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慢性 腎疾患患者の主観 的体験世界
出射史子 1),加藤久美子

要

約

本研究では慢性 腎疾患 を有す る若 い成人の内的経験世界 を検討 した｡ 5名の患者が疾病
に関 して どの ようなことを経験 しているのかにつ いて非組織的な深層面接 を受 けた｡分析
2)
疾病や 自己につい
の紘果,患者の内的経験世界 は,(
1
)
患者が経験 している感情や思考 ,(

ての解釈 , (
3)
重要な他者‑の信頼 , (
4)自己の変化 と発達 (
成長) とい う 4つに特徴づ け ら
れ ることが明 らかになった｡ しか るべ き質の高 い看護 を提供す るためには,看護者 は,忠
者の内的経験世界 を理解す ることが必要である｡
キーワー ド :慢性 腎疾患,青年後期,主観的体験世界, 自己,重要他者
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方

法

kA 腎症 をは じめ とす る原発性 糸球 体 腎炎症 候

本研究では,人間の持つ固有の体験世界 をあ りの

群 は,慢性 に経過 し,将来透析導入の危機 に直面す

ままに理解す るこ とを目的 とす る現象学的アプ ロー

る可能性がある｡治療 は食事 ･薬物療法が主 とな り,

チ を用 いた｡面接方法 は,研究 に関す る広 い分野に

自覚症状 に乏 しいため緩徐 に進行す る経過 を見守 り,

endな質問 をす る事 で研究者 は情報
ついての Open‑

増悪の徴候 を見逃 さず腎不全の進行 を遅 らせ るよう

提供者の興味や考 えを追 い,情報提供者の非常に深

な援助が必要である｡ また,長期療養 のため患者 は

く詳細 な知見 を得 るこ とがで きる非構 造化面接 を用

ライフスタイルの変容 を余儀 な くされ る｡

いた｡研究方法 は,人間の経験 につ いての理解 を深

当病棟 には慢性 腎疾患の患者が多 く入院 してお り,

め ることを目的 とし, その人特有で具体的な陳述か

近年若年者 も増 えている｡特 に若 い男性患者 は,女

ら一般的で抽象的な原則へ と進む推論の過程 を踏む

性点者や既婚男性患者 に比べ思 いの表出が乏 しく,

質的帰納的研究方法 を とった｡研究参加者 は,1
9
9
9

看護者が指導 を行 って も疾患や治療 の必要性 を重要

年 1月か ら2
0
0
0
年 3月 までの間に岡山大学医学部附

に受 け止めていない傾 向にあるo この点で,患者‑

属病院内科病棟 に入院 し,現在通院中の慢性 腎疾患

看護婦関係 も希薄 にな り,関わ りの難 しさも生 じる｡

を抱 える2
0‑2
4
歳 の独身男性患者 5名である｡研究

青年期 という自己の確立がなされ る重要 な時期 に,

参加 についてはあ らか じめ承諾 を得 た｡面接 は一人

病気の体験 はどの ように影響 しているのであろ うか,

の研究者が個 室で行 ない,研究者 と参加者の一対一

彼 らの体験世界 はどうなっているのだろ うか,看護

の個 人面接 とした｡｢
入院 とい う体験 を して,今 どん

婦 はどう看護介入 してい くことが必要 なのか｡

なことを思 ってい るか｣ な どといった質問を し,請

これ までに も,｢
心筋梗塞 を発症 した患者の体験世

の内容 を深 めなが ら展開 していった｡面接 は 1回の

長期透析患者の病気体験｣な ど,患者の体験世
界｣ ｢

5
時間で許可 を得 てテープ
み とし,
面接時間は 1‑1.

界 を明 らかに した研究報告 はされてい るが,青年後

録音 し,内容 は逐語録 とした｡

期の慢性 腎疾患患者の体験世界 に関す る質的研究 は
見 あた らない｡本研究では,慢性 腎疾患 を抱 える青
年後期の患者 に対す る看護の方向性 を導 き出すため
に,彼 らの主観的体験世界 を明 らかにす ることを目
的 とした｡
岡山大学医学部保健学科看護学専攻
1)岡山大学医学部附属病院
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出射

研究参加者 について

史子他

患者が経験 している感情や思考

Aは大学卒業 直後 に検査 目的で入院 して きた患者

A

2
4
歳

公務員

B

2
0
歳

大学生

るべ く研修 が始 まるところであった｡検査の結果,

C

2
0
歳

アルバ イ ト

I
gA 腎症 と診断 され引 き続 きス テ ロイ ド治療 が必

D

2
4
歳

大学生

要であったが,就職先 には病気の ことは言いた くな

E

21
歳

大学生

い との ことで,外来 フ ォローでステロイ ドの漸減 を

*Aと Bは兄弟で ある｡

してい くこととな り, 2週間ほ どで退院 した｡入院

である｡就職 は決定 してお り, 4月か ら消防士 にな

中の関わ りでは,看護婦がい くら食事療法の必要性
や,退院後 は激 しい肉体労働 は避 けるべ きだ と話 し

分析 お よびテーマの抽 出の手順

Col
ai
z
z
iの分析 方法 を用い,参加者が持つ主観的
体験世界 に忠実であるよう分析 した｡第一段階 とし

て も,｢そんなん,守 る気 ない｡知 らん よ｡なんでそ
んなことせん といけんの ?ほおっておいた らええ じ

て,逐語録 を何度 も繰 り返 し読 み,重要な体験 に関

ゃろ｣ と,拒否的であった｡ この時の A は, 自分が

連す る陳述 を抜 き出 した｡そ して複数の共同研究者

なぜ入院 し治療 しなければな らないか を受 け入れ る

らと,本質的な意味 を持つ ものに分類 し名前 を付 け

ことが出来 なか った ようだ｡後 の面接 で ｢
半信半疑

た｡次に第二段階 として,彼 らの主観的体験世界 を

なんです よね,本 当に憩 いのかってい う｡悪い症状

自己の変化 と成長 とその関連 について分析 し,テー

じゃない と思 ってるのに入院 させ られて,おか しげ

マ を抽 出 した｡

を薬飲 まされて まずい飯食 わされて｡ もう投 げや り
入院 は最初,苦痛以外の何
にな りたい気持 ちで｡｣ ｢
結

果

もので もなか った｡｣と, 当時 を振 り返 っている｡ こ

本質的な意味 を持つ もの として,｢
患者が経験 して

の ような思 いの中,Aは医療者の指導 を受 け入れ ら

,｢
疾病や 自己についての解釈｣
,｢
重
いる感情や思考｣

れ る状態ではなか った｡しか し,｢
先生 は きっとこう

要 な他者‑の信頼｣, ｢自己の変化 と成長｣ に分類 し

こうこうだか らってわかって るんで しょうけど,で

名前 を付 けた｡作業 を進め る中でこの 4つのカテゴ

も僕 ら本 当に素人 じゃないですか｡全部説明 して欲

リは,彼 らの 自己が変化 してい く過程 に大 き く影響

しいんです よ｡ そこで選択 して採 ってい くのは僕 ら

していることがわかった｡そこで, 自己の変化 と成

や と思 うんで｡｣ と思 える現在 の 自分 を語 って もい

長 に関連す るテーマ を抽 出 し,その構 造 とプ ロセス

消防士 にな るための)二次試験 の時点で,決
る｡ ｢(

をモデル図に表 した｡ これは自己実現過程 において,

め る人 もお医者 さん じゃない し,病気 に対 して知識

4つのカテゴ リ化 した要因が影響 し合 いなが ら,彼

もないだろ うし,僕が選ぶんだ った ら採 らないって

らの 自己が変化 し成長 してい く様子 を矢印の太 さに

思 うし｡病気の ことは一番仲 のいい友達 に も就職先

表 している｡

に も言 ちてか ､
｡｣また,プ ライベー トな問題 も話 し
て くれた｡｢
言いに くいんだけ ど性欲が減 った気がす
るんです よ, それはステロイ ドのせ いなのか,年齢
的な ものなのか気 になる｡誰 に問いた らいいんかわ
かんない し｡｣な ど,様 々な感情 を抱 えていた｡

自 己央 現 過 程

Bは外来受診後即 日入院 となった患者である｡入
院期 間は 4ヵ月ほ どであった｡運動が得意で,大学
はスポーツ推薦で入学 し日々練習 に励 んでいた｡入
院中は礼儀正 しく素直な印象であったが,病気の こ
とを積極的 に聞いて くることはなかった｡後 の面接
では ｢
入院 した くなかった し,す るとは知 らず に来
た｡見 た目も元気 なのに｡いつで も帰れ るように制
服持 って きてた｡｣ ｢
大部屋 で他の患者 さんの "
悪く
しかな らん｡"ってい う言葉 を開 くと恐かった｡症状

図 1 腎疾患患者の体験世界の構 造 とそのプ ロセス

の悪 い人 を見 て あの人 よ りま し, と思 って頑張 っ
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慢性 腎疾患患者の主観的体験世界

た｡
｣と入院 に対 しての嫌悪や恐怖 を表 している｡ ま

と,その時の心境 を話 した｡だが,｢
ステロイ ドのパ

た,病気 に対 しては ｢
普通 に生活 を送 ることはで き

ンフ レッ ト,知 ってたほ うが良いんで しょうけどあ

ないんだ と思 った｡スポーツ も｡一生付 き合 ってい

れは負担かな と｡入院 した らある程度 まいって るん

かない といけないのは早 くか ら思 えていた, あ きら

で,精神的に不安定 にな るとか,眠れな くなるとか

めたって感 じ｡｣そ して,将来 に対 しては ｢
小 さい と

書かれ るとそ う じゃな くて もそんな気 になる｡ こん

きか ら消防士 にな りたかったけど,病気 の事がある

友達の入院 をみて)
な事書 くな よって思 ってた｡｣ ｢(

今の家族 とず
か ら無理かなって思 って きている｡｣ ｢

あんなになった らどうしよう,人の不幸だか ら何 と

っと生活 してい くわけ じゃないか ら,今 はいいけど

も思 わなかったけど, 自分がなった らえ らいこっち

相手 に負担がかか ると思 う｡ (
結婚 は)
理解 して くれ

や｡｣と,心の中で不安や不満 と向 き合 っていたこと

る人がいれば｡｣と,話 している｡Bは 自分 の性格 を

を表 している｡

｢いろんなことを我慢す るほう｡ これがだめな ら,
じゃ, こうしようと思 うタイプ｡｣ と,言 っている｡
で葛藤 し,病気体験 と向 き合 お うとしていたことが

Eは大学 1年生の時,ネフローゼ症状 の増悪で入
院 して きた｡その時の心境 は ｢あ‑,助かった｡ こ
れで よ くなる｡本 当にどん どん悪 くなって るのがわ

表れている｡

かってたか ら｡｣と,表 している｡入院期 間は 4ヵ月

入院中の関わ りではわか りに くかったが, 自分 の中

半で,人 あた りもよ く素直で,言われたことは きち

Cは,中学 3年の時一回 目の入院 を し,高校 3年
の時 に再入院 して きた患者である｡研究者 は 2回 目

覚症状 に現れていたため,危機感が強か った ようだ

の入院に関わっていた｡協調性 に乏 しく,同室者 と

2
0
年後透析 になる率 とか聞いて｡僕の場合2
0
った｡｢

もよくトラブル を起 こ していた｡医療者の説明に対

年後 っていった ら,4
0
歳 くらいで仕事 もば りば りし

して聞 く耳 を持 たず,無断外 出,間食, 自己判断で

て るだろ うし,家族 も養 って るだろ う し, そんな時

ん と守 る患者であった｡Eは病状 の悪化が比較的 自

の内服 中止な ど,問題点 も多かった｡Cはこの頃の

病気が (
棉
透析 になった ら負担 じゃないですか｡｣ ｢

自分 を ｢
一回 目の入院の時か ら人生投 げや りになっ

来 に) どう関係 してい くのかは不安｡会社 も将来透

た｡野球 も辞め さされて,何 もや る気がな くて, ど

析 になるか もしれない人 より健康 を人 とるだろうし｡

うで もええわって思 っていた｡ 2回 目の入院の時,

まだ,考 えれないけど｡｣ と, 自分 の将来 を心配 し,

5
主治医に じかに組織見せ られて,告知みたいな,2

前向 きに取 り組 もうとす る姿勢が見 られた｡

歳 くらいになった らもしか した ら透析 か もしれんっ
て｡それがすご くシ ョックで｡
｣と,話 している｡ ま

以上 より,彼 らは様 々な感情 に揺れなが ら,病気

た,｢
皆 は した くて しとる道なの に,わいは仕方な く

とい う体験 を通 し自分 に志向 してい く｡ とい うテー

しとる道の気が して,同 じ事 しとって も, こいつ は

マが抽 出された｡

好 きで しとるん じゃろ うけど,わいは野球 もで きん
で,その中で本当に好 きな事がで きとんか ?と思 っ

疾病や 自己についての解釈

た らいたたまれん｡｣と,他人 に対 しての否定的な感

退院後 ,Aは治療 を続 ける中で ライフスタイル を

情 を表 している｡将来 に関 しては ｢
お じいちゃんっ

少 しづつ変化 させ ていた｡ しか し, それは治療 の意

て言われ るまで生 きて るかわか らん し,考 え出 した

味が分 かっているとい うわけではなか った｡｢
塩分良

ら不安で仕方ない｡や っぱ り夢があって, そ うした

くないって何 が良 くないのかわかんないけど,一つ

いためには長生 きしたい し,で もそ した ら今, こう

の形 じゃないですか, 目に見 える治療 の形｡薬 って

せん といけん,我慢せん といけんって思 うけ ど,そ

い うの も一つです け ど｡｣I
gA 腎症 は 自覚症状 がな
い疾患のため,治療 が必要だ と言われて もいまいち

れは嫌 なん よ｡｣ と複雑 な思 いを表 した｡

信 じられない, そんな気持 ちの まま何 を指標 に治療

Dは入院当初 か ら, 自分か らはあま り話 さず,医

している自分 を感 じるのか, とい うことが表 されて

療者か らの説明に対 して も反応が薄かったO拒否 は

いる｡減塩 を続 ければ血液データの改善がみ られ,

み られなかったが,関心 もみ られなかった｡入院期

ステロイ ドの副作用でで きたに きびは ｢
薬が効いて

間は 2ヵ月であった｡｢
入院 した らあ きらめがつ くじ

るんだな｣ と感 じるこ とがで きる, これが Aが言 う

やないですか,後 々困 るか ら今一番 いいことなんだ

治療 の形 である｡Aは,ステロイ ドはで きるだけ飲

ってい うあ きらめ｣｢
何 とかな るん じゃをいかな｣

みた くなかった と言 っているQだが,何年 も前 にス
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史子他

テロイ ド治療 を始 めていた弟か らいろいろア ドバ イ

こともよ く話 して くれ るし,言いやすい｡同大来 て

スを受 け,ステロイ ド治療 を始め ることを決めた｡

一番思 ったのは,先生 と看護婦 さんの対応が よかっ

しか しそれは,｢
治療のためではな くトレーニ ングの

たこと,だいぶ楽 になった｡｣と,医療者 との対話が

ためには筋肉をつ けない といけない, そのために飲

成立 している雰囲気が あ り,安心感 を得ている｡

もうと言 い聞かせ て飲 んでいる｡治療 のためってい
うのはその次で｡｣と, 自分の中でステロイ ドを筋 肉

Bは,｢
看護婦 さんは病気 の話以外 もで きて よかっ
た｡和めたってい うか｡気軽 に声 をかけて くれた り,

増強剤 と認識 していたことを話 して くれた｡

医者 に開 けない こ とも聞 きやすか った｡｣ と,話 し

Cは ｢
魚 じゃった らこの量, この献立がいいって

た｡ Bに とっての入院生活 は嫌 な ものであったが,

言 うけど,それ じゃ何 日も何 カ月 ももたない｡それ

病気 と関係 ない話がで きる看護婦 との関わ りには,

よ りは, えんか悪いんかわか らんけど,舌で これ辛
いって思 った ら辛 いん じゃろ うし｡計 ってまでは し

安心感 を感 じていた｡

てない｡｣と, 自分の味覚 を信 じる事で,減塩の努力

Cは,｢
病気 の こ とで一番最初 に相 談す るの は彼
彼女だ
女,で,次が医者,で,報告す るのが親 ｡｣ ｢

も続 けられていた｡

け じゃな くて友達 とか も｡病院で知 り合 った友達 と

Dは ｢
I
gA 腎症 自体 は大体 の人 が持 って る病気
何 とかな る｡｣ と話 し
で,大 した もの じゃない｡｣ ｢
た｡ 自分がそう思 うことで,病気体験 を受 け入れ よ
うとしていた｡

か｡支 え合 うとか じゃねん よ,人の振 りみて我が振
りみたいな｡わいが頑張 っ とん じゃない,皆 に頑張
らせ て もらっ とる｡｣と,話 した｡親子関係が良好で
はない Cに とって彼女や友達の存在 は非常に大 きい｡
入院中 も病状説明に親 ではな く彼女が来ていた｡ ま

Eは,｢これ しか (
薬の確 実な内服 と食事制限)な
い じゃないですか｡だか ら食事 はす ご く気 をつけて
自炊 している｡
｣ と, 自分 が 出来 るこ とを続 けてい
た｡実際,データは改善 し ｢
今,調子がいいか らこ
の状態 をキープで きた らいい｡｣と, それが 自信 につ
ながっていることが表れている｡

た,｢
今の担 当医に人間 として見 て もらったけん｡信
頼 しとるわけ じゃね‑けどあの人がわか らんのん じ
やった ら他 の人 はわか らんのん じゃねん って思 う
し｡｣と,担 当医に対す る信頼 を表 している｡Cは自
分 に親 身になって くれてい ると感 じることで,食事
や薬 な ど気 をつ けない といけない と思 えた と,話 し
ている｡

以上 より彼 らは自分 な りに意味づ けることで納得

Eの入院中,よ く母親が面会 に来 ていた｡｢
大学 も

し,
今 出来 る事 を してい く事で疾患 を受容 してい く｡

私立で一人暮 らしだ し, こんな病気 になって治療費

とい うテーマが抽 出された｡

も高 くて親 も大変だ と思 う｡早 く薬 が減 って くれた
らと思 って頑張 っている｡｣と,親 に対 しての思 いを

重要な他者への信頼

Aは,｢自分か ら治そ うとい うのはあま りない,局

表 している｡ また,｢
主治医は よ く話 を して くれた,

りをみて治 さを きゃいけないな と感 じた｡｣と話 して

話 しやすかった し｡
｣と医療者 との関係 も成立 してい

いる｡入院時は,入院 も治療 の必要性 も受 け入れ ら

た｡

親 に申 し訳 ないのが一つ,自分
れなかったAだが,｢
が産んだ子が 3人いてその うち 2人がそ うい う病気
じゃないですか｡親が悪いわけで もな く,煙草す っ
たか ら,酒飲 んだか らっていうのは関係 ないか ら,
それが一番かわいそうっていうか申 し訳 ない｡それ

以上 よ り彼 らは自分の事 を心配 し協力 して くれ る
重要他者の存在や支援 により,治療 を受容 し,継続
で きてい く｡ とい うテーマが抽 出された｡

に最初 に弟が大 きな ものを乗 り越 えたか ら僕 なんて

自己の変化 と成長

そ うで もない｡弟 とはす ご くつなが りが強い｡心配

A は時 間 をか けて 自己 を変化 させ て きた 自分 を
｢
入院 して る時 は実感 ないか らわかんないんです け
ど, その時丁寧 に説明 して くれたこととか, この先
こうなるよ, こうい うことせ にゃああかん よ, こう
い う飯 で も我慢せ ん とこうだ よって言われ ると,過

しあ うってい うよ り僕 が ア ドバ イス受 け る方だか
ら｡｣と,両親‑のいたわ りの思 い と,先 に病気 に罷
思 した弟が 自立的 に療養 していることが A を支 えて
いる｡また,｢
看護婦 さんがす ご くよかった,病気の
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院 して家で治療 してい くにあたっては, その時の言

ひどくなった人の奥 さん とか来 て,見 て る じゃない

Eは,｢
家 に塩 はあるけどほ とん ど使 ってない,香
辛料 を使 うように して る｡朝 と晩 は自炊,畳 は大学｡
みそ汁だ った ら具だ け食べ て汁 は残す｡おかげでず
誰 にで もで き
っ と蛋 白マイナスで調子 いいです｡｣ ｢
る経験 じゃないか ら勉強 になった｡今 まで知 らんか
った腎臓 につ いて も知れた し｡ こうい うことを経験

ですか,大変そ うなの｡僕一人,僕結婚す るか らっ

す ることで視野がひろが ったってい うか,物事 を丸

て,はい悪 くな りま した,面倒 みて よってわけにい

く見れ るようになった感 じ｡いろんな人 と知 り合 え

かない じゃないですか｡僕 もずっ と人生 あるけ ど,

た し入院はよかった｡｣と,話 した｡ 自分 をとりま く

その人 (
結婚相手)も人生 じゃないですか｡｣と表 し

環境 に興味が強 く,柔軟 で前向 きに適応 しているこ

た｡

とが表 れている｡

葉 はあ〜つて感 じで,一人 になった ときとい うか,
外食 をあま りしな
退院 した後 によく考 えますね｡｣ ｢
いの と塩分 とらないの と,薬 をきちっ と飲 む ってい
病院 には)
うのがいちばん変わったことですね｡｣ ｢(

Bは入院生活 を振 り返 り,変わった 自分 を ｢
入院
した くなかった し,すご く嫌だったけ ど,入院 して
る人 といろいろ話 して,病気の事 も知れた と思 う｡
病気 は治 らないけど, いつか薬 を飲 まな くて もいい
目が来 るのかな と思 って る,薬が減れば, よ くなっ
ているという事だか ら｡｣ と表 わ している｡

以上 より彼 らは時間 をかけて病気の体験 を受 け入
れ, 自己を変化 させ てい く｡ というテーマが抽 出さ
れた｡
考

嚢

青年期の発達 は,直線的 ･漸進的 ･連続的ではな
く,変化 と動揺の中で相反す る行動傾向に揺れなが

Cは,｢
最初 は何 もや る気がな くて,どうで もええ

ら自己 を発達 させ てい くもので あ る1
)
と言われ る｡

わって思 っ とったけど,言い出 した らきりがない し,

彼 らの主観的体験世界 を明 らかにす ることにより,

なったか ら仕方ないって思 う,今 はそ う受 け入れれ

様 々な要因が相互 に交錯 し影響 しあい, 自己を変化,

とる｡見方が変わって きた｡結局痛 いのは自分 じゃ

成長 させ ていることがわかった｡

しな｡何で もそ うじゃが｡何 して も自分 に返 って来

そこで,結果 よ り抽 出されたテーマ について,
モデ
ル図 と照 らし合 わせ て考察す る｡

るけん｡昔 はそれがわか らんかった｡無茶 して も自
考 えた らしん どいか
分がえらくなるだけ じゃが｡｣ ｢
しん どくないか どっちかになって しまうけん, それ
よりは考 えんで, とりあえず 目先の もんだけ見 て,

1.彼 らは様 々な感情 に揺れなが ら,病気 という体
験 を通 し自分 に志向 してい く｡

今調子が どうじゃけん とかお金があるけん とか,で,

青年後期 とい う自己を再構築す る重要な時期 に病

わい よ
ち ょっ とずつ先 も見 えた らいいかなって｡｣ ｢

気 とい う一体験が加わ り, その再構築 は複雑化す る｡

りひどい人 もいっぱいお るん じゃ と思 うけど, そ う

彼 らは疾患 を抱 えて生 きていかなければな らない

いうのってあんま り励みにな らんか ら｡ 自分 は自分

とい う衝撃 を受 け,入院生活 を経験す ることで漠然

じゃが,人のことや こ知 ったこっちゃないが｡他の

と生命の危機 を も感 じる｡入院中は表 されなかった

人がテ レビとかで頑張 っとったって言 うて も関係 な

が面接 により,病気や将来 に対す る恐怖,不安,あ

いが｡｣と,病気体験 を経験す ることで変わった 自分

きらめ,逃避, また, 自分 白身が病気 であることを

今 は)病気 な りに幸せ に
を表 している｡そ して, ｢(

受 け入れた くない心理,他人 に知 られた くない心理,

なれた らいいかな｡｣ と穏やかな表情 で言 った｡

他人 に対す る否定的な感覚, として表 出 された｡ 自
己は変化,成長 してゆ くもの と思われ るが,結果 か

Dは,｢
結構大変なことなんだ って思 って｡結婚す
るに して も就職す るに して も障害 にな るものみたい
なんで｡最初 は沈み ましたけど,普段の生活 は何 と
かなって るんで,追々そ うい うことは考 えていこう
かな と｡｣と現在 の心境 を語 った｡最初 は大 した もの
じゃない と思 っていたがそ うで もないことを知 って,
自分 と向 き合 うことがで きている｡

らわか るように一時的 にマイナスの方向に傾 いてい
る｡
病気や苦難 の体験 その ものは,ただそれだけでは
意味 を持 たない｡ これ らの条件の衝撃 を体験す る人
だけが, これ らの体験の中で価値, もしくは,意味
を考 えた り発見 で きるので あ る2)と言 われ る｡ まず,
この様 々な感情 に揺れ る自己を自覚す ることが, こ
れか らの 自分 をみつめてい く要因 とな る, と考 える｡
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2.彼 らは自分 な りに意味づ けることで納得 し,今

り自分 自身であることがで きるような方向でそれ ら
の体験 を意味付 けてい く力があ り,そ してその力は,

出来 る事 を してい く事で疾患 を受容 してい く｡
｢(
I
gA 腎症 は)大体の人が持 っていてたい した も
薬 を)飲 んでい
の じゃない｣ ｢自分 に言い聞かせ て (

重要他者の存在 によ り発揮 され,時間の経過 も必要

る｣な ど,一見消極的なあ きらめに も見 えるが,そ

そ して, ここで生 じた 自己は自己実現過程 におけ

れだけではな く極 めて楽観的 に構 えている姿がその

る‑プ ロセスであ り,おかれている状況 によって,

奥 にあ り,死 に直結す る恐怖や不安 は少 ないことが

これか ら更 に成長 し変化 してい くものであると考 え

わかった｡そ して彼 らに とって,治療や疾患 につい

る｡

であると考 える｡

ての認識の是非 はさほ ど重要ではない｡ 自分 な りの
解釈で 自分が納得す ることが,疾患の受容 に大 き く

次 に,看護の方向性 について考察す る｡

影響 していて,彼 らの肯定的な生 き方 を支 える｡ こ

限 られたデータではあるが今 回の研究 により,悼

こには自分が納得 したい とい う気持 ちが表 されてい

性 腎疾患 を抱 える患者 に とっての疾患の受容 とは,

る｡

指導や必要な情報 を提供 され ることによりす ぐにで

自分 な りに解釈す ることは,結果的 に治療 の継続,

きるものではない とい うことが示唆 された｡患者 は

データ及び病状の改善 につなが り,更 に自分 の解釈

入院中,医療者 との関わ りを心 に留めてお り, 自己

を認め ることで,疾患の受容がで きてい く｡ これは,

と向 き合 ううえで与 え られた情報 を活用 し,疾患 を

彼 らが病気体験 に意味 を見 出す ことにつなが ると考

抱 えて生活 してい くことを続 けていた｡そ して,そ

える｡

れが疾患の受容であった｡

3.彼 らは自分の事 を心配 し協力 して くれ る重要他

ではな く意味のある‑生活体験 であ り, 自己を変化,

彼 らに とっての病気の体験 とは,全てがマイナス
者の存在や支援 により,治療 を受容 し,継続で き
てい く｡

成長 させ てい く自己実現の過程 であった｡
自己の変化,成長 には感情 の揺れが ある｡看護者

成人期以降の患者 とは違 い,彼 らが青年後期で未

は,患者の感情や体験 には意味がある事 を知 る必要

婚者 とい うこともあ り,誰かのために頑張 ろうとい

がある,彼 らが彼 らな りに意味づ け していることを

う気持 ちは少ない｡

わかろ うとして関わ ることは, 自己を変化 させ よう

む しろ医療者 を含 め,恋人,親,兄弟,友達な ど

とす るプ ロセスに介入す る看護援助であると考 える｡

の重要他者の存在や支援 を実感 し,その人達 に対す

そ して,彼 らに とって 自己 と向 き合 う時間は非常

る感謝や理解が深 まることが, 自分が これか らの 自

に重要 なことである｡その時期 は,医療者か ら見れ

分 を生 きるという自己実現 に対 し向 き合 う要因 とな

ば ま じめに取 り組 んでいないように感 じられ, こち

る｡その支援 を支援 として感 じられ ることが,治療

らの空回 りではないか と思 って焦 りを感 じた り,何

の受容,継続 につなが っていると考 える｡

故わかって くれないのだろ うと思 いが ちであった｡
しか し,彼 らは退院後 の時間 も含 めて,ゆっ くり時

4.彼 らは時間 をかけて病気の体験 を受 け入れ, 自

間 をかけて 自己 と向 き合 っていた｡ これ らは,看護

己を変化 させてい く｡

婦が とらえどころがない とい う先入観 を持 ったまま

疾患 を抱 える人間に とって,疾患は受 け入れ よう

関わっていた時,見 ようとしていて見 えていなかっ

と思 って受 け入れ られ るものではない｡様 々な感情

た部分 である｡

に揺れ,入院 という体験 を経 て,今で きることを し

一方で,看護婦か らの病気 に限 らない話や,話 し

ていった経過があったか らこそ, 自分が疾患 と共 に

やすい雰囲気 は,患者の心 を和 ませ,入院生活 にお

生活 していることを感 じることがで き, 自己は変化

いて気分転換 をはか る役 目も果 た していた｡看護婦

す ると考 える｡

は,関わ りに くい患者 と決 めつ けるのではな く,必

この研究参加者の場合 は,入院か らお よそ一年 く

要な知識が得 られ るように積極的な関わ りを持つ こ

らいの時間を要 し,その中には入院中は否定的な態

とと,心のあ りように添 えるコミュニケーシ ョン技

度であった患者 も時間 を経 て,疾患の受容 を含む 自

術 を得,看護の場で思 いの表 出がで きる時間 を設 け

己の変化が顕著 に現れた者 もいた｡

るこ とが必要であると考 える｡

人間には自然 に具 わった幸福 と健康 を追求す る力
がある3)と言われ る｡人 はどんな状況であって も,よ
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結

論

察 された｡

本研究では,慢性 腎疾患 を抱 える青年後期 の患者

思者の体験 には意味があることを知 った上 で,香

に対す る看護の方向性 を導 きだすために,彼 らの主

護婦 は,必要な知識が得 られ るように積極 的に関わ

観的体験世界 と, 自己の変化 と成長に関す るテーマ

るこ とと,患者の心のあ りように添 える関わ りを持

をあげ,考察 した｡

つ努力 と技術が必要であることが示唆 された｡

彼 らの主観的体験世界 は,様 々な感情 に揺れなが
文

ら自分 な りの意味づ けを し,病気の体験や重要他者
の存在 により,時間 をかけて 自己を変化,成長 させ
てい くものであった｡
また, 自己は自己実現過程 において,相互 に交錯
す る様 々な要因によって,変化,成長 してい くと考
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The subjective lived experience that patients have with
chronic renal disease
Fumiko IDEI 1), Kumiko KATO
Abstract
This study explored the inner experiences of young adults with chronic renal
disease. Five patients received an in-depth and non-structured interview for what
they were experiencing as related to the disease. Analyses showed that the patients'
inner experiences could be characterized as follows: (1) feelings and thoughts the
patients experience, (2) interpretations they give to the disease and to their self, (3)
reliance they place on significant others surrounding them and (4) change and development they make in their self-concept. Nurses are required to understand the inner
experiences of patients in order to provide them with due care of high quality.
Key words: Chronic renal disease, Young adulthood, Subjective lived experience,

Significant others, Self
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