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がん患者のうつに関する文献検討

青柳道子溝部佳代

(北海道大学医学部保健学科看護学専攻)

A Review of Literature about Depression in Cancer Patients 

恥1ichikoAOY ANAGI， Kayo恥lIZOBE

(Division of Nursing， Department of Health Sciences， School of Medicine， Hokkaido University) 

要旨

がんと共に生きる人々がその人らしく生きて行けるために，精神的援助の重要性が強調されている。

そこで，がん患者のうつについての研究動向を明らかにし，看護実践の質を向上させる看護研究の課題

を検討するために，過去10年間分の文献検討を行ったところ，以下のこと が明らかになった。

1. 1うつ」と「がんJをキーワードとして，看護分野におけるがん患者のうつに関する文献検討を行っ

た。原著18件を検討したところ，研究の内容は， うつの実態把握と関連要因の研究，介入プログラムに

関する研究，他の概念との関連性についての研究に分類された。

2. がん患者のうつに対する看護の現状を明らかにすることと， うつに関連する身体的，社会的，心理

的な要因それぞれについて具体的な介入方法とその効果に関する研究の蓄積が必要で、ある。

3. 積極的な治療の時期だけではなく，終末期におけるうっとその看護に関する研究の必要性がある。

4. 患者の家族に対する看護内容の検討が必要である。

5. うつの測定尺度は，がん患者の身体状況を考慮して選択されるべきである。

キーワード:がん患者， うつ，精神的援助，がん看護，文献検討

1.はじめに

わが国では，がんの粗擢患率は1975年以降男

女とも増加し続けており(国立がんセンターが

ん対策情報センター a)， 2000年では推計で約

54万人が新たにがんと診断されている(国立が

んセンターがん対策情報センター b)。

がんの催患率は上昇しているが，がんに対す

る様々な治療の進歩と，治療成績の向上により，

これまでのように「がん=死」ということを意

味しなくなってきている(明智， 2003)。すな

わち，がんは慢性疾患となりつつあり，がんと

共に生きる人々への看護支援が必要とされてい

る。遠藤(1999) は， 1986年に米国で打ち出さ

れた，がんサーバイパーシップという概念には，

「がんと共に生ある限り自分らしく生きるJと

いう意味が込められており，がん患者と家族は，

日々を大切にして今を十分に生きるその“プロ

セス"を大切にするということがその概念の真

髄になると述べている。このように，がんと共

に生きる人々に対しての看護は，治療のみに目

を向けるのではなく，彼らの生命の質を高める

ための援助を求められている。

一方，がん患者の30%-----40%にはうつ病や適

応障害(心因反応)が合併するといわれている

(保坂， 2001)。それにも関わらず， 日本では全

がん患者のうち精神科のコンサルテーションを
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受けるのは0 .3~ 3 %であり，治療が必要な患

者の大半が軽症に見積もられるか，非専門家が

対応しているのが現状である。またがん患

者の精神状態はがんに伴う正常範囲の反応と判

断されがちJ (恒藤， 1999) であり，重篤化す

るまで適切なケアや治療が必要だと判断されな

い場合もある。うつはがん患者と家族の生命の

質を低下させるものであり，適切な看護が必要

である。

本研究では，がん患者のうつについての研究

の動向を明らかにし，看護実践の質を向上させ

るための看護研究の課題を検討する。

II. 研究方法

1 うつの定義

斎藤ら (2000) は「抑うっという用語は，①

症状(憂うつ感，悲哀感などの抑うつ気分)を

表す用語として，②症状群(うつ状態)を表す

用語として，③疾患単位(うつ病)を表す用語

として幅広く用いられているJとしている。ま

た，恒藤 (2001)によると「日本語における抑

うつは状態名であり， うつ病は病名であるが，

日本では混同して使用されていることが多い」

ことから，今回は検索に用いた「うつ」は，抑

うつ気分， うつ状態， うつ病の全ての概念を含

む言葉として使用した。

2. 文献収集と検討の方法

文献検索は，医学中央雑誌WEB版(1983年

~2006年)を用いて， 2006年 2月末に行った。

キーワー ドとして 「うつ」と 「がんJを用いた。

今回は看護分野での研究の課題に着目したため，

更に「看護J分類，原著論文に絞って検索を行っ

た。その結果38件が該当した。筆頭研究者が看

護者でないものを除外し，研究報告の形式をとっ

ていること，データが示されていること，分析

方法が明確であることを条件に文献の選抜を行

い，最終的に18件を分析対象とした。

III.結果

分析対象となった文献の研究内容および研究

対象の件数を表 1に示す。うつの実態把握と関

連要因の研究が12件 (67%) と大半を占め，次

に介入フ。ログラムに関する研究が 4件 (22%)， 

他の概念との関連性についての研究が 2件

(11 %)だ、った。 18件中17件の文献において患

者を対象として研究が行われていた。 14件の研

究においてうつを測定するために 1つないし 2

つの尺度が使用されていた。その内訳を表 2に

示す。以下に，それぞれの研究内容ごとに検討

を行っていく。

1 . うつの実態把握と関連要因に関する研究

研究対象者は入院患者が 4件で，外来患者お

よび在宅患者が 7件だ、った。患者以外を対象と

表1 研究内容および研究対象

n=18 

研究内容 件数(割合) 研究対象 件数

入院患者 4 

うつの実態把握と関連要因 12 (67%) 外来患者・在宅患者 7 

患者・家族の手記

入院患者

介入フ。ログラム 4(22%) 入院前~入院後の患者 2 

通院患者

他の概念との関連性 2 (11 %) 
入院患者、外来通院患者、健康者

退院後の患者
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表2 うつの測定のために使用された尺度

n=18 

尺度名 使用件数

POMS 5 

SDS 3 

つらさの寒暖計 2 

SRQ-D l 

日本版GI-IQ28

SRS-18 1 

DAMS l 

TI-II 

した研究は，関戸ら(1997) が患者や家族が書

いた手記を分析した 1件で、あった。

入院患者を対象とした4件は全て放射線治療，

化学療法，手術などの治療前から後における患

者の心理変化を捉えたものである。外来および

在宅患者を対象とした 7件の対象者の内訳は，

外来での化学治療を受けている患者を対象とし

た研究が 2件，告知の前後の心理状態に関する

研究が 2件，その他 3件である。がんの治療が

患者の心理状態に与える影響を把握しようとし

た研究が多い傾向にあった。また，入院中だけ

ではなく，退院後の患者の心理状態にも関心が

向けられていることがわかる。

患者のうつの程度の把握のために， 12件の研

究中 8件で尺度が使用されており， POMSが2

件， SDSが2件，つらさの寒暖計2件， SRQ-D， 

日本版GHQが各 1件で使用されていた。つら

さの寒暖計の 2件は同施設で、の研究だ、った。残

りの 4件は質的研究で，キュブラー・ロスや柏

木の死に関する心理過程が分析に用いられてい

た。他には内容分析などが手法として用いられ

ていた。

1)うつの発生率

うつの発生率に関して，鈴木(1997) は肺が

ん切除後の 3割弱の患者にうつ傾向や不安傾向

があることが推察されると結論づけている。白

田ら (2006) の食道がんの術後 1年以上経過し

97 

た患者を対象とした研究でも，約 3割の患者が

何らかの精神的問題を持っているとされ，中等

度以上の症状と判断されたうつ傾向は 7人

(8.8%) ，軽度のうつ傾向は12人(15.0%) だ、っ

たと報告している。板垣ら (2006) は，入院当

日及び退院の 2~3 日前につらさの寒暖計を用

いてうつ状態を把握したところ，スクリーニン

グ値を超える患者の割合は入退院時ともに40%

だ、ったと報告している。小川ら (2005) は外来

化学療法中の患者の自由記載の内容の 7%に

「抑うつj に分類される内容が記載されていた

と示している。

堀口ら (2001)は，告知に対する受け止め方

をキュブラー・ロスの心理過程を，関戸ら

( 1997)は患者や家族の手記を柏木の心理過程

を用いて分析しているが， うつを含めた心理過

程は，必ずしも段階の通りに進むわけではない

ことを両者の研究が示している 。関戸ら

(1997)の研究では 4事例中 2事例ではうっ

状態、は見られなかった。

2) うつの関連要因

(1)身体的要因

吉田ら (2003) は，肺がんで化学療法を受け

ている患者が，治療の回を重ねるごとにPOMS

尺度の抑うつ尺度の平均値が低下していった，

すなわち抑うつが軽減したことを報告した。し

かし，それは治療の内容や副作用によって異な

るようである。贋井ら (2005) は，放射線化学

療法治療開始後3週間目~休止中にうつ傾向が

強くなると示しており，副作用が出現すること

が影響していると指摘している。同様に，身体

的要因とうつの関連が他にも指摘されている。

小津ら (2000)は適応障害またはうっ状態となっ

た原因のひとつに，身体症状による苦痛を，ま

た悪化要因に，症状の出現・悪化と体力の低下

があると報告している。前田ら (2005) は婦人

科がん体験者において，不定愁訴，排尿・排便

の障害が，白田ら (2006) は食道がん術後の患

者では，身体の調子や，体力の問題，食事のつ

かえる感じ，感官，嚇下困難，吐き気といった
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症状が影響を及ぼしていることを示した。

(2 )社会的要因

性別では，女性に抑うつの割合が高いと報告

されていた(板垣ら， 2006;千崎， 2001)。

前田ら (2005) によると，青壮年期では職業

の制限と底痛に伴う活動制限が，中老年期では

家事の制限が抑うつ傾向を強くする要因となっ

ていた。小津ら (2000) も，小さい子どもの将

来の心配や家族への心配，脱毛により今までの

社会生活を営めないことがうつの原因や悪化要

因であるとしていた。杉井ら (2005) は，術前

告知を受けた患者につらさの寒暖計によるスク

リーニングを行い，その後に電話や面談による

相談を行ったが， 50代では病気のこと以外に，

家庭や家族のことが相談の内容であった。以上

のことから，がんによる治療やその後の後遺症

によって，これまでの社会における役割を果た

せないことが， うつを悪化させる要因であるこ

とが示唆された。

また，前田ら (2005) は配偶者や親戚との関

係性がうまく行かないことが抑うつ傾向を高め

る要因になっていると報告していた。小津ら

(2000) はサポート資源の不足や医療者への不

満・不信感をうつを悪化させた要因としており ，

患者の周囲の人々のサポートの良し悪しが患者

のうつ状態に影響を与えることが示唆される。

(3 )心理的要因

小津ら (2000)は，適応障害またはうっとなっ

た原因や悪化要因に，死への不安，病気へのと

らわれ，将来への希望を持てないこと，死が身

近にあるという精神的疲労感をあげていた。

2. 介入プログラムに関する研究

介入プログラムに関する 4件の研究は，患者

の入院前から手術後，退院後までを対象とした

研究が 2件，外来通院中の患者を対象とした研

究が 1件，化学療法のための入院患者を対象と

した研究が 1件だ、った。介入フ。ログラムの評価

として，全研究でうつに関する尺度が使用され

ており，その内訳はPOMSが 3件， SRS-18と

DAMSが 1件ずつだった。
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川口ら (2002) は，子宮がん・卵巣がんの手

術後に化学療法を繰り返す患者に対して 3回

の患者会を行い， POMSの変化を調査した。そ

の結果抑うつ 落ち込み」が改善し，患者

会の前後で有意差が認められた。下校ら

(2003) は造血器腫蕩患者を対象に 5回のセッ

ションを行い，川口ら (2002) と同様にセッショ

ン前後でPOMSの「抑うつ」に有意な得点の改

善が見られたことを報告している。鈴木

(2005) は3 乳がんと診断され，手術に臨む女

性に対して，術前~術後にかけて4回のセッショ

ンを行った。病期がE期以上のグノレーフ。で，セッ

ションを受けた群は，非介入群と比較して，抑

うつ・落ち込みが介入前よりも介入直後，介入

1ヶ月後において改善していたことを示した。

上記 3つがグ、/レーフ。療法で、あるのに対して，

神崎ら (2002) は個人を対象とした介入を行っ

た。早期胃がんで手術を受ける患者に対して，

術前~術後にかけて，ノート記述による患者の

セルフモニタリングと定期的面接を行ったとこ

ろ，退院時，退院 1ヶ月時において「抑うつ・

不安」に対する介入効果が見られたと報告して

いる。

以上のように 4件全ての介入フ。ログラムは

うつの改善に有効で、あったことが示された。

3. うっと他の概念との関連性に関する研究

苦悩，自己効力感の尺度開発において， うっ

との関連性について検討した研究が各 1件ずつ

見られた。それらの研究では， うつを測定する

尺度として，金子ら (2006) はSDS，塚本

(1998) はTHIを用いていた。金子 (2006) は

入院患者，外来通院患者，健康者を，塚本

(1998) は退院後のがん患者を対象者として，

調査を行った。

金子 (2006) はがん患者苦悩尺度の検討を行

ない， SDSとの相関性を検討し，苦悩は抑うっ

と類似する概念であることを示した。塚本

(1998) は， 自己効力感が高い患者はストレス

事態で積極的なコーピング方略を用いており，

不安，抑うつが低いことを示した。
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表3 対象文献の概要

1 うつの実態把握と関連要因

発表年ー者者 研究目的 研究対象 研究方法 結果・考察のうちうつに関連する記述

がん患者の心理を理解するた がん患者や家族が書い 手記に表現されている気持ちゃ，気持ちを反映し2つの手記の事例にはうっ状態がみられたがI 残りの2事例

関戸啓子ら めに手記を分析する。 た4冊の手記。 ていると思われる言動を全て抜き出し柏木の示 ではうつ状態は見られなかった。希望とうつ状態の関連が示

(1997) している日本人の死に至るまでの心理過程の6 峻されるがI 因果関係を明らかにするζとはできなかった。
段階に沿って分類した。

肺切除術後の患者のOOLの 肺切除術後の患者35名。 質問紙を作『日成常し生使活用満し足た度.調査(肺がん患者術後 3割弱の怖がん切除後の患者にうつ傾向や不安傾向がある
要因を分析する。 用)J 調査内容は.ADFL(日 ことが推察された。

常生活活動の頻度).Sup-F(家族からのサボー

鈴木幸子ら
卜).Sup-N(家族以外からのサポート).PGC 
(PGCモラールスケール人生幸福，満足感).

(1997) SRO-D(仰穆評定法上状態不安尺度STAII.
STAIII .満足度VAS.生きがいVAS.PSM-LC 
(長期在宅酸素療法患者の心理的総合問題調
査を改変したもの)である。

外来でがん化学療法を受けて 化学療法中あるいは前 患者の診療録，看護記録から情報を取り出しI

おり。適応障害あるいはうっ 後の患者で精神科を受 時系列にまとめ!適応障害またはうつ状態になっ
状態と診断された患者の心理 診しており。適応障害あ た原因およびその状態を好転または悪化させた
的適応を妨げている原因と るいはうつ状態とお断さ 要因を抽出し簡潔な言葉でまとめる。全体の
適応を妨げられている状態を れた者10名。 デ 脅から肉容の類似したものを集めて名称を
好転あるいは悪化させた要因 つけた。
を明らかにする。

小津桂子ら
(2000) 

たの。出労悪現感化⑤・悪さ脱せ化毛た③に要体よ因力りはの今低?ま①えで下再なの④い発社死こ会病がと⑦生状身活サ悪近をポ化に営ーへあめトるの資なと不源いい安うのこ②精と不症⑥神足状治的⑧ 

疲療の自己管理をうまく自行にえまなといめこらとれ⑦たサ。
家族への心配の8項

胃切除術を受ける胃がん患 胃切除を受ける胃がん患 手術前と退院時に質問票を配布した。測定用具 女性ではI 術前に"活気"が低く仰うつ 落ち込み"..緊
者の術前と退院時の情緒状 者。 は情緒状態の評価にPOMS.対処行動の評価 張ー不安"が高い特徴がみられた。女性患者は"緊張ー不
態を明らかにする。患者情緒 に病気への対処に関する質問票を用いた。25名 安"..仰うつ 落ち込み"の状態が共に退院時には軽減する

干崎美登子 状態の変化から胃がん患者 を分析対象とした。 がI 進行がんの女性の場合は退院時においても健常者より

(2001 ) における対処行動との変化を 高い状態であった。
明らかにする。 術前は対処行動の"回避ー孤立"と情緒状態の"緊張ー不

安""j叩うつー落ち込み""混乱"との聞にそれぞれ棺闘がみ
られた。

告知1::対する受け止め方， 'U カん告知を受It6ヶ月-1文献とキ各ュ段ブ階ラよー・ロスの死にゆく人々の心理 抑うつの時期ではI 怒りの時期と思われる感情がみられた
の動揺。その後の気持ちの変 年以上経過している在宅 過程」の り作成した面接表をもとに面接 り 取り引きの時期がなく抑うつの時期を呈しているなど

堀口郁恵ら 化がどうであったかを調査しI 患者7名。 調査を実施し。受け止め。気持ちの変化等を比 同時にいくつもの感情をもったり段階を飛び越したりする
(2001) ニーズと関わり方を検討す 較検討した。 例がみられた。そばにいる時聞を多く持ちI 患者の気持ちを

る。 理解し支えることが重要である。

肺がん化学療法を受けている 肺がんで化学療法を受け フィンくの危機モナルをもとに作成された質問紙 抑うつ尺度において，平均値が徐々に低下し。第4回目が最

吉田奈央ら 患者の心理変化を明らかに ている患者6名。 とPOMSを用いて.化学療法開始前日を1回目と も低下していた。

(2003) し 看護ケアの示唆を受ける して.21日固まで4因調査を行った.
こと。

患者の思いを明らかにする。 がんの告知を受け手術 外来化学療法終こと了な時どIこを『自今由あになおた書が気になる」 『抑うつJに当てはまる記織が7同見られた。 40-50代の壮

小川範子ら
後非経口的化学療法を と不安に思う きください』 年期に『抑うつ」の記載が多かった。
受けている外来通院患者 とのみ書いた用紙を患者に，度し次回受診時に

(2005) 18名。 受け取った。手紙の内容を質的帰納的に分析し
た。

放射線化学療法を受ける食 食道がん患者男性4名。 ①③尺治治度療開始前Iに②半治構療成開的始面後綾3週目~休止中i SDS尺度はじ学@療の法治の療副開作始用後が3週強目~休止中L高くなる傾向
道がん患者の治療前治療 療終了後 を行った。抑うつ がある。 it~II:!;! (J) lõIJi" l!liJ(liì<なる出現しているため。気

庚井雪恵ら 中。治療後の気持ちとその変 (SDS)を用いl 各時期の仰うつ傾向を点数 持ちも抑うつ傾向になりやすいと考えられる。
(2005) 化を明らかにし今後の看護 化Lt二a

ケアの手がかりを得る。

婦人科がん体験者の精神状 がんである」とを知って 対象者の属性。身体症状l 精神状態身体活動 不定愁訴の重症度が高いほど抑うつ傾向が強い傾向が
態について仰うつ傾向を中心 いる婦人科がんの患者 状態，家族機能.医療者からの支援に関する項 あった。青壮年期では原意不明瞭や緋尿難渋。中老年期で
に分析しそれに有意に関連 201名。 自の質問紙と不定愁訴を簡便更年期指数 は便秘と有意な相関が見られた。青壮年期では職業の制限

前回典子ら
すると考えられる要因を考慮 (SMI).抑うつ傾向SDS.家族機能Feetham と嬉痛に伴う活動制限.中老年期では家事の制限が仰う
することによって!理想的な看 Family Functioning Survey日本語版 Iを用いて つ傾向を強〈する要因だった。青壮年期では医療者からの

(2005) 護法の示唆を得ること。 調査を行った。 支援の不足。中老年期では。配偶者との意見の対立結婚
生活への不満感，親戚の家事の協力の不足が仰うつ傾向
を高める要因となっていた。不定愁訴の軽減を促す指導配
偶者への指導が必要である。

外来での手術前がん告知後 初回手術前がん告知を 告知後自記式回査用紙を『つ配ら布さしの， 週間後1::記 回収率は61目。A群52".B群48%であった。A群のうち14名の
のサポートに当たりスウリー 受けた患者100名。 入し郵送にて回収する。 寒暖計』の第1相談内容はI 全員が『病気のことJを挙げており.50代では
ニンゲツ ル『つらさの寒暖 問4以上，第2問3以上の者をA群 『つらさの寒暖 家庭や仕事のことだった。

杉井さとみら 計』を用いてサポート体制を 計』の第1問4以下I 第2問3以下の者とどちらか
(2005) 検討する。 が低い者をB群に大別した。それぞれの群の希

望者に電話相談I または面訟を行い。入院時の
づ案の内容を調査した。

手術療法を受けた食道がん 根治的食道切除術を受 外来受診日に。 日本版GH028と退院後の食生活 GH06点以上で何らかの問題を持つひとは27人(33.8弘)だっ
患者の退院後の精神健康状 け.1年以上経過し再発 や症状について独自に作成した質問紙を用いた た。社会的活動障害・うつ傾向で中等度以上の症状と判断
態と精神健康状態に影響する 兆候のない食道がん患 面接調査を施行。GHOの結果および.GHOと質 されるのはi それぞれ.12人(15.0目) うつ傾向7人(8田)

要因について検討する。 者80人。 問項目との関連性を検討した。 だった。また.身体の翻手がよ〈ない，体力的によくない!身

自国久美子ら
体の動きがよくない 熟眠感がない眼帯jを服用している
食生活全般に不満足.1回の食事時間30分以上かかる.食

(2006) 物がつかえる感じがあるI 手術後に感冒症状になるのが手
術前より増えた，食欲がないI 隣下困難がある，吐き気があ
るといった要因が日常生活で問題となり，心理社会的な面で
苦痛を伴い不安を増したりして精神健康状態にも影響する
ことがわかった。

退院時における抑うつ状態を 150名のがん患者。 入院当日および退院2自~記3式目で前記に入『つ後らf さの寒暖 スヴリ ーング値を超える患者の割合は入退院時とも1::1ま
入院時と比較するとともに，入 計』質問紙を配布し f 担当看護 lま40%であったa女性のほうが何lうつの割合が高<.40i"t. 50 
院中に行われた看護の内容 師が『つらさの内容Jについて聞き取り調査を行 代の男性の入院時のおよび.60代の男性の退院時.60代の
を振り返り，今後のサポート い回収した。また，看護肉容について担当看護 女性の退院時の群の抑うつ群の割合が高かった。また男
の体制のあり方を検討した。 師にアンケ ト調査を行った. 性の事務系I 女性の技術系の聡業の患者の抑うつの割合

が高かった。治療別ではI 手術よりも化学療法を行った患者

板垣幸枝ら
の退院時に抑うつの割合が高〈治癒群より 軽快退院の
患者の仰うつの割合が高かった。入院期間も影響していた。

(2006) 
退院時のつらさの内容は症状Jr治療Jr再発Jと生命の質
に関わるものが多〈。生活の貨に関する項目では「日常生
，舌・宇士会生活」だった。
不安緩和に向けた看護の肉容としては。 『傾聴J82~， r苦痛

緩和J55%，r退院指導族J32%.ア「プ病ロ状ー説チ明19J%3で1%t。「医師と患者
聞の調整J23%.r家への 』 あった。
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青柳道子・溝部佳代

2介入プログラム

発表年・著者 研究目的 研究対象 研究方法 結果・考察

患者会による情緒状態の変 手術を受け化学療法の 患者会を行い患者会参加前と終了後に気分感 POMSたの調『仰査う票つでーは落『ち日込頃み不Jに安つ司いて有意差が認められ
化の有無と。 精神的な支えの ため入退院を繰り返す。 情調査票(POMS)の記入を行い情緒状態の変 た。ま を感じたり抑うつ気分にな
効果について明らかにする. 子宮がん・卵巣がん患者 化について調ベた。患者会参加後の評価につい るJという質問に対して。半数の4名がはいと回答し， r励まさ

B名園 て独自に作成した調査表を用いた。 れたり癒されたJ8名 「精神的な支えにつながったJ8名「不
)11口真由干ら 安抑うつ気分。ストレスが和らいだJ6名という結果だった。

(2002) 患者同士の交流はi 励まされたり1 癒されたり!同じ悩みが
分かち合え， 精神的な支えにつながる可能性がある。またI

情緒状態の有意な改善が期待できる。

告知され手術を受ける胃がん 早期習がんと診断，告知 患者によるノ ト記述(セルフモ.=$1リング)と患 退院・退院1ヶ月時におい効て果「が気見分らJやストレス反応:セのル『フ抑工う
患者のストレス認知に対して1 され胃全的もしくは部分 者と面接を定期的に行った。介入評価としては。 つ・不安」に対する介入 れた。一般性
認知行動療法による介入研 切除術と入院が必要と 告知後一週間(介入前)， 退院時。退院後1ヶ月 フィ力シーへの効果は見られなかった。
究を行いI 患者のセルフエフィ なった患者(介入群日名， の3時期Iこ，セルフエフィ力シーテスト(GSES)，

神崎初美ら カシーの強化と心理的ストレ 非介入群11名) 心理的ストレス反応の測定にSRS-18尺度，気
(2002) スの軽減を目指す。 分の安定の評価にはDAMS尺度を用いた。

造血器腫蕩患者への心理教 悪性リンパ腫。白血病の 5回のセッションを行い.セッションを受ける前と。 実施群においてJプ「混ロ置グし』ラにム有前意後なでttSTAI得点の低下!
育プログラムを作成し 実施 患者11名の実施群と17 5回目のセッション終了後!こSTAIとPOMSの測定 POMSのrj叩うつ 得点の改善が見られた。

下枝恵子ら L 有効性を検討した。 名の介入なしの対象群の を行った。
(2003) 2群。

乳がん患者に対介し入てプ行ロっグた号心 乳がんと診断され，告知 4回のセッションで構成し終た了プ後ログ詰フムを実施し 適用群と非適、上用の群グ聞ルでー有プ意で差はみられなかった。しかし。病
理教育的看護 ラム を受けて手術に臨む20-た。プログラム介入前I 終了後1ヶ月の3期がE期以 情緒状態の落ち込みがんへ
を作成しその効果を明らか 65歳以下の女性。心理教 時点で測定用具を用いて測定した。 の取り組みの前向きな態度において介入の時期と群で交
にする。 脊的看護介入を行った適 互作用があり。両群聞で有意差が認められI 適用群は非適

鈴木久美
用群20名と非適用群20 用群に比べて有意に改善していた。絶望的な態度でも交互
名の計40名. 作用が見られ適用群は非適用群に比ベて有意な改善傾

(2005) 
向が見られた。適用群は，抑うつ・落ち込みでは介入前と介
入直後および介入後1ヶ月.前向きな態度では介入前と介

川後 絶望的な態度では介入前と何後おt~ftl
入後1ヶ月で有意差がみられ有意な改善が見られた.

」

3他の概念との関連性

発表年・害者 研究目的 研究対象 研究方法 結果・考察

がん患者の自己効力感の強 消化器系がん(食道が 予備調査より， 13項目を選定し。予備調査を冗に 10項目を用いた因子分析の結果。2因子を抽出しI それらを
さを測定する尺度を作成し。 んI 胃がん，大腸がんe 作成した尺度を施行した。因子分析を行った結 「日常生活行動の効力感Jr感情統制の効力感」と命名し
その信頼性と妥当性を検柾す 胆肝院がん)で外科的切 果， 3項目を削除し 10項目を尺度として用いた。 た。自己効力感が高い患者はストレス事態で積極的なコー

塚本尚子 る三と。 除術を受けた患者417 状態不安尺度(STAI)，抑うつ尺度(THI) コーピ ピンク'方略を用いており。不安仰うつが低いことが示され
(1998) 名。 ング尺度。主治医による適応の評定を3段階で た。

行った。

がん患者苦悩尺度の洗練とI 健康者100名I がん対象 67名の外来通院がん患者を対象者群 健康な対 がん対象者群について行ったがん患者苦悩尺度の結果L
信頼性，妥当性を検討するこ 者67名に先行研究の 象者1∞名を健康群とした。先行研究の入院がん 対して因子分析を行い。32項目に絞ったものをSu仔enng調
と。 デ-$1242名を合わせた 対象者のデー舎を合わせ分析対象とした。テス 査表とし。子スト 再テストを行い.安定性が確認され。内的

金子慎理子ら 301名。 トー再子ストによる信頼性の検討と 構成概念妥 整合性が高まった.基準関連妥当性について SDSとの相

(2006) 当性の検討， 基準関連妥当性の検討，測定用具 関係数は，=苦0悩54は(p仰<0う0っ1)とでiあった。SDSと低い相闘があっ
弁別の検討を行った. たことから。 類似する概念であることが示さ

れた。

一一
N 考察

看護におけるがん患者のうつに関する研究の動

向と課題

入や，看護が果たしている役割の現状に関する

原著論文はほとんどなかった。まずは，がん患

者のうつについて， 日々の看護実践の内容を分

析して現状の問題点を明確にし，各要因に対す

る看護介入の方法を開発・検証するべきである

と考える。

1 . うつに対する看護実践の効果を検証する必

要性

本研究において，がん患者のうつに関する研

究では， うつの実態把握やうつの要因に関する

ものが全体の67%と多くを占めていたことがわ

かった。それらの研究を分析したところ，がん

患者のうつの要因は，身体的苦痛の身体的要因，

社会的役割の変化や周囲のサポー トといった社

会的要因，死への不安などの心理的要因に分類

された。今後は，それらの各要因に対しての具

体的な看護介入方法を開発し，その効果を検証

する研究の蓄積が必要で、ある。また，先行研究

では， うつの実態や要因については明らかにし

ていたが， うつの患者に対する具体的な看護介
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実態把握の研究に対して，介入フ。ログラムの

開発の研究は4件で，全体の22%とまだ数は少

ないが，グループ。療法やセノレフモニタリングを

用いた介入が看護実践として看護師主体で行わ

れ，その効果が報告されていた。これらはうつ

の予防も期待でき，今後も発展性のある研究で

あると考えられる。介入の方法と効果について，

さらに検討を重ねていくことが必要で、ある。

2. 研究対象の拡大

各研究における研究対象者は，入院患者が 5

件，外来通院または在宅の患者が 8件だった。



がん患者のうつに関する文献検討

介入プログラムに関する研究では 2件の研究

が入院治療前から退院後までの患者の精神状態

の変化を捉えていた。このことから，入院中の

みの精神状態だけではなく，退院後の患者の精

神状態が注目されていると言える。近年，入院

期間が短縮化され，化学療法などの治療は退院

後に外来で行われることが多くなった。また，

手術を受けた患者は，長期的に障害やボデ、ィー

イメージの変化に向き合っていく必要がある。

これらの状況から，入院中だけの関わりではう

つなどの精神状態への関わりは不足であり，退

院後までの長期的な視点での研究が行われてい

たことは意義深い。

研究対象者の多くは手術や化学療法，放射線

療法など積極的な治療を受けている患者だった。

また，告知を受けた患者を対象にした研究が 2

件だ、った。告知の衝撃によるうつや，苦痛を伴

う治療を乗り越えていくための看護が必要であ

るため，積極的な治療の時期が最も多く研究対

象とされたのだと考える。

一方，積極的な治療が適応ではなくなった終

末期のがん患者に関する研究は，ほとんどみら

れなかった。しかし，小津ら (2000) は化学療

法を受けている患者が適応障害またはうっとなっ

た原因や悪化要因に，死への不安や死が身近に

あるという精神的疲労感を挙げている。終末期

患者は，より死を身近に感じており，不安も強

いと考えられ，看護援助が必要であると考えら

れる。平井 (2005) は「終末期がんの場合実存

的苦痛・スピリチュアルベインと呼ばれる状態

が心理的適応に非常に密接に関連しており，そ

れを考慮しなければならなしリと述べている。

患者が落ち込んでいる状態が， うつなのかスピ

リチュアルベインなのかを判別するのは困難で

ある。しかし，看護師を含めた医療者が，終末

期の患者のつらい気持ちをスピリチュアノレベイ

ンであると思い込み，治療適応のうつを見落と

してしまう危険性がある。うつに対して適切な

治療をすれば改善の余地があるかもしれないこ

とに気づくか否かが，患者の残された数ヶ月の
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生命の質に大きく影響する。患者・家族にとっ

て生命の質が重要である時期ゆえに，終末期に

おける患者のうつの状況，治療が可能なうつを

見逃さないための看護師への教育や，そのため

の援助方法についての研究がなされることが必

要であると考える。

また，全研究において研究対象者は患者で、あっ

たが，本研究において， うつの関連要因のひと

つである社会的要因では，配偶者や周囲のサポー

トが患者のうつの状態に影響を与えることが示

唆されたことから，家族に関しての研究も必要

であると考える。患者がうつになったときには，

患者を支える家族の対応の仕方の影響が大きく，

また一方で，患者を支えている家族へのケアも

必要である。具体的には，家族の患者への対応

方法の指導や，看護師からの家族への患者の精

神状態についての説明の仕方，家族の情緒を支

える看護についてなどが研究課題として挙げら

れる。

3. 研究方法の信頼性 ・妥当性の向上

多くの研究でうつを測定するための尺度が用

いられていた。その内訳は， POMSが 5件， SD 

Sが 3件，つらさの寒暖計 2件， SRQ-D， 日本

版GHQ28，SRS-18， DAMS， THIが各 1件で、あっ

た。様々な尺度が使用されていることが明らか

となったが，尺度の説明はあるものの，尺度を

選択した理由の記載が無い文献があった。各尺

度にはそれぞれ特徴があり，選択の根拠を明ら

かにする必要がある。塚本(1998) はTHIを選

択した理由について「がん患者は疾患からの影

響で身体症状が出現している可能性が大きい。

そこで他の尺度と異なり，身体症状が抑うつの

評定内容から分離されている本調査用紙を選択

したJと述べている。SDSなどのうつに関する

尺度には，身体症状を中心とする項目が存在す

る。塚本(1998) が述べているように，がんに

よる症状と混同してしまい， うつの測定を不適

当なものにしてしまう可能性がある。同様のこ

とが加齢による身体症状が多い高齢者の抑うつ

の研究でも指摘されており，身体的な抑うつ症
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状を含まない老人用うつスケーノレ (CDS) が開

発されている(堀ら， 2001)。がん患者のうつ

の測定についても，身体状況を考慮、して尺度を

選択すること ，または，新たに開発する こと が

必要であると考える。

V. 結論

l. fうつ」と「がんj をキー ワードとして，

看護分野におけるがん患者のうつに関する文献

検討を行った。原著論文18件を検討したところ，

研究の内容は， うつの実態把握と関連要因の研

究，介入フ。ログラムに関する研究，他の概念と

の関連性についての研究に分類された。

2. がん患者のうつに対する看護の現状を明ら

かにすることと， うつに関連する身体的，社会

的， 心理的な要因それぞれについて具体的な介

入方法とその効果に関する研究の蓄積が必要で

ある。

3. 積極的な治療の時期だけではなく，終末期

におけるうっとその看護に関する研究の必要性

がある。

4.患者の家族に対する看護内容の検討が必要

である。

5. うつの測定尺度は がん患者の身体状況を

考慮して選択されるべきである。
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A Review of Literature about Depression in Cancer Patients 

Michiko AOY ANAGI， Kayo MIZOBE 
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Abstract 

The importance of mental support has been underlined with regard to maintaining the quality of life 

of people living with cancer. We reviewed the literature published in the past 10 years to examine research 

leading to improved nursing practices and education related to depression in cancer patients. 

Consequently， we confirmed the following: 

1. We reviewed literature related to depression in cancer patients in the field of nursing， using the terms 

“depression" and “cancer" as keywords. The research contents of the 18 original papers we reviewed 

are classified into 1) comprehension of the actual conditions of depression and the study of relevant 

factors; 2) studies of intervention programs; and 3) the relevance of such depression to other concepts. 

2. The scale for depression should be selected while considering the physical condition of cancer patients. 

3. Depression must be studied in association with spm加alpain both during terminal care as well as dur-

ing acIlve treatment. 

4. The approach for nursing patients' families should be studied. 

5. Nursing practices for depression in cancer patients should be clear， and studies of practical means of 

intervention with regard to physical， social， and psychological factors related to depression and on their 

effects must be accumulated. 

Keywords: cancer patients， depression， mental support， oncology nursing， literature review 
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