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要旨 

受傷後１年以上経過した壮年期の高位脊髄損傷患者を対象に、急性期から維持期へと経過した思いを明らか

にすることを目的に半構成面接を実施し、質的帰納的研究を行った。研究参加者4名及びその家族2名の語り

から、〔身体機能の喪失に対しての落ち込みと現実への悟り〕〔身体の異変に対する苦痛〕〔医療者の関わりに対

する不満〕〔他者と関わることで生まれた意欲向上心〕〔新たな目標達成や楽しみに向けての頑張り〕〔家族の在

宅生活に対しての希望や肯定的なとらえ方〕〔将来介護できなくなることへの不安〕の7のカテゴリーが導き

出された。これらから、今の気持ちを伝えることができる環境の提供が求められている。また、障害を持ちな

がらも自立した生活ができ、社会適応していけるよう援助していくことが必要であることが示唆された。 

                

１. はじめに 

近年救命医療の充実により、高位損傷の脊髄損傷

患者が占める割合が増加している１）。昔は労災での

受傷が大半を占めていたが、現在は交通事故が主な

原因であり、年齢も若年者から高齢者まで幅広くな

っている２）。高位脊髄損傷患者は受傷レベルに応じ

て獲得できるADLをリハビリテーションにより身

につけていく。A病棟での脊髄損傷患者の平成２５

年度の平均年齢は63歳であり、高位損傷の患者が

増えてきている。多くの患者は自宅での生活を目標

にしているが、介護力や環境の問題から自宅に退院

できるケースは約半数である。また、壮年期は一般

的には成熟を果たして最も充実した時期と言われ

ているが、患者のリハビリテーション（以下リハビ

リと略する）に対する意欲や考え方にも個人差があ

り、在院日数も平均270日と長期になっている。 

壮年期の福祉制度として利用できるものは脳血

管障害患者を対象とした介護保険制度があるが脊

髄損傷患者にとっての福祉制度は充実しておらず

通所・入所施設も限られている。このような現状で、

高位脊髄損傷患者は獲得できるADLに限界があり
３）、介護量が多く、家族を含む介助者の協力が不可

欠となる。北原らの研究によると患者の在宅療養を

可能にするためには、早期に患者・家族の全体像を

把握し、在宅するにあたりどのような不安を抱えて

いるのかを分析・評価し、それに対する精神的援助

を行うことが重要であることが明らかにされてい

る４）。また、松本らの研究によると、急性期の脊髄

損傷患者は身体の不自由さによる苦痛、生活動作が

自分でできない辛さ、将来に対する漠然とした不安

と期待、医療者に対する信頼感を持つ一方で理解さ

れない辛さをもっている事が明らかになっている
５）。看護師はこれらの不安や思いを理解し、精神的

援助と共に生活動作を整える必要がある。しかし、

これらの研究は脳血管疾患に対する在宅療養に不

安な家族へのアプローチや脊髄損傷の急性期にお

ける思いであり、人生の最も充実すべき時期に受傷

した壮年期を対象にした高位脊髄損傷患者の思い

を明らかにした研究は見あたらなかった。退院し、

維持期に移行した高位脊髄損傷患者が現在までを

振り返りながら語った思いを知る事で、このような

患者に関わる看護師の患者理解に繋がると考える。 

今回、受傷後1年以上を経過し退院した55歳以

上の高位脊髄損傷患者を対象に、受傷してから退院

後の生活についてインタビューを行った。急性期か

ら維持期へと経過した壮年期の患者の思いを明ら

かにすることを目的とした。 

 

２. 研究方法 

①研究デザイン：質的記述的研究デザイン 

②研究対象者：A病院障害者病棟に入院していた受

傷後1年以上経過した壮年期の高位脊髄損傷患

者4名 

③データ収集方法：インタビューガイドに沿って、

半構成的面接を行った。 



 

④調査内容：受傷直後から現在までの気持ちの変

化について、心配・不安に感じていること、入

院中・退院後の生活について体験、思いを聞い

た。 

⑤研究期間：平成26年1月～平成26年4月 

⑥分析方法：録音したインタビュー内容に基づい

て、逐語録を作成した。受傷から入院中、退院

してから現在の思いについて語られている部

分を抽出した。1つの意味内容で区切り、1内

容を１データとした。１データごとに要約、コ

ード化しサブカテゴリー、カテゴリー化した。

その過程を研究者間で繰り返し行うとともに

十分協議を重ねることで信頼性、および妥当性

の確保に努めた。 

 

３. 倫理的配慮 

 研究目的を明確に示し、対象者に承諾を得て個

室でインタビュー内容をテープに録音した。得ら

れたデータは当研究以外には使用しないこと、無

記名であること、研究に協力するか否かが今後の

治療に影響しないことを文章を用いながら口頭

で説明し、その対象者の同意を得て、同意書にサ

インを得た。 

 

４. 結果 

① 対象者の属性（表1） 

インタビュー対象者は、男性４名と妻2名で平

均年齢は60歳であった。 

②壮年期高位脊髄損傷患者の受傷後の思いの分

析結果（表2） 

インタビューは各対象者毎に１回行い、平均時

間は40分であった。4名の対象者から得た総

データ数は78で、21のサブカテゴリー、７カ

テゴリーに分類された。以下カテゴリー名を

〔 〕、サブカテゴリー名を< >、語りの一部

を「 」で示す。 

a.〔身体機能の喪失に対しての落ち込みと現実へ

の悟り〕 

このカテゴリーは、<今までに経験のない落ち

込み><生きることに意味を見いだせない諦め><

体の機能を失った喪失感><受傷時からの障害受

容><現実を受け入れようとしている状態><欲求

を満たすことのできない辛さ>の６つのサブカテ

ゴリーで構成された。 

対象者は「それはショックうけるわな、一生車椅

子ですと言われた時にはショックを受けたわな、実

際はその時ショックを受けたいうても、今まで経験

したことないことじゃけんね、脊髄損傷なんかでも

実際そんな甘いもんじゃない」「率直に言うと動いて

いたところが動かない、なったときにどうしょうと

すごく思った、これ治るんかな、どうなるんだろう

これから、それは思っていた」と後悔の言葉を語り、

<今までに経験のない落ち込み>をみせた。 

 また、「あの時死んどったらよかった、なってよか

ったって帰る人はおらん」「しょうがない、なるよう

になれじゃわ」と絶望感や諦めをみせ、<生きること

に意味を見いだせない諦め>を語った。 

 そして、「まともなんは首から上だけ、下半身は動

かんし、首から下は痺れとるような状態で、言うた

ら治らんですけんね、失ったものは、しょうがない

ね」と<身体機能を失った喪失感>を語った。なかに

は「なったものは仕方ないと受け入れはできた、受

容できたと思う」と<受傷時からの障害受容>を語っ

た患者もいた。 

「その現状は自分にとって受け入れるしかないで

しょうに」「現状は変わらんけん自分で臨機応変にい

くしかないわな、死ぬまで生きとんじゃけん」と、

今自分が置かれている<現実を受け入れようとして

いる情愛>を語った。 

  「パチンコ行ったってパチンコできんし、博打

ができん、大酒飲めるわけでないしな」「好きなも

んやって食べれん、食べたくなくても、出されたも

ん食べるしかない」と現実を語った。 

b.〔身体の異変に対する苦痛〕 

このカテゴリーは、<入院初期に大変だった思い>

のサブカテゴリーで構成された。 

「最初は苦痛でえらかった、実際車いすに乗るのも

えらかった」「受傷後一番大変だったのは血圧の低

下が一番きつかった、あとは腹圧が入る、座っとく

だけでもえらかった、あれがものすごくえらかった」

と<入院初期に大変だった思い>をそれぞれ語った。 

c.〔医療者の関わりに対する不満〕 

このカテゴリーは、<日常生活援助・対応への不満

や葛藤><入院中の不満や思い><症状が回復しない

こと、リハビリが進まないことによる苛立ち>の３つ

のサブカテゴリーで構成された。 

 「今はしょうがないけん、出来んことは頼むけど、

自分でできることならしてもらいたくない、下の世



 

話なんて恥ずかしいし、こんなこともできんのなら

死んだほうがましやってみんな思っとる」と自分で

できないもどかしさと「優しい人には甘えてしまう

し、横着な人にはどうしても頼みにくいわな」「何

か頼むと人が少ないから、介助していますからって

なかなかしてくれん」など<日常生活援助・対応へ

の不満や葛藤>を語った。 

  また、「言いたいことはあるけど、下の世話

までしてもろとって言えん」「いつまで入院でき

るかわからん、いきなり退院の話があってなんで

って思った」など<入院中の不満や思い>を語った。 

 「誤嚥性肺炎で熱が出てなかなか回復せんで、

苛立ちが強かった」受傷前の状態にまでに、「回

復の可能性が無理いうんもある程度はわかるか

ら」と<症状の回復しないこと、リハビリが進ま

ないことによる苛立ち>を語った。  

d.〔他者と関わることで生まれた意欲向上心〕 

このカテゴリーは<看護師の励ましの嬉しさ

><回復の期待やアドバイスにより前向きになれ

た自分の思いや信念><他患者との関係により生

まれた頑張る気持ち><卑屈になる思い>の４つ

のサブカテゴリーで構成された。『ここでは「で

きよるできよる、前まで全然できんかったけどで

きだした」って、その言葉が嬉しかった』と賞賛

された事の<看護師の励ましの嬉しさ>を語り「ち

ょっとずつよくなりだしてから少しづつ前向き

になれた」や「人見て我ふり直すいうんではない

けど、あの人があそこまで頑張れるんやったら、

もっと自分も頑張らないかんやろ」と、意欲に繋

がる言葉が聞かれ<回復の期待やアドバイスによ

り前向きになれた自分の思いや信念><他患者と

の関係により生まれた頑張る気持ち>を語った。

また他者と比較する事で、自分ができないことへ

の<卑屈になる思い>も語った。 

e.〔新たな目標達成や楽しみに向けての頑張り〕 

このカテゴリーは、<退院後の生活状況><今後の

展望><趣味が支え><家族がいてくれるありがたさ

>の４つのサブカテゴリーで構成された。「だいぶ車

いすに乗っている時間も多いし、体力もついてきた」

「車いすを自分でこげるように何がなんでもそこ

まではやってみようかな、１年後が楽しみや」「手

が動くようになりたい、字が書けるようになりたい」

と、<退院後の生活状況>や<今後の展望>を語り、

「楽しみは将棋やの、パソコン相手にやる」と<趣

味が支え>であることを語った。また「家族がおる

から頑張れるいうんはある」と家族の存在が大切で

ある<家族がいてくれるありがたさ>を語った。 

f.〔家族の在宅生活に対しての希望や肯定的な捉え

方〕 

このカテゴリーは、<家族が思う退院後の生活へ

の不安の軽減><家族にとって在宅生活での自信や

今後の展望>の２つのサブカテゴリーで構成された。

「退院前は心配事が一杯あった」「入院中に導尿も

浣腸も練習したから心配はなかった」「褥瘡が治っ

て家に帰れると思った」「口から食べれるようにな

ってよかった」と実技の練習やケア内容改善により、

退院前の漠然とした不安を解消でき、<家族が思う

退院後の生活への不安の軽減>に繋がった。また「退

院してから熱もでたことない」と在宅生活での自信

を語り、「今の状態を維持できたら」や「そんな日

ばっかりじゃないけん」「一日一日をみて生活して

いる、不安を思うよりいい」など在宅生活を前向き

に捉えようとしており<家族にとって在宅生活での

自信や今後の展望>を語った。 

g.〔将来介護できなくなることへの不安〕 

このカテゴリーは、<家族が思う今後の不安>

のサブカテゴリーで構成された。 

 患者の家族は、「自分の体力に不安がある、何をす

るにも歳をとったら無理や」「今はできるけど、私が

看れんようになったら施設に行ってもらうしかない」

と年齢や体力減退のため、介護できなくなるのでは

という<家族が思う今後の不安>を語った。 

 

５. 考察 

〔身体機能の喪失に対しての落ち込みと現実への

悟り〕〔身体の異変に対する苦痛〕においては、気

持ちには個人差があるが、「あの時死んどったらよ

かった」「これ治るんかな、どうなるんだろうかこ

れから」と、患者は受傷したことを後悔しながら、

毎日の生活を過ごしている。このような語りより、

時間が経過しリハビリをしていく過程で前向きに

なったと周りが感じても、障害受容することは難し

いと言える。また、「苛立ちがある」「えらいときは

逃げたかった」「込み入った話がしたかった」など

の語りから、患者の気持ちを理解し、共感すること

が重要だと考える。 

〔医療者の関わりに対する不満〕においては、「今

はしょうがないけん、出来んことは頼むけど、自分



 

でできることならしてもらいたくない、下の世話な

んか恥ずかしいし、こんなこともできんのなら死ん

だほうがましやってみんな思っとる」「優しい人に

は甘えてしまうし、横着な人にはどうしても頼みに

くいわな」、「下の世話までしてもろとって言えんわ

な」と自立した生活が送れないもどかしさが不満に

繋がっていると考える。これらここで多く語られた

排泄行為は最も他者にしてほしくない行為である

と共に、排泄マネジメントは生活の質を守るために

重要なものであり、退院後の生活に大きく影響する

と考える。坂本らは、脊髄損傷患者において、社会

的な喪失に加え生活支援を受けることへの気兼ね

や苦痛などから、人間としての価値の低下をきたし

やすくなることを明らかにしている６）。これらの語

りより、辛さや羞恥心を理解し、存在価値を尊重し

た関わりが必要と考える。 

〔他者と関わることで生まれた意欲向上心〕〔新

たな目標達成や楽しみに向けての頑張り〕〔家族

の在宅生活に対しての希望や肯定的なとらえ方〕

〔将来介護できなくなることへの不安〕において

は「手が動くようになりたい」「車椅子がこげる

ようになりたい」と未来に対して希望も持ってお

り、仕事や家庭内での役割に変化がある壮年期の

患者に対して、リハビリや入院生活だけでなく、

今の気持ちを伝えることができる環境の提供が

求められていると考える。 

 多くの患者は血圧低下や痺れ、痙性を内服や日

常生活で克服し、リハビリを進めていくことで再

適応に向けて前進していく。できることが増えて

くると意欲につながり、これからのことを考える

ことができるようになる。そして<他患者との関

わりにより生まれた頑張る気持ち>で語られてい

るように他者と自分を比較して前向きになれる

と、励まされたことで「がんばれた」「よかった」

と達成感や自信に繋がっていく。しかし、できな

いことも理解できるようになり患者は限界を感

じるようになり、他者と比較して自信を失い意欲

が低下する。狩野らは、脊髄損傷によって、身体

機能の一部を喪失した方が抱えている思いにつ

いて、人との関わりの中で癒され、励まされなが

ら自己の再構築を行っていることを明らかにし

ている７）。身体症状には個人差はあるが、人との

かかわりの中で、患者が生きる場所で社会適応で

きるよう援助していくことが必要だと考える。 

壮年期の発達課題は生涯にわたって自立した生活

を営むための、健康維持が重要な課題である。また

脊髄損傷患者の福祉制度は障害者総合支援法による

ものであり、障害を持ちながらも自立した生活がで

き、社会適応していけるように援助していくことが

必要である。 

 

６. 結論 

①〔身体機能の喪失に対しての落ち込みと現実への

悟り〕から受傷したことを後悔しながら生活して

いるが〔新たな目標達成や楽しみに向けての頑張

り〕より相反してよくなる希望も持っている。 

②〔医療者の関わりに対する不満〕 〔他者と関わ 

ることで生れた意欲向上心〕から今の気持ちを伝

えることができる環境の提供が、看護師には求め

られている。 

③ 人とのかかわりの中で〔将来介護できなくなるこ 

とへの不安〕を家族が持ちながらも〔他者と関わ

ることで生れた意欲向上心〕〔新たな目標達成や楽

しみに向けての頑張り〕〔家族の在宅生活に対して

の希望や肯定的なとらえ方〕など、前向きな気持

ちを持っている。 

 

７. 研究の限界 

今回の研究は、A病院障害者病棟に入院していた

患者を対象に行ったため、1施設での研究結果となっ

た。また、対象が4名と少なく、壮年期の脊髄損傷

患者の思いを一般化するには限界がある。 
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４）北原美奈・原口恵美・和田陽子, 在宅療養に不 

安のある妻へのアプローチ,第35回 成人看護

Ⅱ,138-140.2004 

５）松本浩子, 泉きよ子,脊髄損傷の急性期における 



 

体験,日本看護研究学会雑誌,30 (2),77-85.2007 

６）坂本雅代・前田知子,脊髄損傷者の受傷による

苦悩から立ち直りに向け意識が変化する要因,

看護研究,35（5）63-73 .,2002 

７）狩野愛・栗原加代, 脊髄損傷で障害を負ったが現

実をうけようとするときの心の揺らぎと葛藤, 

第41回精神看護,61-64.20

(表1) 対象者の概要 

 Ａさん Ｂさん・妻 Ｃさん・妻 Ｄさん 

性別 男 男・女 男・女 男・ 

年齢 50代 60代 60代 50代 

受傷後経過 2年 5年 2年 1年 

現在の住居 施設 自宅 自宅 自宅 

同居家族 無 ２人 ２人 ４人 

(表2) 壮年期高位脊髄損傷患者の受傷後の思い 

カテゴリー サブカテゴリー コード 

身体機能

の喪失に 

対しての落

ち込み 

と現実への

悟り 

今までに経験のない落ち込み 転落したときに死んでおけばよかったという気持ち 

今までに経験したことのない気持ち 

大きな落ち込み 

これからどうなるのかという不安な気持ち 

生きることに意味を見いだせな

い諦め 

行動範囲が制限される不愉快な思い 

死にたいという思い 

障害を受け人生が終わった 

なるようになるという諦め 

体の機能を失った喪失感 失った機能が回復しない憤り 

受傷時からの障害受容 受け入れができた 

現実を受け入れようとしている

状態 

現実を受け入れ対応するしかないという悟り 

世話をしてもらう人に対して立場が弱いと感じる辛さ 

自分で死ぬこともできない 

欲求を満たすことのできない

辛さ 

好きなことができない辛さ 

趣味・嗜好を満たすことのできない辛さ 

身体の異

変に対す

る苦痛 

入院初期に大変だった思い 痙性がよくならない 

血圧低下 

耐久性のなさ 

頑張ろうという意志の弱さ 

医療者の

関わりに対

する不満 

日常生活援助・対応への不満

や葛藤 

下の世話を頼むことの辛さ 

介助者のペースで待たなければならない辛さ 

恥ずかしいことを頼むなら死んだほうがましだという気持ち 

横着な人への頼みにくさ 

優しい人への甘え 

自分でやりたいという願望と出来ない現実の葛藤 

対応への不満を我慢する葛藤 

入院中の不満や思い 世話をしてもらっていることによる遠慮 

食の不一致への不満 

褥瘡ができたことへの不満 



 

言いたいことの言えない雰囲気・環境への不満 

突然退院と言われた不信感 

退院準備への援助が整っていないことへの不満 

言いたいことが言える信頼感 

症状が回復しないこと、リハビリ

が進まないことによる苛立ち 

発熱のため回復が遅れた苛立ち 

合併症をおこし、リハビリが進まない苛立ち 

身体機能が回復しない不安 

他者と関わ

ることで 

生まれた

意欲向上

心 

看護師の励ましの嬉しさ 看護師ができるようになったことを喜んでくれた嬉しさ 

回復の期待やアドバイスにより

前向きになれた 

自分の思いや信念 

励まし、意志の強さで吹っ切れ前向きになった気持ち 

痛みへの忍耐可動が痛みを軽減 

自分の考えによる頑張り 

回復への望みの強さ 

看護師のアドバイスにより楽になれた喜び 

他患者との関係により生まれた

頑張る気持ち 

人のふり見て我がふり見直し、頑張らなければという気持ち 

他の人を見ることで臥床生活から離床生活へと変化 

体を動かすことで身体苦痛から解放されることへの気づき 

卑屈になる思い 他の人と比較できない現状 

新たな目

標達成や 

楽しみに

向けての

頑張り 

退院後の生活状況 リハビリ時間の減少に伴う身体的苦痛 

車いす乗車時間の延長し、時間の有効活用できる 

今後の展望 自分の目標に向かって頑張ろうといいう気持ち 

痙性を自分でコントロールする努力 

文字が書けるようになりたいという目標 

趣味が支え 趣味が楽しめているいう現状 

家族のありがたさ 家族の存在のありがたさ 

家族への八つ当たり 

家族の在

宅生活に 

対しての希

望や肯定

的なとらえ

方 

家族が思う退院後の生活 

への不安の軽減 

在宅生活への漠然とした心配や不安 

入院中実技を練習したことによる不安の軽減 

退院前に褥瘡が治り、ケア内容が改善された喜び 

退院前に注入食から経口摂取へ変わり、ケア内容が改善さ

れた喜び 

在宅へ移行できた嬉しさ 

家族にとって在宅生活での自

信や今後の展望 

在宅生活で発熱していない自信 

現状維持への望み 

移乗動作が向上してほしいという希望 

ケアマネに頼れるという安心感 

毎日の生活を前向きに考える気持ち 

先を見すぎず、不安な気持ちにならない心がけ 

介護用具の使用により本人家族ともに快適に過ごせる生活 

将来介護

できなくな

ることへの

不安 

家族が思う今後の不安 医学的判断ができない看護への不安 

壮年期にある夫婦の年齢的体力減退による介護力の悩み 

 


