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あっても、その要求に応えようとし
てしまう傾向が強い。それができな
くなると、信念の強い看護師ほど自
責の念を感じて自信を失ったり、反
対に、患者や同僚を避けたりするな
どのバーンアウト状態に陥る可能性
が高くなることが考えられる。
このような不合理な信念は、不安
障害やうつ病のリスク要因の一つで
ある。また、バーンアウト症状の一
部である気分の不安定さや意欲の減
退は、抑うつ症状の一部であること
から、不合理な信念の強い看護師ほ
どバーンアウト状態に陥りやすいと
考えられる。
そこで筆者と岡安孝弘（明治大学
心理社会学科）は、仕事ストレッサ
ーと不合理な信念がバーンアウトに
及ぼす影響を検討することを目的と
した調査研究を行った（
『健康心理
を 参 照）
。対象
学 研 究』 Vol.23No.1
としたのは総合病院に勤務する、４
年以上の経験を有する看護師３８９
名（女性３７３名、男性 名）
、平
）で、平
均年齢 ・ 歳（
SD=7.04
）
均経験年数は ・ 年（ SD=6.27
であった。
分析結果からは、バーンアウトに
影響を及ぼす要因として、仕事スト
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レッサーでは仕事量が多いこと、お
よび同僚や患者との対人関係が強く
影響していた。
また、不合理な信念に関しては、
解決困難なときにはどうすることも
できないという「無力感」や、常に
指示や援助がなければやっていけな
いという「依存」
、できないことには
無難な対応をしても仕方がないとい
う「問題回避」
、常に有能でなけれ
ばいけないという「自己期待」など
の断定的な信念が、バーンアウトに
影響を与えている可能性が示された。
したがって、看護師のバーンアウ
トを予防し、心の健康状態を高める
ためには、仕事ストレッサーの軽減
といった環境面の調整だけでなく、
不合理な信念といった個人的特性も
考慮する必要がある。
一方で近年、経験のある看護師の
バーンアウトだけでなく、新人看護
師のリアリティショックによる早期
離職の問題もあり、これもまたスト
レスによる心の健康問題の一部であ
る。そのため、看護師に対する不合
理な信念の変容などを含む、認知行
動的なストレスマネジメント教育プ
ログラムの開発が急務といえる。
しかし、看護師全般にみられる心
の健康問題が指摘されながらも、体
系的なストレスマネジメント教育が
看護師を対象に行われることが少な
かった背景には、時間の確保が難し
く、教育方法が確立されにくい現状
がある。そこで、現職看護師を対象
とした現実的な実践方法を工夫する

一方で、より早期段階での教育とし
て、看護師を目指す学生のカリキュ
ラムの一部にストレスマネジメント
教育を取り入れることも、一つの方
法であると思われる。
看護学生を対象とすれば、時間を
確保できるだけでなく、学生全体を
対象に、ストレスマネジメント教育
を体系的に実施することが可能にな
る。さらに、看護学生の場合は、入
学年度から年間を通して臨床実習が
行われていることから、臨床実習に
関連したストレスを経験することが
多く、看護師と類似の心の健康問題
が生じていることが推測でき、スト
レスマネジメントがより効果的に機
能する可能性がある。
このような背景から、筆者は２０
０８年以降、看護学生を対象とした
ストレスマネジメント教育に向けて、
調査および実践研究に取り組んでい
る。そのなかでは、看護学生のスト
レスフルなイベントの内容とストレ
ス反応との関連や、対人場面での認
知の歪みの傾向と自尊感情およびソ
ーシャルスキルがストレス反応に与
える影響などを調査した。
現在、その結果に基づいて、認知
行動的なストレスマネジメント教育
プログラムの内容構成や実施方法、
有効性などを検討している。より効
果的なプログラムの作成を通して、
看護師がバーンアウトに陥ることな
く、高い自尊心を持ちながらその職
責を果たせるよう支援していくこと
が、今後の研究の目標である
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看護師および看護学生の
ストレスマネジメント教育

看護師は過重労働、生命に直結し
た業務による精神的負荷、患者や患
者の家族とのコミュニケーション、
同僚や他の医療スタッフとの連携な
ど、ストレスフルなイベントを数多
く経験する。このようなストレスフ
ルなイベントは、バーンアウト（燃
え尽き症候群）を引き起こし、離職
につながるケースが少なくない。
バーンアウトは看護師や教員など
を代表とする対人援助職にみられ、
目的意識が高く、自分のことを犠牲
にしてでも他者を援助しようと、献
身的に仕事に取り組む人ほど陥りや
すいストレス症状である。
なかでも、看護師を対象としたバ
ーンアウトの研究には多くの知見が
蓄積されてきており、労働条件やソ
ーシャルサポートなどの環境的要因
と、行動特徴や経験などのような個
人的要因の両面から、バーンアウト
の問題を捉えることが重要であると
指摘されている。
看護師の場合、看護師という役割
に対する葛藤によって、
「〜せねば
ならない」や「〜するのは当然だ」
というような断定的な信念が強くな
りやすく、たとえ自分自身の能力や
スキルを超えるような困難なことで
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支援形成と自己教育力が
心筋梗塞患者の自己管理行動に
及ぼす影響
花田妙子

心筋梗塞患者が日々の自己管理行動
を継続することによって、症状の悪
化を防ぎ、自分自身の病気に関心を
持ち、前向きに学んでいく向上心を
高めるものとなる。
本研究では自己管理行動、自己教
育力、療養の知識、感情の先行研究
をもとに、新たに自己管理における
支援形成を測定する尺度を開発し、
心筋梗塞患者の自己管理に影響する
諸要因について共分散構造分析を用
い、次の仮説を検証した（
『健康心
を参照）
。
理学研究』 Vol.23No.2
仮説１ 医療者や家族など周りの
人々との支援形成ができると、その
ことが自己教育力を高め、自己管理
行動の高まりにつながる。
仮説２ 支援形成ができると、療
養に必要な知識が高まる。
仮説３ 個々の管理行動にはそれ
に対応した感情が喚起され、直接的
に影響する。
対象としたのは、心筋梗塞患者１
０１名（外来通院の患者 名と、経
過観察の検査のため再入院の患者
名）である。
自己管理行動は、食事の自己統制、
規則的な生活、怒りの制御、測定と
内服、禁煙と飲酒制限の五つの要因

熊本大学大学院生命科学研究部

現在、医療現場において、慢性疾
患患者のクオリティ・オブ・ライフ
を高めることは大きな課題である。
筆者は、そのためには患者自身の自
己教育力が重要と考えている。とく
に心筋梗塞患者は、再発作が心筋機
能の低下を招き、生命の危機状態に
つながりかねず、再発予防の自己管
理が重要となる。そこで心筋梗塞患
者の再発を予防するために、心筋梗
塞二次予防に関するガイドライン
（日本循環器学会）では、①塩分や
コレステロールの食事制限、②規則
正しい生活習慣の維持、③怒りやい
らいらの制御、④定期的な受診や内
服、⑤禁煙と飲酒制限など、多くの
行動の自己管理が求められている。
しかし、主治医が活動許容範囲を
伝えていても、退院指導を受けた心
筋梗塞患者は、
「どのくらい動いて
いいかわからない」など、運動が大
事なことを知っていても実行してい
ない人が多い。他方、治療の自己管
理をうまく続けている人々は、病気
を前向きにとらえることや、社会性
を維持することによる満足感、療養
の負担感を軽減する家族や友人の支
えなどの必要性を挙げている。
したがって患者の自己教育力は、
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で構成した。
共分散構造分析の結果、支援形成
から自己管理行動に至るパスが２個
見出された。一つは支援形成から自
己教育力への直接のパスで、医師や
看護師、家族の支援を活かして、自
己教育力を高め、自己管理行動に至
るパスである。もう一つは、支援形
成から療養の知識を経由するパスで、
治療に必要な知識を持つことで自己
教育力を高め、自己管理行動に至る
パスである。
また、五つの具体的な自己管理行
動のうち、中心的な行動は、測定と
内服の実行であった。さらに、測定
と内服を除く各管理行動には、それ
に対応した感情が大きくかかわって
いた。
支援形成が高い心筋梗塞患者は、
心筋梗塞の再発予防に必要な知識の
認知が関連していた（ パス係数 .70,
）
。このことは、医療者による
p<.01
必要な知識の提供と、療養に必要な
知識の患者自身による取得が、心筋
梗塞患者の自己教育力を高めること
を示している。
「支援形成」
「療養の
知識」
「自己教育力」の３要因が、
心筋梗塞患者の再発予防に効果的に
作用し、日常的な自己管理行動につ
ながっている。
自己教育力が高い心筋梗塞患者ほ
ど、毎日規則的に血圧を測定し、定
期的に受診することや、きちんと内
服する行動をとっている。患者が学
習しやすく、治療の遵守事項を理解
して自己管理行動をとれる環境を、

医療者は患者・家族と一緒になって
具体的に考え、調整していくことが
重要である。
再発防止の自己教育力には、とく
に医療者、つまり医師と看護師の支
援が必要であり、次に家族と他の患
者からの支援が重要である。デルウ
ィッチ（ Edelwich
）とブロドスキー
）は、患者が学べば学ぶ
（ Broodsky
ほど医師と対等なパートナーとなり、
自立的な判断を下し、よりよい結果
を導くことができると述べている。
すなわち、患者が医療者に治療の
ことなどを気軽に聞けるように、医
師や看護師は対人スキルを高める必
要がある。
心疾患を持つ患者会は、一緒にス
ポーツをしたりして励まし合い、病
気や最新の治療方法について学ぶた
めに医師を講師とする講習会を開い
たりしている。患者相互の情報交換
や支援活動が、本人の自己教育力を
高めることにつながっている。心筋
梗塞患者は、塩分制限のある食事で
あってもおいしく食べる工夫をした
り、毎日規則的な生活を自分のライ
フスタイルに定着させるなど、自己
管理行動に伴う負担感を乗り越える
努力を行っていた。医療者は人間の
生きる強さを引き出し、周囲の人々
が患者の自己管理行動を促進するよ
うに支援することが必要である。
今後は、医療現場や看護教育にお
いて患者の自己教育力を高める指導
内容や方法などについての、実践的
研究を進めていきたい。

