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出産までに至った先天性心疾患患者が振り返る病気の受容
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はじめに

方

法

先天性心疾患
（congenital heart disease：CHD）
は小児期

小児期にCHDと診断され出産まで至った成人女性 5

特有と思われてきた疾患であるが，成人患者数が小児

名（研究協力者，以下協力者）が対象で，データ収集期

患者数よりも増加した現在，成人した患者の治療過程

間は2007年 8〜12月であった．病気とともに生きてき

1）

やQOLについて，より注目されるようになってきた ．

た小児期から妊娠・出産までについて半構造化面接を

先行文献では，CHD患者が普通の人と同じような社会

行った．面接内容は同意を得て録音を行い逐語録に起

生活を営むことができるように，病気を主体的に受容

こし，修正版grounded theory approach法を用いて分析

できることが推奨されている2–4）．思春期，青年期にあ

した．

るCHD患者における，現在成長段階にある患者を対象
とした病気の受容や認識について報告されているが，
成人し母親となった患者が過去を振り返るという後方
視的研究の報告はされていない．
目

倫理的配慮
協力者に対し，研究動機，意義，目的，方法，プラ
イバシーと個人情報の保護，自由意志による協力，中
途辞退可能，結果の公表について，文書と口頭にて説

的

明したのち本人より同意を得た．また，事前に国際医

出産まで至ったCHDをもつ成人女性が，どのように

療福祉大学の倫理委員会にて承認を受けた．面接前

病気を受容してきたのか，またそのプロセスが妊娠・

に，研究者の一人はCHD当事者であり，小児循環器科

出産時に及ぼしている影響について明らかにする．

での勤務経験がある看護師であったことを伝えている．

用語の定義

結

果

病気を受容する：CHDと上手に付き合っていく覚悟

調査対象患者の概要を表 1，病気の受容プロセスの

をし，常に自分の身体と向き合い自己コントロールで

概念図を図 1 に示す．本文中の≪≫は概念，
『 』は小

きていること．

見出し（コード）
，斜体は協力者の発言を表す．病気を

重要他者：患者やクライアントの健康問題に関して

受容していた協力者は 4 名で半数を超えていた．

本人を支えることができる力量をもち，それが可能と
なる親密な関係をもつ人
（医学書院
「医学大辞典」
より）
.

≪漠然とした違和感≫
協力者は，ほかの子と同じことができないことや大
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表1
協力者
の名前
（仮名）

面接時
の年齢

39

めぐみさん

ケースの概要
研究者が
推測する
CHDを受容
した時期

第1子
出産時の
年齢

8

思春期

31
35

診断名

出生した
年代

CHDと
診断された
時期

CHDの
手術回数

チアノーゼが
消失した
年齢

三尖弁閉鎖症

1968

出生直後

3

三尖弁閉鎖症

1969

出生直後

4

19

思春期〜
青年期前期

44

ファロー五徴症

1963

出生直後

3（産後 1 回）

6

思春期

25

さちえさん

41

修正大血管転位症
三尖弁閉鎖症

1966

3歳

0

–

現在進行形

38

あけみさん

36

左冠状動脈肺動脈
異常起始症

1970

14歳

1

–

思春期〜
青年期前期

30

ひろこさん

38

かなえさん

≪普通でない≫

≪普通である≫

響

者の影

重要他

≪現実を見る≫

思春期・青年前期

藤≫

学童期

≪葛

幼児期

≪漠然とした違和感≫

≪病気を受容≫ = ≪身体と向き合う = 病気の受容≫

図1

出産したCHDをもつ女性の病気受容プロセス

人の会話や話し声を聞き，自分の身体はほかの人と違

や，
『同じ心疾患をもつ仲間と過ごす入院生活に居心

うのではないかと察したり疑問を抱いたりしていた．

地の良さ』を感じていた．また，手術経験のある協力

みんなが歩いていたり，みんなは走れるのに，何
で自分は走れないんだろう
家族が夜寝静まったあとに〜こうやりとりしてい
るのをなんとなく，こう聞こえてきたりすると，
自分のことを言っているなあ

者たちは，入院中に出会った『心疾患の仲間の死に直

≪普通でない≫
学校生活においては，『運動制限による体育授業の
評価に対するストレスや劣等感』がみられた．また，
チアノーゼがある協力者は皮膚の色が違うことからい
じめられ，『チアノーゼがあることでの心理的ダメー
ジ』を受けていたため，普通の人と比較されない環境
8

面し自分の死を意識せざるを得ない』体験をもするな
ど，普通の生活ではできない経験をしていた．

（体育の授業である運動を）やってもいないのに，
やっぱり悪いとかバツとかつけられるわけです
よ，学校で．小中学校だと．それは，やってもい
ないのになんでこういう評価がつくんだろうって
いうのが納得いかなかったんですよね
手術をするまではチアノーゼがひどかったんで〜．
だからいじめられるんですよ，そういうことで
私ね〜子どものころ，病院ってすっごく好きだっ
たんですよ．精神的に楽でしたし．別名 第二の
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依存の葛藤をするようになる．これは，思春期の患者
を対象とした先行研究5–7）と一致する．そして，葛藤は

≪普通である≫

続いていても自立心のほうが高まると，制限はあるが

CHDがあることでいろいろな制限をされる一方で，

そのなかでの目標探しを始めるなど前向きになること

『普通の子と変わらない日常生活』を送っており，『他

ができるようになり，自分の身体を意識する力も養わ

人には迷惑をかけていない』
．

学校に通っている間は，それ
（病気）
で倒れるとか途
中で帰るとかっていうのはいっさいないんですよ

れていく．このように，病気を受容するには心理的な
プロセスが必須であるが，それと同時に身体をコント
ロールしていくために，患者自身が身体と向き合うこ
とが重要である．

≪葛藤≫

今回病気を受容していた協力者 4 名に共通していた

以上のように，身体的なハンディがあるから≪普通

ことは，患者が病気を受容する前に，両親またはパー

でない≫という思いとハンディがあるけれども≪普通

トナー
（現在の夫）が患者の病気について，常に生死が

である≫という両方の思いが入り混じっていた．

背中合わせになっていることを理解して接していたこ
とである．人間は他者からの影響を受けながら成長し

≪現実を見る≫

ていくが，CHDをもつ患者にとって，自分のことを理

現実を見たくない怖さと見なければならない現状か

解している存在が身近にあったことで，病気を前向き

ら≪葛藤≫と≪現実を見る≫が入り乱れていたが，依

に考えることができたのではないだろうか．そして，

存心よりも自立心が高まり，一生涯自分の身体と付き

常に生死と背中合わせに生きている患者の生き様を見

合っていくという強い意志と覚悟がもてるようになっ

て，患者を取り巻く人たちは「自分も頑張ろう」と思う

ていった．

ようになり，たがいにプラスに作用していたと考え
る．

≪身体と向き合う = 病気の受容≫

以上のように，CHDをもつ患者は病気を受容し育児

心理的な葛藤や重要他者の影響から，現実を見つめ

をしている現在でも，パートナー，親，主治医といっ

ることを学び，
「今」という時間を大切にしていた．ま

た重要他者に見守られながら，心身ともに成長してき

た，親や社会から自立しようと
『制限の中での目標探

ている．

し』をしており，これから一生涯続くであろう通院生

今回の協力者のなかで，育児中である現在でも病気

活を意識し，主治医との良い関係を作ろうと努めてい

を受容しようと葛藤している女性がいた．彼女は，乳

た．

児期にCHDと確定診断はされていたが，当時の主治医
が疾患について知っている情報を本人と家族に伝えて

妊娠・出産時には，自分の身体が妊娠に耐えること

いなかったことが，病気を受容できない引き金となっ

ができるのか，胎児は正常に発育するだろうかなど，

ていると語ってくれた．この患者は成人期になってか

両方の死を意識したうえで，妊娠・出産を覚悟すると

ら主治医をかえ，現在は納得のいく治療を受けている．

いった『内面的な強さ』や，
『何が起きても受容できる

今回の協力者の主治医は，患者である女性が妊娠・

覚悟』が養われていた．また，CHDというリスクは取

出産について悩んでいた場合，その女性の身体に起こ

り消すことができないため，少しでもリスクを減らそ

り得る現実的な事柄を十分に説明した後，女性が自己

うと毎日の日常生活を見直し，行動制限をしたり近医

決定できるような関わり方をしていた．女性が身体的

を受診または出産予定病院の近くに引っ越したり，緊

リスクのあるほうを選択したときは，万が一，女性が

急事態でも飛び込める産院の確保を行うなど『対処の

亡くなることもあるため，女性と同様にその家族の了

仕方を熟知した行動』
をとっていた．

解を得たうえで妊娠・出産の準備を継続していた．一

考

察

般的にCHD患者に対する循環器科医の対応は，その
「万が一」のことも想定して治療にあたるために慎重な

学童期は学校の先生など大人の配慮に甘えていたこ

治療方針となりがちであるが，今回の主治医たちはそ

ともあるが，思春期に入ると友人関係の絆が深まり，

の女性や家族と真正面から向き合い，彼らから逃げな

安易な同情をしない，そして特別扱いをしない友人と

い態度と医師としての覚悟をもって臨んでいた．その

いるほうが居心地が良くなる．そして，普通の子と同

ことが，女性にとっては
「信頼のおける先生」であった

じように見られたい願望が強くなるとともに，自立と

と受け止められていた．患者と対等な関係であるとい
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うこと，また患者の立場に寄り添い患者の意志を尊重

トな部分にまで立ち入ったお話をしてくださいました．ま

することが，患者との信頼関係を築くうえでいかに重

た，当事者である研究者に，人生の先輩としてたくさんの助

要な観点であるかが明確になった．

言や言動力を与えてくださいました．心より深く感謝申し上

今回のCHDをもつ患者を，CHDとともに生きる人と

げます．また，協力者の紹介を快く引き受け，ご指導してく

しての先駆者と呼ぶならば，その患者の両親や友人，

ださいました脳神経疾患研究所附属総合南東北病院小児・生

医療者など患者を取り巻く人たちもまた当事者を支え

涯心臓疾患研究所所長の中澤

る役割を担う人としての先駆者と言えよう．

す．

結

語

誠先生に深く感謝いたしま

本研究は国際医療福祉大学大学院医療福祉学研究科保健医

CHD患者が病気を受容するプロセスとして，≪漠然

療学専攻に提出した修士論文の一部であり，また第44回日本

とした違和感≫≪葛藤≫≪現実を見る≫の 3 段階が明

小児循環器学会総会学術集会で発表した内容に加筆修正を

らかになった．病気の受容，自分の身体と向き合うな

行ったものである．

ど，これらは妊娠・出産時にも影響を及ぼしていた．
病気を受容するには，心理的なプロセスと身体と向き
合う体験の 2 つが必要であり，身体的な制限や限界が
あるからこそ，患者だけでなく重要他者にとってもプ
ラスに作用する事柄があると言える．そして，医療者
がCHD患者と信頼関係を築くには，患者に寄り添い患
者の抱えている問題に真正面から向き合う姿勢が重要
と考える．
本研究の限界
本研究では，対象者は一人の医師からの紹介であっ
たことや対象者数が少なかったことから，当事者およ
び医療者において道しるべの一つにしかならないので
はないだろうか．今後，同様の条件でのケース数を増
やし，妊娠・出産時の情報入手や対処方法について，
病気の受容，妊娠・出産，育児を含めたその女性の生
き方
（ライフサイクル）を重視して検討していく必要が
ある．
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