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要　旨
　本研究の目的は，食道切除術後の回復過程において補助療法を受けた患者の術後生活
再構築過程を明らかにし，看護実践への示唆を得ることである．対象は，食道がん治療
目的で食道切除術を受け退院後 6カ月以上経過し，術後補助療法が終了している外来通
院中の患者 22名である．外来受診時に半構成的面接を行い，修正版グラウンデッド・
セオリー・アプローチの手法を用いて分析した．
　その結果，食道切除術後の回復過程において術後補助療法を受けた患者の術後生活再
構築過程は《生活圏の狭小化》および《命と引き替えに生活圏の狭小化を受け入れ自分
流の暮らし方を獲得する》をコアカテゴリーとする過程として説明できた．この過程
は，【予想をはるかに超えて苦痛と化した摂食・嚥下行動】が引き起こす『元には戻り
そうにない実感』から始まっていた．この実感を『食べられなくなるのは当たり前』と
捉える患者がいる一方で，『食道の手術を受けたことの意義を自問する』ことと『誰に
でも起こることかどうか思い迷う』気持ちが交錯するが『食事にまつわる症状を他患と
比べる』ことで納得する患者もいた．前者・後者ともにこの段階で『命と引き替え』と
言い聞かせ，『今まで通り暮らしていくことの難しさ』に直面しながらも『周囲の期待
を回復への糧にする』気持ちで『食べる量を増やすための試行錯誤を重ねる』試みを続
けていた．しかし，この試みは術後補助療法により長期化し，これが『失職に伴う経済
的困窮への懸念』および【活動可能範囲の狭まり】をもたらしていた．しかし，患者
は，『命と引き替え』と言い聞かせたことを想起し自分の身体状況を客観視することで
『時間の経過に伴う回復の実感』および『摂取可能量増加に伴う回復への期待』が生ま
れ，『これまでの生活を改め，健康に留意した生活を送る』という新たな価値観を身に
つけ，『慣れる努力をしつつ自分流の暮らし方を探す』ことで最終的に生活の再構築に
至っていた．また，術後に生じた【転移・再発・新たな部位へのがん発症への怯え】が
常に患者の心の根幹に存在していた．
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Ⅰ．はじめに

　食道がんに対する食道切除術は，手術操作が頸部，胸
部，腹部と広範囲に加わるため，食を中心とした多様な
機能低下および不快症状を引き起こし，術後の日常生活
全般のみならず人生といった側面にまで困難感を生じさ
せる1）2）といわれている．しかもこの困難感は長期間継
続する3）と報告されており，患者は抱えた困難感と折り
合いのつく新たな暮らし方の獲得，すなわち術後生活を
再構築せざるを得ない状況におかれることになる．しか
も，在院日数の短縮化に伴い，患者が食道切除術後の困
難感を今後の生活にまつわる現実的な問題として痛切に
実感するのは退院後となり，患者は手探りでこの困難感
に立ち向かい術後生活再構築に取り組んでいかねばなら
ない．そのうえ術後補助療法が加わる場合には，この治
療に伴う副作用や有害事象などへの対処も加わることに
なる．
　術後生活の再構築に関する先行研究は，ストマ造設患
者4）5），喉頭全摘出後患者6），乳がん患者7），脳血管障害
患者の家族8），放射線治療中のがん患者9）を対象に行わ
れているが，食道がんに対する食道切除術後の回復過程
において術後補助療法を受けた患者の術後生活再構築過
程を明らかにした研究は見当たらない．現在，集学的治
療により食道がん術後患者の 5年生存率が向上してい
る10）ことから，術後生活再構築過程は長期化していると
考えられる．したがって，日常生活行動の支援を独自の
職責とする看護には，長期展望に立った術後生活再構築
過程促進への援助が求められていると考えられる．この
援助を具現化するためには，食道切除術後の回復過程に
おいて術後補助療法を受けた患者が術後生活をどのよう
に再構築していくのか，その再構築過程を患者の側から
詳細に明らかにし，術後生活再構築過程を促進するため
に必要とされる援助を検討することが不可欠である．こ
のことは，食道切除術と術後補助療法という二重の侵襲
を体験する食道がん患者の Quality of Life（以下，QOL）
向上につながる重要な課題であると考える．
　そこで本研究は，食道切除術後の回復過程において術
後補助療法を受けた患者の術後生活再構築過程を明らか
にし，術後生活再構築過程を促進する看護援助への示唆
を得ることを目的とする．なお，本研究で食道切除術と
記載する場合には，それが食道がんの根治的治療方法で
あること，同時に食道再建術を伴っていること，これら
2つの事柄を含めた意味を持つ用語として用いる．

Ⅱ．研究の方法

1．対象者
　対象者は，調査協力の得られた中国地方に立地する A

病院および東海地方に立地する B病院のいずれかで食
道切除術を受け，①退院後 6カ月以上が経過しているこ
と，②術後の回復過程において補助療法（放射線療法，
化学療法のいずれか，あるいは両方）を受けたが，面接
時点で補助療法が終了している会話可能な患者であるこ
と，の 2つの条件を同時に満たす患者である．退院後 6

カ月以上経過していることを条件とした理由は，食道が
ん専門医および外来看護師より研究知見は得られていな
いが臨床の経験知として退院後 6カ月以上たてば身体の
状態がほぼ安定し他者に語ることができるようになると
の見解を得たためである．なお，術後生活再構築過程の
進行状況は個々まちまちであると考えられること，およ
び術後経過日数による違いを比較し時期的特徴を明らか
にしようとする研究ではないこと，の 2つの理由から術
後経過日数の違いを対象者の条件とはしない．Aおよび
B病院の外来担当医師より条件を満たす対象候補者の紹
介を受け，研究者が研究の主旨を文書と口頭で対象候補
者に説明し，研究参加の同意が得られた人を対象者とし
た．
2．データ収集方法
　術後回復過程において直面した出来事，それへの受け
止め方と対処方法など研究者が作成した面接ガイドを用
いて個室に準じた部屋で自由回答法による半構成的面接
を実施し，許可を得て録音し逐語録を作成した．録音に
同意が得られない場合はメモをとりながら面接し面接終
了直後に逐語的に書き起こした．面接は 1人 1回，術後
補助療法終了後の定期外来受診日に行った．同意を得て
診療録から術式などについて資料を得た．データ収集期
間は 2007年 9月～2009年 10月であった．
3．データ分析方法
　面接内容の逐語録をデータとして修正版グラウンデッ
ド・セオリー・アプローチの手法11）を用いて分析した．
分析焦点者を「食道切除術後の生活再構築過程におい
て，手術に伴う影響に続いて術後補助療法に伴う影響を
受けながら，術後生活の再構築を行っている患者」と設
定し，分析テーマは「分析焦点者は，術後回復過程にお
いてどのような出来事に直面し，どのように受け止め，
どのように対処して新たな暮らし方を獲得しているかそ
の一連の過程」とした．まず全データを熟読し，データ
の豊富な 5例を選び，最初の 1例目の全データのなかで
分析テーマに関連する箇所に着目し，データの背後にあ
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る意味の解釈を行い，その意味を忠実に表すよう命名し
概念とした．分析の最小単位を概念とし，概念ごとに，
概念名，定義，具体例，理論的メモからなる分析ワーク
シートを作成した（表 1）．この時，すでに生成した概
念に関連したデータの場合はその概念生成を行った分析
ワークシートの具体例として追加記載した．
　5例の分析結果をベースデータとし，残り 17例の
データについてはベースデータとの対極例，類似例の比
較の観点から分析を進め，新たな概念生成と具体例の追
加記載を行った．これ以上の新たな概念は生成されない
と判断した時点で，概念生成における理論的飽和化と判
断した．分析過程で確認した概念間の関係性や疑問など
は理論的メモ欄に記載した．また生成された概念間の中
で意味内容が同類の概念同士を集めてカテゴリー，コア
カテゴリーを生成した．カテゴリーとしてまとまる相手
のいない概念はそのままカテゴリーと同等の説明力を持
つ概念とした．生成された概念，カテゴリー，コアカテ
ゴリーが生活再構築過程のどこに位置づくか検討し，相
互の関係性を明らかにし，それらの関係性を包括する結
果（図 1）を作成し，関係性を簡潔に説明するストー
リーラインを作成した．分析過程では修正版グラウン
デッド・セオリー・アプローチの手法に関する専門家か
ら指導を受け，分析の真実性（trustworthiness）の確保

に努めた．
4．倫理的配慮
　岡山大学大学院保健学研究科看護学分野倫理審査委員
会および研究協力施設の承認を得たのち，主治医より対
象候補者の紹介を得て研究の主旨，研究参加の任意性と
中断の自由，不利益の回避，個人情報の守秘，データの
保管と管理，結果の公表，研究終了後のデータの破棄に
ついて説明し，文書で承諾を得て対象者とした．研究の
説明を行う時点で，診療録・看護記録の閲覧についても
併せて許可を得た．

Ⅲ．研究結果

1．対象者の概要
　研究参加の同意が得られた対象者は 22名で概要は表
2に示す通りである．面接時における退院後経過日数は
6カ月～6年 3カ月，録音は 1名が拒否した．全対象者
から診療録・看護記録の閲覧に同意が得られた．逐語録
は計 283,752文字，平均面接時間は 43.3分であった．
2．分析結果
　生成された概念は 35概念で，うち 23概念から意味内
容の同類性において 5カテゴリーが生成され，残り 12

概念はカテゴリーと同等の説明力を持つ概念であった．

表 1　概念「想像以上の食べにくさ」のワークシート

概念名 想像以上の食べにくさ

定義 咽頭部のつかえ感，胸壁前皮下経路再建部への食物の停滞，空腹感の消失，嗜好の変化などにより，1
回に摂取できる食事量が手術前と比較して激減し，手術前には意識する行動ではなかった「飲み込む」
という行動が，意識しなくては行えない行動になったと自覚している状態．

具体例
（　）内の数字は対象
者番号を示す

・それが量が食べれんのです．茶碗へもう，このくらい（片手半分位），半分ぐらいですよね．ほん
で，副食もあんまり欲しくない．とにかく，ここ（咽頭部）が詰まるような感じがするんです．こ
こ（腹部）は別にすいとるようでも，これ（咽頭）が詰まって，ここ（咽頭）がつかえるんです．
だからまあ，物が食べられたらいう，それだけですね．（5）

・意識してこんだけは食べようと，これ以上はだめだっていう．こんだけは食べようと思わんでも今
は食べられるんですけど．もう，だけど，これ以上はいっぺんにはだめ，後で自分がしんどいから．
だから，そんなに，ご飯も全部測って食べますし．おつゆなんかも測って食べます．まあ 1回測れ
ば，量は目分量でいけますから．魚とか肉なんかも，本当に，1切れしか食べられません．（6）

・ただ（再建部の）下がりが悪い．それだけ．それと，ああ，寝とったらですねー，バックしてきそ
うな気がするんですね．（9）

理論的メモ ・摂取可能量の激減の原因である，「咽頭部のつかえ感」は，概念として挙げたほうがいいのか？ 定
義の中の説明だけでいいのか？

・経口摂取量の激減により，大幅な体重減少をもたらし，そのことが体力の低下，外観の変化をもた
らし，患者の生活範囲を狭くしていると考えられる．

・食べることの患者にとっての意味は？ 食べられないことで，元気になれない，生きていけないとい
う気持ちを患者に引き起こさせている．

・転移，再発への不安とも関連？
・手術前から，術後の経口摂取可能量の変化を予測している者と，一時的なものと認識している者，
全く何も変わらないだろうと認識している患者では，現象の捉え方が違っているはず．どんな風
に？　次の対処までの時間が，予測していた患者のほうがスムーズに移行するのではないか？
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かに超えて苦痛と化した摂食・嚥下行動】が引き起こす
『元には戻りそうにない実感』から始まった．この実感
を『食べられなくなるのは当たり前』と捉える患者がい
る一方で，『食道の手術を受けたことの意義を自問する』
ことと『誰にでも起こることかどうか思い迷う』気持ち
が交錯するが『食事にまつわる症状を他患と比べる』こ
とで納得する患者もいた．前者・後者ともにこの段階で
『命と引き替え』と言い聞かせ，『今まで通り暮らしてい
くことの難しさ』に直面しながらも『周囲の期待を回復
への糧にする』気持ちで『食べる量を増やすための試行
錯誤を重ねる』試みを続けていた．しかし，この試みは
術後補助療法により長期化し，これが『失職に伴う経済
的困窮への懸念』および【活動可能範囲の狭まり】をも

これら 5カテゴリーおよび 12概念は 2つのコアカテゴ
リーに類型化された（表 3）．2コアカテゴリー，5カテ
ゴリー，12概念相互の関係性を包括的に表す結果図を
作成し，食道切除術後の回復過程において術後補助療法
を受けた患者の術後生活再構築過程として示した．さら
に，結果図の概要を簡潔に文章化したストーリーライン
を以下の通り作成した．なお，《　》はコアカテゴリー，
【　】はカテゴリー，『　』は概念である．
　食道切除術後の回復過程において術後補助療法を受け
た患者の術後生活再構築過程は，第 1段階《生活圏の狭
小化》・第 2段階《命と引き替えに生活圏の狭小化を受
け入れ自分流の暮らし方を獲得する》をコアカテゴリー
とする過程として説明できた．第 1段階は【予想をはる

≪第 1段階≫
術後補助療法

（化学療法，放射線療法）

食べる量を増やすための
試行錯誤を重ねる

命と引き替え

時間の経過に伴う回復の実感

術後生活再構築

摂取可能量増加に伴う回復への期待

これまでの生活を改め，
健康に留意した
生活を送る

慣れる努力を
しつつ自分流の
暮らし方を探す

食べられなくなるのは当たり前

転 移 ・ 再 発 ・ 新 た な 部 位 へ の が ん 発 症 へ の 怯 え

食
道
切
除
術

周囲の期待を
回復への糧にする

今まで通り
暮らしていく
ことの難しさ

食道の手術を
受けたことの
意義を自問する

誰にでも起こる
ことかどうか
思い迷う

失職に伴う
経済的困窮への懸念

活動可能範囲の
狭まり

予想をはるかに
超えて苦痛と化した
摂食・嚥下行動

元には戻りそうに
ない実感

命と引き換えに生活圏の狭小化を
受け入れ自分流の暮らし方を獲得する

：コアカテゴリー
：カテゴリー
：カテゴリーと同等の説明力を持つ概念
：カテゴリーおよびカテゴリーと同等の説明力を持
　つ概念との関係性とつながりの方向
：関係性に影響を及ぼす出来事
：時間経過

生活圏の狭小化

食事にまつわる
症状を他患と
比べる

≪第 2段階≫

図 1　食道切除術後の回復過程において術後補助療法を受けた患者の術後生活再構築
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る．
　《命と引き替えに生活圏の狭小化を受け入れ自分流の
暮らし方を獲得する》は，生きるためには活動範囲が狭
くなっても仕方がないと捉え，試行錯誤を繰り返しなが
ら新たな生活様式をつかみとっていくことを示してい
る．
　【予想をはるかに超えて苦痛と化した摂食・嚥下行動】
は，術後に生じた食べにくさ・飲み込みにくさは，術前
に想定していた以上に大きく，辛いと感じていることを
示している．「食道に飲み込むときに，普通状態じゃ飲
みにくいんですよ，ここが（咽頭部）．ここ（咽頭部）
に力が入って．ちょっと下に，あごを下に向けて，こう
飲み込む（うなずくようなしぐさをする）．今現在（術
後 3年経過）でも，こうやったままで（うなずくしぐさ
をせずに）飲み込むということは，ちょっと違和感を感
じますね（21）」
　【活動可能範囲の狭まり】は，手術を境に家から外出

たらした．しかし，患者は，『命と引き替え』と言い聞
かせたことを想起し自分の身体状況を客観視するように
なり，第 2段階へと進んでいった．第 2段階では，『時
間の経過に伴う回復の実感』および『摂取可能量増加に
伴う回復への期待』が生まれ，『これまでの生活を改め，
健康に留意した生活を送る』という新たな価値観を身に
つけ，『慣れる努力をしつつ自分流の暮らし方を探す』
ことで最終的に生活の再構築に至っていた．また，術後
に生じた【転移・再発・新たな部位へのがん発症への怯
え】が常に患者の心の根幹に存在していた．
　次に，表 3に示した 2コアカテゴリーの定義を説明す
る．また，5カテゴリーおよび 12概念の定義を，典型
的具体例を示し説明する．なお，「太字斜字体文字」が
具体例，（　）は研究者による補足，（数字）は対象者番
号である．
　《生活圏の狭小化》は，術前と比較して活動範囲が著
しく狭くなったと対象者が自覚していることを示してい

表 2　対象者の概要

No 診断名 面接時間 年齢 性別
注 1）

再建経路 退院後経過日数 補助療法
注 2） 吻合部

拡張術
術後の体重
減少（kg）

1 胸部食道がん 52 60歳代前半 M 後縦隔経路 6カ月 放・化 ○ 13

2 胸部食道がん 55 50歳代前半 M 後縦隔経路 9カ月 放・化 なし 15

3 胸部食道がん 47 50歳代後半 M 胸壁前皮下経路 2年 5カ月 放 なし 8

4 胸部食道がん 72 70歳代前半 M 胸壁前皮下経路 2年 放・化 ○ 7

5 胸部食道がん 40 60歳代後半 M 胸壁前皮下経路 5年 9カ月 放 なし 5

6 胸部食道がん 41 70歳代前半 F 胸壁前皮下経路 1年 8カ月 放・化 ○ 3

7 胸部食道がん 45 30歳代後半 M 後縦隔経路 9カ月 放・化 なし 6

8 胸部食道がん 40 60歳代後半 M 胸壁前皮下経路 2年 放・化 なし 13

9 胸部食道がん 29 50歳代後半 M 胸壁前皮下経路 9カ月 放・化 なし 20

10 胸部食道がん 43 70歳代前半 M 胸壁前皮下経路 5年 2カ月 放・化 ○ 15

11 胸部食道がん 29 70歳代前半 M 胸壁前皮下経路 3年 1カ月 放・化 なし 1

12 胸部食道がん 28 50歳代後半 M 後縦隔経路 6年 3カ月 放・化 ○ 6

13 胸部食道がん 40 60歳代後半 M 胸壁前皮下経路 1年 5カ月 放・化 ○ 11

14 胸部食道がん 51 70歳代前半 M 後縦隔経路 1年 11カ月 放 なし 15

15 胸部食道がん 27 40歳代後半 M 後縦隔経路 1年 5カ月 放・化 ○ 4

16 胸部食道がん 28 70歳代前半 M 後縦隔経路 3年 10カ月 放・化 ○ 13

17 胸部食道がん 65 60歳代前半 F 胸壁前皮下経路 10カ月 放・化 ○ 12

18 胸部食道がん 44 70歳代後半 M 後縦隔経路 4年 4カ月 放 ○ 12

19 胸部食道がん 18 50歳代後半 M 後縦隔経路 3年 8カ月 放 ○ 15

20 胸部食道がん 58 50歳代後半 M 胸壁前皮下経路 1年 8カ月 放・化 ○ 16

21 頸部食道がん 51 60歳代前半 M 胸骨後経路 6カ月 放・化 ○ 13

22 胸部食道がん 50 50歳代前半 M 後縦隔経路 6カ月 放・化 ○ 7

注 1）M：Male（男性），F：Female（女性）．
注 2）放：放射線療法，化：化学療法．
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かり考えて．だから，トイレに行きやすい店．知り合い
の店とか．失礼に当たるような食事会とかには極力行か
ないようにしたり（20）」
　【再発・転移・新たな部位へのがん発症への怯え】は，
いつ，またがんが出てくるかわからないと常に怯えなが

できる範囲が限定されてしまったと自覚していることを
示している．「術後ずっと，万年下痢で．だから，一度
食事すると，ま，大体 3度ぐらい覚悟しとかんと．だか
ら，あの，努めてまあ，洋式のトイレのあるとこ．それ
から，家の近所で食事出ても，絶えずトイレのことばっ

表 3　食道切除術後患者の術後生活再構築過程を構成するカテゴリーと概念

コアカテゴリー カテゴリー 概念

生活圏の狭小化

予想をはるかに超えて苦痛と
化した摂食・嚥下行動

想像以上の食べにくさ

嗜好の変化

大幅な体重減少

苦痛を伴う吻合部拡張術の必要性

活動可能範囲の狭まり

トイレの場所を探しながら行動する

自信と意欲の喪失

体力の低下

意識的に一般社会と距離をとる

再建部の膨隆に対する違和感

時間が経過しても残る痛みと痺れ

人目を気にしながらの生活

再発・転移・新たな部位への
がん発症への怯え

再発・転移の不安を抱えながらの生活

長期的な健康維持への懸念

ほかの部位への新たながん発症への怯え

さらなる侵襲をもたらす術後補助療法継続の必要性

失職に伴う経済的困窮への懸念＊

元には戻りそうにない実感＊

誰にでも起こることかどうか思い迷う＊

食道の手術を受けたことの意義を自問する＊

今まで通り暮らしていくことの難しさ＊

命と引き替えに生活圏の狭
小化を受け入れ自分流の暮
らし方を獲得する

慣れる努力をしつつ自分流の
暮らしを探す

自分に合った食べ方を探し出す

逆流を防ぐための方策を探す

何度でも試す

時間をかけて変化に慣れる

これまでの生活を改め，健康
に留意した生活を送る

健康に留意しながら用心して生活する

定期的に外来を受診する

体力向上に向けて運動を行う

再発・転移のことを気にはかけつつ淡々と日常を生きる

命と引き替え＊

食べられなくなるのは当たり前＊

周囲の期待を回復への糧にする＊

食事にまつわる症状を他患と比べる＊

摂取可能量増加に伴う回復への期待＊

食べる量を増やすための試行錯誤を重ねる＊

時間の経過に伴う回復の実感＊

注）網掛け＊で表示した概念はカテゴリーと同等の説明力を持つ概念
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だけいい（と）思わないといけない（9）」
　『食べられなくなるのは当たり前』は，食道の手術で
あることから，術後に食べることに苦労するのは当然の
ことと捉えていることを示している．「当たり前だと
思った．もうそれは胃がなくなってるんだから，胃がと
られて前になっとる（食道に代用された）んだから食べ
られんようになるのは当然だなと（8）」
　『周囲の期待を回復への糧にする』は，家族，友人な
ど，自分を見守り励まし回復を期待してくれている人た
ちに応えるため，回復に向けて自分にできることを行わ
なくてはならないと認識していることを示している．
「むしろ僕の同級生なんかはね，（中略），僕が元気にな
るのを待ってくれてる（21）」
　『食事にまつわる症状を他患と比べる』は，自分が体
験している体重減少や症状がほかの同様の治療を受けて
いる患者にも起こっているのか，自分だけに特有の症状
なのかわからないが医療者には聞きにくく，ほかの同病
者と自分の症状を比較することで知ろうとすることを示
している．「僕は食べられるほうやないかなと思うんで
すよ．（中略），僕は手術した人の話を聞いた結果思って
るんです（21）」
　『摂取可能量増加に伴う回復への期待』は，食べるこ
とのできる量が増えることを回復の指標と捉え，摂取量
増加につれて回復への期待感が高まることを示してい
る．「味噌汁とか肉じゃがとか，ちょっと最近魚料理も
魚の味噌汁も食べれるようになってきたから．よくなっ
てきてるんじゃないかと．段々良くなってきよる（1）」
　『食べる量を増やすための試行錯誤を重ねる』は，摂
取量を増やすため，逆流の起こらない体位を工夫した
り，飲み込み方を加減したりなど，あれこれ試しながら
自分に合った方法を探している状況を示している．「こ
れ以上食べたらいかんなとか，これくらいのスピードで
ないといかんないうのは，まあ大体，まずわかってきま
したからね（2）」
　『時間の経過に伴う回復の実感』は，術後，時間が経
過するに従って手術に伴う影響が軽減していることを実
感し，今後さらに時間が経過することで，手術を境に変
化してしまった生活が改善されると期待していることを
示している．「1 年 2 年目の時まではだめでした．3年越
してからですね．自分の身体にもちょっと自信が付いて
きたというか．ある程度ね．運転もできますし（18）」

Ⅳ．考　察

　ここでは，得られた 2つのコアカテゴリーに焦点を当

ら生活していることを示している．「そういうこと（転
移，再発）が出てくるかこないか（1）」
　【慣れる努力をしつつ自分流の暮らし方を探す】は，
食生活を中心として術後すっかり変貌した生活行動全般
に何とか対処しながら，自分に合う方法を見つけだそう
としていることを示している．「ちょっと固いものとか．
消化悪そうやなとか，そういうもんはできるだけ食べな
いようにしてますけど（2）」
　【これまでの生活を改め，健康に留意した生活を送る】
は，飲酒・喫煙に代表されるこれまでの不健康な生活態
度を改め，健康に留意した生活を送ろうとしていること
を示している．「お酒の飲みすぎはしないこと，それか
ら，寝る前の食事はやめること，もちろん消化の悪いも
のは食べないこと，気をつけてます．散歩もね（18）」
　『失職に伴う経済的困窮への懸念』は，体力低下に伴
い退職を余儀なくされ，その結果，無収入になりはしな
いかと心配していることを示している．「これからは
やっぱりまた，経済的な．収入なかったら生活していけ
ませんから．それはやっぱり念頭にありますよ（20）」
　『元には戻りそうにない実感』は，体重減少を含めて
食道がん罹患前の健康体に戻ることはないとの認識を示
している．「普通に食べられるようになるのは，恐らく
なかなかないと思うんですよね．今の食べ方，食べる感
じではね（21）」
　『誰にでも起こることかどうか思い迷う』は，術後の
症状が，自分だけに起こっている症状なのか，同様の手
術を受けた多くの人が体験する症状なのかわからず，不
安に感じていることを示している．「今後に手術する人
には説明しておかないといけない．僕だけか，ほとんど
の人間がそうなのか（12）」
　『食道の手術を受けたことの意義を自問する』は，食
道切除術を受けたことが正しい選択であったとは言い切
れない気持ちになっていることを示している．「時に
よっては手術しないほうがよかったんかなって思う時が
ある（5）」
　『今まで通り暮らしていくことの難しさ』は，習慣化
され無意識に行ってきた日常生活行動の多くを意識的に
行なわざるを得なくなり戸惑っていることを示してい
る．「僕なんかがやっぱり早食いっていいますか，あん
まり噛まない習慣がありますから，何でも噛まないで飲
み込むんですね．お肉なんかでも，ぐっと飲み込んだら
つかえてしまって，後何にも食べれなくなる（10）」
　『命と引き替え』は，生きるためにはこの辛さを受け
入れるしかないという心構えを示している．「そりゃも
う，しゃあない．だから，家の皆が言うけど，命がある
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暮らし方を獲得する》がコアカテゴリーとして得られた
ことは，命を交換条件にするしかないほど活動範囲を制
限せざるを得ない辛い状況が対象者にもたらされている
ことを意味している一方，生きていることに感謝しなが
ら日々の生活を維持できるよう，時間をかけて試行錯誤
を繰り返し，自分流の生活様式を手探りで獲得しようと
していることを示していると考えられる．
　外見の変化は自尊心の低下を招くといわれている13）．
また，生活圏の狭小化は疎外感や孤立感を深めると考え
られる．さらに対象者は【転移・再発・新たな部位への
がん発症への怯え】を常に抱えていた．にもかかわらず
自分流の生活様式の獲得を促進させた要因は，『周囲の
期待を回復への糧にする』気持ちと『摂取可能量増加に
伴う回復への期待』，『命と引き替え』という心構え，お
よび『時間の経過に伴う回復の実感』であると考えられ
る．家族，友人など，自分を見守り励まし回復を期待し
てくれている人たちとの関係性のなかで対象者は病者と
しての自分の役割を認識でき，努力し，その結果もたら
された回復の兆しにまた希望を見出すという双方向性を
感じられたことで努力できたと推察できる．関係性のな
かで生きていく人間にとって関係性において育まれた希
望は対象者に生きる力を与えたといえよう．また，『命
と引き替え』という心構えは，転じて命への感謝の気持
ちとなり術後生活再構築過程を促進させる対象者自身の
意識内における引き金になったと考えられる．
3． 食道切除術後の回復過程において術後補助療法

を受けた患者の術後生活再構築過程を促進する
看護援助
1）生活圏の狭小化を最小限に食い止めるための看護

援助
　生活圏の狭小化は摂食機能低下に起因する多様な心身
の変化がもたらす結果であると考察した．予期的心配・
予期的指導14）は術後の適応を良好にするといわれている
ことから，術後の摂食機能低下とそれが引き起こす生活
上の変化，不快症状の内容とそれらの一般的な持続時間
などをイメージがわくように提示し，気持ちの準備をし
てもらい，同時にこれらへの具体的対処方法をあらかじ
め説明すること，および患者個々の自己管理能力をアセ
スメントし術後介入の見通しを立てておくことが必要で
ある．ただし術前自覚症状のない場合，患者に無用な恐
怖や心配を与える可能性があるため，説明は慎重に行う
必要がある．
　術後，摂食機能低下とそれが引き起こす日常生活上の
変化および不快症状が現実になった時には，患者個々の
詳細な状況は異なるため，1口の分量，飲み込み方，詰

てて考察することで，必要とされる看護援助への示唆を
具体的に述べる．
1．生活圏の狭小化
　《生活圏の狭小化》は，摂食機能低下に起因する体重
減少，外見の変化，体力・活動耐性・活動意欲の低下，
あるいは治療に起因する排泄場所確保への不安，不快症
状，などが重層的かつ相互に作用し合い，対象者が意識
的に自分の側から社会との距離を拡大させたことによっ
て引き起こされたと考えられる．
　体重減少は【予想をはるかに超えて苦痛と化した摂
食・嚥下行動】がもたらしたと考えられ，対象者は平均
10kgの体重減少を体験し『元には戻りそうにない実感』
を抱いていた．Martinら12）は，食道切除術後の体重減
少は長く続くと報告しているが本研究結果もこれを支持
していた．大幅な体重減少は外見の変化や羞恥心を生
み，摂食機能低下は体力および活動耐性を低下させる．
このことから対象者の活動範囲が狭くなったと考えられ
る．また，胸壁前皮下経路再建術では再建部の膨隆がさ
らなる外見の変化をもたらし，患者に人目を気にしなが
らの生活を余儀なくさせたと考えられ，これらが重なり
合って活動範囲を狭めたと考えられる．さらに，胃管挙
上による貯留能の低下がもたらすと考えられる頻回の下
痢も，栄養状態回復の遅延と体重減少につながるととも
に，概念『トイレの場所を探しながら行動する』が得ら
れたようにトイレ確保が気がかりで【活動可能範囲の狭
まり】がもたらされたと考えられる．さらに，補助療法
の施行は，これを受けられるほどの体力回復を意味する
一方，副作用や有害事象などによる再度の体力低下およ
び不快症状出現をも意味している．対象者は『今まで通
り暮らしていくことの難しさ』に直面しながらも『周囲
の期待を回復への糧にする』気持ちで『食べる量を増や
すための試行錯誤を重ねる』試みを続けていた矢先，補
助療法による体力低下や不快症状が『失職に伴う経済的
困窮への懸念』および【活動可能範囲の狭まり】を生じ
させ，ようやく抱きかけた回復への期待感が裏切られた
ような気持ちになり活動意欲も低下したと推察できる．
　生活の再構築に関する先行研究5）～9）は，生活行動の変
化は指摘しているが，生活圏の狭小化を報告したものは
見当たらない．本研究より明らかになった生活圏の狭小
化は，きわめて大きい身体侵襲のみならず外見の著しい
変化を伴う治療を受けた患者の生活再構築過程における
特徴的体験であるといえよう．
2． 命と引き替えに生活圏の狭小化を受け入れ自分

流の暮らし方を獲得する
　《命と引き替えに生活圏の狭小化を受け入れ自分流の
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た患者に限定し面接時点の術後経過日数は問わず結果の
一般化を目指した．今後は放射線療法，化学療法を主た
る治療法とした患者を対象として理論生成を目指す必要
がある．
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まり具合，下痢などの不快症状，術後補助療法がもたら
す副作用や有害事象などについて詳細に把握し患者個々
の状況に応じた具体的対処方法を専門的知識に基づいて
患者とともに考え，実施し，生活圏の狭小化を最小限に
食い止めることが重要である．
　また，外見の変化や下痢については，衣服の工夫，ト
イレマップの作成・提供，食べる速さなどを指導するこ
とも重要である．専門的知識に基づいた介入に不可欠な
のはチーム医療であると考える．患者の一番近いところ
にいて患者の日常の生活状況を最も詳細に把握している
看護師が調整役となり，医師，薬剤師，栄養士，言語聴
覚士などの専門性をつないで提供する専門的援助は，具
体的対処方法の提案にとどまらず，患者の中に『周囲の
期待を回復への糧にする』気持ちや苦痛との交換条件と
しての「命」ではなく命への感謝の気持ちを育み，術後
生活再構築過程促進要因となり得ると考える．
2）長期的・継続的な看護介入
　退院後 6年が経過した対象者であっても手術を境に抱
えた困難感を体験していた．このことは，Lagergren15）

の，食道切除術後 3年経過しても QOLは低下したまま
であったとの報告を支持していた．食道がん患者の 5年
生存率向上10）ともあいまって，食道切除術および術後補
助療法を体験した患者には長期的・継続的な看護介入の
必要性があるといえよう．
　長期に及ぶ術後生活再構築過程を促進するには患者自
身の気力の維持も不可欠である．まず食事量，回数，速
度，食後の体位，胸部の用手的マッサージなどを具体的
に提案し，わずかでも「食べる」楽しみを取り戻せ回復
への期待や回復の実感が得られるよう支援することが重
要である．さらに外来受診時や電話訪問によって患者の
辛い心情をよく聴き，頑張りを認め労うことである．対
象者は周囲の期待を回復への糧としていたことから家族
や友人に応援を求めることも必要である．また，術後生
活への適応促進にはピアサポートが有効とされている16）

こと，および食道がん患者は日常生活の支援に加えて回
復を促進するためのコミュニケーションを看護師に求め
ている17）といわれていることから，食道切除術および術
後補助療法体験者同士が会する環境設定や看護師も加わ
るがんサロンを運営することも患者の気力維持に有効と
考えられる．

Ⅴ．研究の限界と今後の課題

　本研究は対象を食道切除術および術後補助療法を受け
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Abstract

Postoperative Life Reconstruction Process of Patients who Received Adjuvant Therapy 

 during Recovery from Esophagectomy＊
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The aims of the present study were to clarify post-operative lifestyle restructuring by patients re-
ceiving adjuvant therapy during the post-esophagectomy recovery process and to obtain practical 
nursing suggestions. Subjects comprised 22 outpatients who had completed post-operative adjuvant 
therapy and who had been discharged from hospital for at least 6 months following esophagectomy 
for esophageal cancer. Semi-structured interviews were conducted during outpatient visits and data 
were analyzed using the modified grounded theory approach.

Results revealed that the process of post-operative lifestyle restructuring by patients receiving adju-
vant therapy during post-esophagectomy recovery could be explained by the core categories of ‘nar-
rowing of sphere of daily life’ and ‘accepting narrowing of sphere of daily life and acquiring a personal-
ized way of life in exchange for being alive’. This process began with the subcategory “realization of 
unlikelihood of returning to original state” caused by “considerably greater pain than expected and 
damaged eating and swallowing behavior”. Although some patients perceived this realization as “loss 
of eating ability is only to be expected”, others had mixed feelings of “self-questioning regarding the 
meaning of undergoing esophageal surgery” and “inability to decide whether this was something that 
could happen to anyone” but were satisfied by “comparing food-related symptoms with other pa-
tients”. Both of these patients groups talked at this stage about “exchange for being alive” and while 
facing “difficulty living life as before” they continually attempted “to increase their food intake through 
trial and error” with the feeling of “pressure to recover from surrounding expectations”.

However, these attempts were protracted compared to post-operative adjuvant therapy and this 
caused “anxiety regarding economic hardship caused by loss of employment” and “narrowing of func-
tional range”. However, through recalling their talk of “exchange for being alive” and objectively view-
ing their physical status, patients developed “realization of recovery over time” and “expectations of 
recovery accompanying increase in food intake capacity”. They acquired a new set of values compris-
ing “changing lifestyle to date” and “living a health-based lifestyle”, and by “searching for a personal-
ized way of life while trying to adapt”, they ultimately achieved lifestyle restructuring. Post-operative 
“fear of metastasis, relapse and cancer onset at a different location” constantly constituted a core part 
of the patient’s mental state.

Key words： esophageal cancer, postoperative life reconstruction process, adjuvant therapy, modified grounded 

theory approach
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