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　医療の発展に伴い先天性心疾患患者の 9 割が成人
期を迎えている（Shiina, Toyoda, & Kawasoe, et al. 
2011）。成人期は小児期と異なる新たな問題が明ら
かとなっており（丹羽，立野，建部他，2002）、移行
期医療は近年の重要な課題である。その中でも、成
人先天性心疾患患者は社会的自立の程度が一般に比

べ劣るとされているため（丹羽，赤木，市川他，
2011）、自立支援の確立は急務の課題である。移行期
医療における調査や支援整備は急速に加速しつつあ
る。しかし、医療における取り組みが中心であり、
社会的自立として経済基盤を支えるための就労その
ものにおいては課題視されているが、実態も課題も
見えにくい現状がある。
　成人先天性心疾患患者の就労率は調査により異な
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　目的：成人先天性心疾患患者（以下、患者）が、自分の疾患と向き合いながら、就職、就労継続を目指すプロセスを明ら
かにすること。
　方法：20 代～30 代の患者 9 名に半構成的面接を行い、修正版グラウンデッド・セオリー・アプローチを用いて分析した。
　結果：8 カテゴリー＜常態的にある心疾患＞、＜シビアな現実との対峙＞、＜自分の心臓への関心の高まり＞、＜わかり
合える人との出会い＞、＜自分の存在意義を見出す＞、＜自分の身体を大事にする＞、＜長く働き続ける努力＞、＜いつか
くる心機能悪化の予感＞、1 コアカテゴリー【人生の長距離ランナーを目指す生き方】が抽出された。
　結論：プロセスは重層的で循環し、疾患や人間関係を再構築し社会で生きる過程が描かれていた。患者が社会で居場所を
みつけ、自分らしい人生を歩むことができるために、看護師は、就職時期の疾患理解への再教育や存在意義の自覚を促して
いく必要性が示唆された。

　Purpose: To elucidate the process by which adults with congenital heart disease（hereafter, patients）seek employment, 
work, and continuing its career while coping with the disease.
　Methods: Semi-structured interviews were conducted with nine patients in their 20 s and 30 s, and the results were 
analyzed using a Modified Grounded Theory Approach.
　Results: In addition to the core category of living life as a long distance runner, we identified eight other categories: 
heart disease in its permanent state, facing harsh realities, increasing interest in my heart, meeting people who under-
stand, finding the meaning of existence, cherishing my body, trying to keep working long-term, and premonitions of heart 
function deteriorating eventually.
　Conclusion: The process of finding a job was multilayered and circular, requiring patients to rebuild relationships, and 
learn how to continue to survive and find their place in society. Nurses must promote an awareness of the importance of 
understanding the circumstances of the patients, as they seek employment and explore the meaning of existence.
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るが、例えば重症度が比較的高いチアノーゼ性心疾
患患者の就労率は 41％と低値との報告がある（落
合，池田，賀藤他，2012）。雇用形態は、障害者差別
解消法の施行に基づき障害者雇用促進法も改正さ
れ、障害者雇用枠の採用が約半数を占めている（落
合他，2012）。
　現在は社会福祉的な支援として、トライアル雇
用、ジョブコーチ支援なども制定され、障害者の職
場適応の促進がすすめられている。しかし、支援整
備がすすめられている一方で正規雇用者は半数以下
であり、安定した職が得られず十分な収入を得られ
ていない現状が明らかとなった（落合他，2012）。ま
た、外見上は疾患が見えづらく理解が得られ難いこ
とから、体調に合わせて業務量を調整することが困
難であり（落合，日下部，宮下他，2009）、就労は社
会的自立の大きな柱であるにもかかわらず、就職、
安定した就労を継続することは、成人先天性心疾患
患者にとって困難な現状がある。
　経済的問題は QOL に直結する問題であり（落合
他，2012）、多岐にわたる自立支援の中でも経済基盤
を支えるための就労支援は非常に重要であるにもか
かわらず難しい。
　先天性心疾患患者の心理的特徴として、周囲に依
存的で自分を過小評価していることが一般に比べ多
いと指摘されており（塚野，2011）、劣等感や対人関
係の問題など、小児期からの精神的葛藤が成人期以
降の精神状態、就労に影響することがあるといわれ
ている（丹羽他，2011）。依存的傾向から脱却し就労
を継続することは社会的自立において重要である
が、患者自身が就労とその継続で感じた困難感や継
続に影響する要因を語っている報告は少なく、具体
的にどのような支援が必要か明らかにされていない。
　以上より、本研究では、成人先天性心疾患患者が、
疾患と向き合いながら、就職し、就労を継続するプ
ロセスを明らかにしたいと考えた。プロセスの中で
生じる葛藤、疾患のとらえ方、周囲との関係性、精
神的な自立の変化の過程を明らかにすることで、就
労支援にとって貴重な資料となると考える。

　本研究の目的は、成人先天性心疾患患者が、自分
の疾患と向き合いながら、就職、就労継続を目指す
プロセスを明らかにすることである。

　本研究における「社会的自立」とは、自分自身の
疾患を理解した上で、自分で将来を選択し、経済的
な自立を得ること、とする。

1．研究デザイン
　質的記述的研究。

2．対象者
　研究参加への同意が得られた 20 代～40 代の成人
先天性心疾患患者であり、現在も定期的に外来受診
している患者を対象とした。困難な状況の中いかに
自立に向けて過ごしてきたかを明らかにするため
に、重症度の基準として定期的に外来受診している
患者とした。

3．データ収集方法
　データ収集期間は 2016 年 10 月～2017 年 6 月。イ
ンタビューガイドに基づき個別に半構成的面接を実
施した。面接内容は「基本的属性（疾患名、就業形
態など）」、「疾患に対する受け止め方」、「青年期にお
ける周囲との関係性や周囲への思い」、「疾患がある
ことで青年期に感じた葛藤、困難に感じたこと」な
どとし、同意の上 IC レコーダーにて録音した。

4．分析方法および分析手順
　面接内容の逐語録をデータとし、修正版グラウン
デッド・セオリー・アプローチ（Modified Grounded 
Theory Approach：以下、M-GTA とする）を用い
て分析した。
　青年期の困難や葛藤として語られた主たるものが

「就労」に関することであり、分析テーマを「成人先
天性心疾患患者が就職し就労継続を目指すプロセ
ス」、分析焦点者は「現在就労している、または就労
を目指している成人先天性心疾患患者」とした。分
析テーマを通してデータに着目し、具体例として 1
概念ごとに分析ワークシートを作成して概念生成し
た。類似例や対極例についても比較検討し、複数の
概念関係からなるカテゴリーを生成しカテゴリー相
互の関係を分析した。また、いくつかのカテゴリー
をまとめプロセスの中心としてコアカテゴリーを設

Ⅱ．研究目的

Ⅲ．用語の定義

Ⅳ．研究方法
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定し、結果図・ストーリーラインとしてまとめた。
なお、M-GTA に精通した研究者から分析手法を学
び、分析の妥当性と結果の信頼性の確保に努めた。
　妥当性の確保および客観的データ分析のため、全
過程において、小児循環器看護に携わった経験のあ
る看護師、質的研究の専門家からスーパーバイズを
受けた。また、匿名性確保の上、対象者 1 名にカテ
ゴリー名、結果図を確認してもらい、内容の妥当性
を確保した。

5．倫理的配慮
　本研究は、研究者所属機関の倫理審査委員会の承
認を得た。研究の主旨、目的、方法、面接内容、倫
理的配慮について、患者会代表者並びに研究対象者
に対し、研究協力に関して文書と口頭にて説明し、
同意書に署名を得た上で実施した。面接中に不快感
が表現された場合は中断し、心理的負担の内容につ
いて傾聴・受容に努め、再開・中止については研究
対象者の意思を尊重して決定することとした。
　なお、本研究における利益相反はない。

1．研究対象者の概要
　20 代～30 代の成人先天性心疾患患者に研究依頼
し、同意が得られた 9 名に半構成的面接を行った。
面接回数は 1 回、面接時間は平均 94 分であった。対

象者の概要を表 1に示す。

2．分析結果
　成人先天性心疾患患者が就職し就労継続を目指す
プロセスとして、21 概念、8 カテゴリー、1 コアカ
テゴリーが生成され、全体的な関連について結果図

（図 1）とストーリーラインにまとめた。コアカテゴ
リーは【　】、カテゴリーは＜　＞、概念は“　”を
用いて表す。

3．全体像としてのストーリーライン
　成人先天性心疾患患者（以下、患者）は、病気は
生まれつき、病気であることが普通、大丈夫だと
思っていた、という思いから自己の疾患に楽観バイ
アスをもち、“特別視しない心臓病”という認識が
あった。また、疾患の内容よりも名前を学び、“呪文
のように覚える病名”という経験を通して＜常態的
にある心疾患＞をもちながら幼少期を過ごしていた。
　思春期以降は、周囲の視線を感じて人間関係の構
築に悩み“秘密にしたい心臓病”という思いがあり
ながらも、病状変化や就職活動などを契機とし、体
力の限界を再認識した“つきつけられる限界”を迎
える。就職では“先天性心疾患の社会的認知度の低
さ”を痛感するとともに、職場とうまく調整できず

“無理と言えずにオーバーワーク”をして体調を崩す
ことがあり、自分の疾患と向き合わざるを得ない
＜シビアな現実との対峙＞を迎えた。

Ⅵ．結　果

表 1　研究協力者の概要

協力者 地域 性別 年齢 主心疾患名 手術歴 ペース
メーカー 就業形態 転職 婚姻

A 甲信越 男 30代 完全
大血管転移症 有 無 障害者

雇用 有 既婚

B 中国・四国 女 20代 単心室症 有 有 障害者
雇用 無 未婚

C 関東 男 20代 単心室症 有 無 障害者
雇用 無 未婚

D 中国・四国 男 30代 ファロー四徴症 有 有 普通雇用 有 未婚

E 中国・四国 女 30代 僧房弁
閉鎖不全症 有 無 障害者

雇用 有 未婚

F 中国・四国 女 20代 完全
大血管転移症 有 無 障害者

雇用（内定） 無 未婚

G 甲信越 女 30代 完全型
房室中隔欠損症 有 無 普通雇用 有 未婚

H 関東 男 30代 完全
大血管転移症 有 有 障害者

雇用 無 既婚

I 甲信越 男 30代 ファロー四徴症 有 無 障害者
雇用 無 既婚
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　この経験を通し、疾患の理解不足や、同僚らに疾
患や体力、運動制限を理解してもらう必要性を痛感
する。能動的に疾患についての知識・情報を求めた
い思いが強くなり＜自分の心臓への関心の高まり＞
に至った。さらに、高まりの中で＜自分の存在意義
を見出す＞ことや＜わかり合える人との出会い＞が
後押しとなり、＜自分の身体を大事にする＞が形成
された。これが今後の生き方を見つめ直す起点とな
り、就職だけではなく就労継続を目指そうとする

【人生の長距離ランナーを目指す生き方】が形成され
た。この切り替えにより、心疾患と付き合って生き
ていく覚悟が芽生え＜長く働き続ける努力＞につな
がっていた。
　疾患と向き合い気持ちを切り替えることは、就労
継続を目指す重要な分岐点であるが、＜いつかくる
心機能悪化の予感＞を覚悟する一方で不安はつきま
とい、限界との対峙を繰り返しつつも心身のメンテ
ナンスを続けて就労継続を目指し歩んでいくプロセ
スがあった。

4．プロセスを構成する要素
　概念生成の根拠となったデータの一例を示し、プ
ロセスに沿って構成要素を説明する。データは特徴
的なセンテンスのみ抜粋、要約した上で、ゴシック
体で表記した。
1）＜常態的にある心疾患＞

　患者は「物心つく頃には、心臓が悪いっていうの
はわかって生きてきた。それが当たり前。（A）」と、
幼少期から心疾患の自分が当たり前だと感じてい
た。また、自信のない運動負荷はチャレンジしてか
ら判断し、探り探り自分の体力を知る体験を重ねて
いた。幼少期の手術以降は比較的体調がよい時期を
過ごし、疾患をあまり意識せず何となく大丈夫と楽
観的に見積もる傾向があり、疾患を自然に受け入れ
つつ特別視せずに過ごしてきたことが明らかとなっ
た。また「物心ついた時にはわけもわからぬまま
ファロー四徴症という単語だけ覚えた。（B）」とい
う語りから、病名は知っていたが具体的なイメージ
はついておらず“呪文のように覚える病名”という
認識であった。以上二つの概念を通して＜常態的に
ある心疾患＞があった。

図 1　成人先天性心疾患患者が就職し就労継続を目指すプロセス
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2）＜シビアな現実との対峙＞
　集団生活が始まると周囲に引け目を感じるように
なる。自分を受け入れてくれるか相手の反応を不安
に思い、病気や制限を伝えることに躊躇し、隠した
い、特別視されたくない“秘密にしたい心臓病”に
至った。その一方で「薬飲まなきゃいけなくなり、
やっぱり自分の心臓からは逃れられないんだなって
精神的にまいった。本当に心臓が悪いっていうの
を、子どもの頃以来久しぶりにぐいぐい押し付けら
れて。（A）」と、加齢に伴う病状変化を契機に、心
臓病である現実を再認識させられる“突き付けられ
る限界”があった。疾患により将来の夢が制限され、
妥協せざるを得ない現実と直面し大きな葛藤があ
り、否が応でも心疾患患者である現実に向き合わざ
るを得ない状況があった。
　就職活動では「障害者枠（の雇用）って（情報が）
全然こないし、どう探したらいいかずっと困って
て。ハローワークに足を運んで（障害者雇用の求人
や面接）情報を教えてもらった。（B）」と情報が少
ない現状に困惑し自ら求めて動く努力があった。ま
た、障害者雇用にもかかわらず肉体労働が課せられ
るなど“先天性心疾患の社会的認知度の低さ”を痛
感し、就職の難しさに落ち込む時期があった。就職
後は障害者雇用制度の不十分さを感じるとともに
「障害者枠で入ったんだから無理ですってはっきり
言えばよかった。できないことをはっきり言える訓
練を自分でしたことない。それでからだを壊して辞
めて。（A）」と、できる・できないを明確に伝える
ことができずに苦しみ、無理をして体調を崩す“無
理と言えずにオーバーワーク”というつらい経験を
した。以上四つの概念から、疾患に向き合わざるを
得ず、さらに内部障害が周囲の理解を得づらいこと
を実感した＜シビアな現実との対峙＞を経験した。
これは教訓となり、現状に危機感をもち将来の生き
方を模索する時期を迎えることになる。
3）＜自分の心臓への関心の高まり＞

　将来を見据えた時「（今後を考え）病気や状態を
ちゃんと把握してないと、まあいっかじゃ済まない
だろうって。（H）」と、“病気の理解不足に気付く”
ことで危機感を覚えた。さらに「ファロー四徴症の
単語じゃなく四徴がどんな状態かも調べた。病気に
目を向けた転機です。（D）」と、疾患理解の必要性
を感じ、“自分の病気のことを自分から知りたいと
思う”認識が芽生えていた。また、疾患と向き合う

時はおのおのに訪れる“おのずと訪れる心臓病をも
つ自分と向き合う時期”があり、その時期にいかに
自ら情報や説明を求めることができるかが大切だと
考えた。以上三つの概念から＜自分の心臓への関心
の高まり＞が構成され、疾患への意識が大きく変化
し、今までの受動的な理解から自ら知識を求め行動
する能動的な疾患理解に移行していた。
4）＜わかり合える人との出会い＞

　疾患に関心を向けたことで“同じ立場の人々との
出会いを求める”があり、情報や意見を共有し合え
る仲間やつながりを求め、患者会に参加するように
なっていた。また、落ち込む時は、支えてくれる人
から温かい激励があったことで背中を押されて前を
向くことができ、“親身にかかわってくれる人との
出会いで前を向く”を経験した。以上二つの概念か
ら、心臓への関心の高まりを支え後押しする＜わか
り合える人との出会い＞が構成されていた。
5）＜自分の存在意義を見出す＞

　「ライフイベントを乗り越え、普通の幸せを積み
重ねている（自分の）姿を見せるのは、皆（後輩患
者や家族）が安心する材料の一つになるんじゃない
かな。（A）」という語りから、就職、結婚などのラ
イフイベントで“これからの自分の人生における目
標ができる”ことが、今後の人生の原動力になって
いた。また、成人し社会生活を送る自分だからこそ
できることとして、幸せな現在の姿を後輩患者や家
族に知ってもらうことが今後の自分の役割だと感じ
ており、“成長した姿を後輩患者に見せる意義”が
あった。以上二つの概念から＜自分の存在意義を見
出す＞が構成され、周囲に支えられ価値ある生き方
をしようと考えるようになっていた。
6）＜自分の身体を大事にする＞

　「オーバーワークして潰れかけた。職場にも迷惑
かけたので社会人としていけないだろって。それな
ら自分のできる範囲で（仕事をしようと思った）。長
い目で自分ができる精一杯。今できる精一杯じゃな
くて。失敗から学んだ。（D）」と、周囲と調整がで
きずに無理をして体調を崩した経験から、“自分を
守るための早めのセーブ”という認識が生まれた。
また、今だけではなく継続して長く働き続けること
が重要であるという視点をもち、“仕事量と身体の
折り合いを考える”ことがわかった。さらに、周囲
と足並みを揃えなくても自分は自分と開き直ること
ができ“自分は自分でいいんだと心が軽くなる”に
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至った。以上三つの概念から、＜自分の身体を大事
にする＞が構成され、これまでの変化を通し、でき
ることをしようという考えと、できないことはでき
ないという考えの間で、自分自身の限界を見極めて
いた。そして、就労継続のためには自分を大事に思
う気持ちが重要だという認識に至り、心疾患と付き
合いながら生きていく覚悟が芽生えた。＜自分の心
臓への関心の高まり＞からの動きをプロセスの中心
として、コアカテゴリー【人生の長距離ランナーを
目指す生き方】が形成された。
7）＜長く働き続ける努力＞

　コアカテゴリーが分岐点となり、将来をみつめ、
やりたいことよりも自分に合う方向を選択し“体調
優先の働き方へシフト”し、気持ちに折り合いを付
けた。また“積極的な自己発信の努力”をし、疾患
による制限などは、正直に積極的に伝えることを心
掛けた。さらに「オンリーワン、これだけは負けな
いっていうものを作る。皆と同じじゃなく、自分し
かできないものを作る。（H）」と、できることに注
目し役割を見つけ担う意識が芽生え、自分だけの強
みを作る努力をした。この行動で周りの態度も変化
したと感じ“オンリーワンの役割をもつ”に至る。
以上三つの概念から、就労継続を目指し努力を積み
重ねた＜長く働き続ける努力＞が構成された。
8）＜いつかくる心機能悪化の予感＞

　疾患を理解し将来を見据える一方、加齢に伴い体
力が落ち、できないことが増えてくることを予感し

“漠然と予測する加齢に伴う心機能の低下”に至る。
しかし、悲観的ではなく、「ベストな時期に手術がで
きたのは、定期的に受診して心臓のメンテナンスを
続けていたから。だから機会を逃さずに、一番よい
時期を判断してもらって手術を受けることができ
た。（A）」と、自分を大事にするからこそ、限界を
再認識し気を引き締める必要性を実感していた。

【長距離ランナーを目指す生き方】から＜長く働き続
ける努力＞への流れは、疾患とともに生き、就労継
続を目指すプロセスの到達点であるが、停滞せず、
これに続く＜いつかくる心機能悪化＞の段階に備え
ができるようになっていた。そして、今後も現実と
の直面を繰り返しつつも、心身のメンテナンスを続
け、就労継続を目指し、歩んでいくプロセスが明ら
かとなった。

1．�＜常態的にある心疾患＞から＜シビアな現実と
の対峙＞の段階

　集団生活から社会生活の転換期は＜シビアな現実
との対峙＞の段階であり、就労を契機に、疾患、限
界と対峙し、社会的自立の上で重要な時期であるこ
とが明らかとなった。先天性心疾患患者の疾患認知
において、櫻井（2016）は、疾患理解は漠然として
おり、自己管理への目的意識が薄れ日常化している
と報告した。これは本研究の＜シビアな現実との対
峙＞の前段階である＜常態的にある心疾患＞の状態
と合致しており、社会に出るまでは、疾患に関する
深い理解と受け止めをしていなかったことが推測さ
れた。
　今回明らかになった、就職活動・就労を契機とし
た＜シビアな現実との対峙＞から＜自分の心臓への
関心の高まり＞は、支援を考える上でもターニング
ポイントと考えられた。なぜなら、学習意欲を規定
する学習者の二つの要素「内容が理解できる能力」
と「学習内容の興味関心」の条件が揃った時期とな
り（溝上，1996）、本人が疾患を正しく理解できる最
適な時期と考えるからである。早い段階から患者本
人に説明を行うことが疾患の理解と受容促進につな
がるとした報告（落合他，2009）があるが、あまり
に早期の教育は、本人の認知能力も病気への関心も
まだ十分に育成されていないことがある（久保，中
澤，丹羽，2016）。そのため、「内容が理解できる能
力」が整い、「自分の病気を知りたい要求」が高まる
就職活動時期にこそ、再度患者教育を行うことが有
効であることを、新たな知見として明らかにするこ
とができた。患者自らが学習を求めるタイミングを
見逃さずに情報提供ができることが、疾患理解への
躍進となり、今後の人生の方向付けを検討する契機
になると考える。
　加えて、本研究では、予測を含めた疾患理解の不
十分さが原因で、残業や肉体労働を断ることができ
ず無理をして体調を崩し、結果的に就労継続を断念
するという悪循環が明らかになった。したがって、
患者が「知りたい」と発信する時期に適切な支援に
つなげていけることが、疾患理解の促進だけではな
く、体調管理と就労継続に重要であると推察された。
　また、患者は思い描いていた将来展望が揺らぎ進
路の変更を余儀なくされるとともに、周囲の理解不

Ⅶ．考　察
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足により働きづらさを痛感し、さまざまな困難や苦
悩をかかえていた。特に、社会の理解不足や障害者
雇用に関する情報の乏しさが就職活動に与える影響
は大きく、情報を取得するために手探りでアクセス
し努力している実態があった。先行研究（落合，檜
垣，賀藤他，2015）では必要とする医療制度として

「就労相談」が高く支持されており、就労に関する支
援のニーズは非常に高いことが示されている。
　以上より、就職活動時期を迎える患者にとって、
医療の就労に向けた支援が不足している現状が明ら
かになり、今後は就職情報の提供体制の見直しや専
門職による相談体制の確立などの必要性が示唆され
た。

2．�【人生の長距離ランナーを目指す生き方】から
＜長く働き続ける努力＞の段階

　患者らにとっては、困難な状況の中、将来像を再
構築し、無理せずに長く働き続けていくことを目指
す価値観の変容は、就労継続を目指す上で重要なプ
ロセスであり、これには、自分の役割や居場所の確
立が大きく影響していた。
　本研究では、患者は今までの感謝とともに「今後
は自分が周囲や次世代に還元できる存在でありた
い」と希望をもっていることが明らかになり、自分
の存在意義を明確にした一因であった。また、家族、
友人、患者会の絆は、ありのままの自分を認めても
らえる貴重な機会となっていた。
　木下（2013）は、「心の居場所」を「個々が存在感
を実感することができ、精神的に安定することので
きる居場所」としている。社会や集団における自分
自身の居場所の実感こそが、長期的視点で就労スタ
イルを検討する契機であり、社会生活の中で安心し
て就労を継続できる重要な要因と推測される。居場
所を確立するためには、他者との関係を通じて自分
の存在価値を自覚する自己有用感の高まりが重要で
あると考える。自己有用感は自尊感情とも高い相関
をもつことが報告されるが（石本，2010）、患者の就
職活動、就労継続の場においては、自尊感情が低下
をきたす場面は数多い。自分の役割を見出すことは
自己有用感に大きく影響するため（石本，2010）、い
かに役割を見出せるかが【人生の長距離ランナーを
目指す生き方】の手がかりになると考える。自分の
居場所づくりには、前述の自己有用感だけではな
く、本来の自分を保つことも影響しており（石本，

2010）、患者が存在意義を自覚し、自分らしく過ごす
ことができる環境の整備が求められる。
　存在意義の自覚や肯定感は、就労する患者の自信
となり、職場における役割を見出す一助となった。
したがって、就労継続には「できないこと・限界」
などのマイナス面の発信だけではなく、自分にしか
できないような強みや役割を自ら作る“オンリーワ
ンの役割をもつ”努力が必要になると示唆された。
障害者雇用では、雇用されうる能力を育成すること
が重要である（一般社団法人全国心臓病の子どもを
守る会，2016）と指摘されており、患者側が職業人
としての意義や職場への貢献について意識的に取り
組む努力は、非常に意義があると考える。また、患
者が安心して自己開示できる環境としてソーシャル
サポートの重要性があげられており（石河，2008）、
患者側の努力だけではなく、雇用者側のサポートや
理解の程度によって、就労状況は大きく左右され得
る現状が推察された。

3．＜いつかくる心機能悪化の予感＞の段階
　【人生の長距離ランナーを目指す生き方】の段階を
経ても、将来への不安が消失したわけではない。先
天性心疾患の特性上、死の意識や予後に対して不安
をかかえており（落合他，2009）、不整脈の出現や再
手術は生命予後にかかわる重大な出来事である。
　シビアな現実は解決できる問題ではなく、むしろ
徐々に低下する体力の自覚によって、何度も立場の
揺らぎに直面しなければならない。しかし、本研究
では、新たな示唆として、予後への不安ばかりでは
なく、将来を見据えるからこそ、今後起こり得る予
測ができており、事前に体調変化や再手術などの心
づもりができる、前向きな考えとしてとらえている
ことも明らかとなった。予測に基づき事前に対応策
を取り、心身のメンテナンスを生涯続けていくこと
が、再び自分の居場所を探すことにおいて重要なス
テップであると考える。
　また、疾患理解や自覚症状の乏しさなどが原因で
ドロップアウトする患者は一定数存在し、成人先天
性心疾患診療において大きな問題となっている（中
川，鎌田，石口，2014）。＜いつかくる心機能悪化＞
に備えて、適切な時期に適切な治療を受けられるよ
うに、医療とつながり続け、心身のメンテナンスを
続けていくことが重要であると示唆された。
　看護師は対象を予測的にアセスメントしてかかわ
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ること、患者自身が将来的に起こり得る可能性につ
いて長期的に見通せることを目指した教育的支援を
行うことが重要であると考えられた。

4．看護への示唆
　常態的に心疾患があった小児期の患者は、まずは
できるかどうかチャレンジし、その中で自分の身
体、体力がどうなのかを体感的に学んでいた。その
ため、実体験や体調を振り返り、疾患を関連付けて
説明していくことが、現実との直面を乗り越えるた
めに有効だと推察される。さらに、外来受診などで
は「学びたい」思いを的確にキャッチし、疾患理解
教育につなげることが重要であると考える。また、
役割意識や自己有用感は就労における居場所の確立
へとつながるため、患者会の紹介や、先天性心疾患
をもつ乳幼児期の子どもの親や、学童・思春期の患
者に向けて、成人患者が傾聴し、自分自身の経験か
ら得たアドバイスを伝える場を提供することは、存
在意義を見出すための支援の糸口になると考える。
　就職活動の困難には多くの語りがあり、利用可能
な制度の説明や相談窓口の紹介などの情報提供の見
直しに加え、障害者雇用拡大のために、雇用する側
である職場に対する先天性心疾患の啓発活動の重要
性が示唆された。さらに、先天性心疾患は定期受診
や管理を怠った場合、不可逆的に身体状況が悪化す
る可能性がある（中川他，2014）。QOL を維持した
自分らしい生活を送るために、生涯にわたり医療と
の関係を切れずに続けることが重要であり、早期か
ら患者に伝え、認識してもらうことが必要だと考え
る。
　また、今回の対象者は就労を目指し全員が雇用さ
れており、さらに自ら自己開示ができる健康状態で
あった。このことから、身体状況が就労・就労継続
に影響を与える可能性が推察され、患者一人ひとり
の疾患の重症度や健康状態に合わせた支援の必要性
が示唆された。

　成人先天性心疾患患者 9 名から得たデータを
M-GTA を用いて分析した結果、八つのカテゴリー
と、コアカテゴリー【人生の長距離ランナーを目指
す生き方】が生成された。成人先天性心疾患患者が
就労継続を目指すまでのプロセスは重層的かつ循環

しており、自分自身の体調や周囲との関係性を構築
しながら、社会で生きていく過程が描かれていた。
　疾患を含めた自己概念の揺らぎに直面し、克服す
るために努力し取り組む姿から、看護師は患者を全
人的にアセスメントし、就職活動時期における疾患
理解の再教育や、存在意義の自覚の促しなどを通し
て、患者が社会の中で居場所を見つけ、自分を大切
に、自分らしい人生を歩むことができるようにかか
わることが、より一層必要であると考えた。

　本研究は患者会を通じて対象者をリクルートした
ため、疾患に対する意識が高い集団であると考え
る。また、全員が就職や就労継続しており、結果の
適用は同じ条件の対象者に限定される。今後の課題
は、対極事例の検討のために、就職や就労継続が困
難な状況にある患者へ調査対象を広げ、さらに分析
結果の妥当性や事実性などを高めていくことである。
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