてまとめ、学内や学
会での発表、および関連する学科誌などで公表させて頂く予定です。その際は、
皆さま個々のお名前や病院名、団体名は記号化(Ａ様、Ｂ病院、Ｃ団体など関連
のないアルファベットにするなど)し、個人や病院、団体等が特定されるような
情報は一切記載しません。
９．研究についての質問や意見の連絡方法、相談窓口。
本研究についてのご質問やご意見等がありましたら、いつでも遠慮なく、下
記の連絡先までご連絡下さいますようお願い申し上げます。
【問合せ先】
研究者：奥原

秀盛

所属：東邦大学大学院看護学研究科看護学専攻博士後期課程
連絡先：〒143-0015

東京都大田区大森西 4-16-20

E-mail：hokuhara@bgu.ac.jp
指導教員：村岡

Tel：03-5684-4124（ダイヤルイン）

宏子

所属：東邦大学大学院看護学研究科看護学専攻
連絡先：〒143-0015

成人看護学分野

教授

東京都大田区大森西 4-16-20

E-mail：kokomura@med.toho-u.ac.jp

Tel：03-3762-9241（ダイヤルイン）
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資料 6

東邦大学看護学部
出野

慶子

同意撤回書

学部長

殿

同意撤回書
私は、東邦大学大学院看護学研究科看護学専攻博士後期課程の博士論文、テ
ーマ「外来化学療法中の壮年期肺がん患者の心理社会的支援を求める諸相」に
関する研究に協力することについての同意を撤回したいので、お知らせします。

（研究参加者）

(同意撤回日)

氏名：

平成

年

月

平成

年

月

同意の撤回を確認した日
同意の撤回を確認した研究者

所属：東邦大学大学院看護学研究科看護学専攻
氏名：

印

１１１

日

日

資料 7

データ対応表

対象者の概要（データ対応表）
記号

氏

名

年代

性別

病院

診断名

支援を受けてい

電話

or

る状況の有無と

or

NPO

その内容

メール

Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
Ｅ
Ｆ
Ｇ
Ｈ
Ｉ
Ｊ
Ｋ
Ｌ
Ｍ
Ｎ
Ｏ
Ｐ
Ｑ
Ｒ
Ｖ
Ｗ
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治療状況

