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我が国の慢性疾患患者の補完 ・代替療法に

対する看護研究の動向
一慢性疾患患者とがん患者に対する補完・代替医療の看護研究の比較一

横井 和美

滋賀県立大学 人間看護学部

背景 我が国 において も、 欧米 の先進諸 国に続 いて補完 ・代替 医療 の利 用頻 度が増加 傾向にあ る。 代替

医療 の利用者 は、 がん患者 に とどま らず、高齢者 や慢性疾患患者 に も及んでい る。特 に、 慢性疾 患 患者

は、通常医療 の利用 と ともに、代替 医療 を利用 している と考 え られ る。慢性疾 患の疾 病範 囲が広 い こと

か ら利用 される代替 医療 の種類 も異 な り、慢性疾患患者 を支援 してい く上で は、代替 療法 に対 す る多様

な知識 や情報 が必要 とな る。

目的 看護 ケアに活用 していける代替医療の情報 を、我 が国 の代替医療実践状況の看護研究か ら整 理 し、

今後、代替 医療 に対 す る支援 や課題 の示 唆を得 る ことと した。

方法 我 が国の看護 にお ける代替療法の取 り組み状況 を把握 する ことか らも、検索 ツール はweb版 医学

中央雑誌ver4.0を 用 いて、患者 を対 象 とした研究論文 の発 表年 度、筆頭者 の所属、 さ らに、取 り組 ま

れた代替療法 の 「種類」 と、看護 に代替療法 が取 り組 まれた 「目的」 について論文内容か ら抽 出 し分析

した。

結果 慢性疾患(が んを除 く)患 者 を対象 とした報告数合計 は90件 であ り、がん患者 対象 とした報 告数

合計 は81件 であ った。代 替医療における看護 の研究報告数 は、2000年 を境に慢性疾患患者 および がん患

者 ともに報告数 は急増 していた。研究論文の筆頭者 の所属 をみ ると、「慢性疾 患」 お よび 「が ん」 どち

らも、 医療施設 の従事者 か らの報告 が約7割 を占め、 臨床 か らの事例 研究や症例研究な どの実 践研 究が

多 か った。看護 に組 み入 れたれた代替療法 の種類 には 【指圧 ・マ ッサー ジ】 【音楽 ・音楽 療法 】 【アロ

マセ ラピー】 【リンパマ ッサー ジ】 【呼吸法 ・呼 吸訓練】 の順 で研究 報告数が多か った。

看護 に代替療法を取 り組んだ 目的には 「慢性疾患」 「がん」 ともに、 【自己尊重】 【巨己表現】 【発 声 ・

発語 の向上】 【嚥下機能 の改善】 【浮腫 の軽減】 【症状 の改善】 【苦 痛の緩和 】 【疹 痛緩和】 【呼 吸改

善】 【リラックス】 【不 安の軽減】 【ス トレス軽減】 【QOLの 向上】 などが挙 げ られた。

結論 代替療法 の取 り組 み に対 す る看護研究 は、 臨床 の医療従事者 か らの報告 が7割 を 占め、西 洋 医学

の医療現場 の中で看護独 自の活動 として取 り組 まれるよ うにな って きた。代替 療法を取 り組 んで い る報

告数 が多か った慢性疾患 は、慢性的な運動機能障害 を有 す る疾 患で あ り、 「がん」患者 において は終末

期患者へ の報告 が多 く、 遭遇 してい る障害 が困難 であ り、生命危機 を感 じてい る者 ほど代替療法 の効果

を期待 し実践 する もの と考え られた。 そ して、期待 を有す るのは患者 自身だけでな く、患者 をケ アす る

看護者 自身 の期待 も同 じであ ると伺 えた。

キーワー ド 代替療法、 慢性疾患、看護 ケア、研究 の動 向

1.は じめ に

近年、我が国においても、欧米の先進諸国に続いて補

完 ・代替医療の利用頻度が増加傾向にある。 これは、国
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民の自己健康管理への関心、患者自身の治療選択におけ

る自己決定意識の高まりに加え、インターネットの普及

による健康 ・医療情報へのアクセスが容易になった こと

も影響 している。また、高齢化に伴い自然治癒力を重視

した健康生活が営まれるようにな り、多 くの患者や一般

大衆が代替療法を受けたり、 自ら実行 したりしてい る1)。

それに伴い、代替医療に関する研究も数多 く様々な視点

で報告z‐s)されるようになってきた。代替医療実施 状況

においては、がん患者を中心とした調査9)が なさ れ、
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2006年には厚生労働省がん研究助成にて「がんの代替療

法の科学的検証と臨床応用に関する研究J班が、『がん

の補完代替医療ガイドブックJを出版し、がん患者を対

象に代替医療の心構えと注意点を示した。看護における

代替医療の教脊課程も、緩和ケア認定看護師養成課程で

取り入れられ、徐々に看護実践の中に代替療法が普及し

てきている。

しかし、代替窪療が現代西洋室学以外のあらゆる治療

法の総称とされているように、その種類や利用する対象

は幅広く、国民や患者から代替医療の相談依頼があっ

た場合、その対象者にとって、どのような情報提供や支

援を行うことが望ましいのか、我々は、そのための情報

を十分習得しているとは言えない。代替医療の利用者は、

がん患者にとどまらず、高齢者や慢性疾患患者にも及ん

でいるO 特に、慢性疾患患者は、通常医療の剥用だけで

なく、慢性的な機能変化から何らかの生活調整や生活再

構築の必要性から、自分の病気と向き合い様々な治療を

受け入れながら自生活を維持していると考える。

補完・代替医療は、通常医療と異なり、患者個々人の

「使う・使わない」の意思決定に大きく依存しており、

利居される代替医療の種類も異なり、慢性疾患患者を支

援していく上では、代替療法に対する多様な知識や情報

が必要となる O このような中、看護ケアに活用していけ

る代替医療の』情報を、我が国の代替医療実践状況の看護

研究から整理し、今後の代替医療に対する支援や課題へ

の示唆を得ることとした。

ll.研究方法

1 )対象文献

本研究では、我が国の看護における代替療法の取り組

み状況を把握することからも、検索ツールはweb版医学

中央雑誌ver4.0を用いて、検索語は「代替医療・療法」

とした。検索期間は法学中央雑誌weblこ掲載されている

全年の1983年から2009年 8月現在までに掲載されている

原著論文とした。

2)対象文献の絞り込み

「代替底療・代替療法」で検索した8979件の内、主な

慢性疾患名である「糖尿病J1"慢性呼吸不全J1"慢性腎不

全J1"アレルギー疾患・端息J1"難病 (ALSやパーキン

ソン病を含む)J1"脳血管疾患J1"心疾患(高血圧を含む)J
f関節症(リウマチを含む)J1"生活習病J1"肝硬変J1"が

ん」で検索した。がんの代替医療の研究は多く行われて

きているが、 「がん」はJ慢性疾患として位置づけられて

いることからも「がんJも一つの慢性疾患として検索疾

患に含めた。代替医療の研究が行われている主な慢性疾

患名で検索した後、「看護Jをキーワードに再検索し文
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献を絞り込んだ。さらに、代替医療の臨床芯用状況の分

析を行うため、研究対象者を「当該患者」もしくは患者

を想定した実験の被験者である「健常者」と示している

ものとした。

3)分析方法

論文の発表年度、筆頭者の所属、さらに、取り紐まれ

た代替療法の「種類」と、看護に代替療法が取り組まれ

た「目的」について論文内容から抽出し分析項目とした。

また、がんの代替蓋療・療法の研究が進んできており

報告数も多いことから、「がん」とがん以外の慢性疾患

を「慢性疾患Jとし、それぞれの共通と相異内容につい

て検討した。さらに、「慢性疾患j に対しては「慢性疾

患名」別に、「がん」に対しては「病期JJjljに代替医療

の「種類Jと「目的」の特徴について分析した。

盟.本研究による補完・代替医療の定義

日本補完代替医療学会では代替医療を「現代西洋医学

領域において、科学的未検証および臨床未応用の医学・

法療体系の総称」とし、米国の国立補完医療センター

(The National Center for Complementary and Al-

ternative Medicine : NCCAM)では、補完・代替医療

を「現段階では通常医療とみなされていない、様々な医

学・健康管理システム、施術、生成物質などj と定義し

ている。米国の看護ケアとして行われている補完・代替

医療の多くは、米国の国立衛生研究所 (NationalInsti-

tu tes of Heal th : NIH) ・国立補完代替医療センター

(NCCAM) の分類を使用している。それ以外にも、

Snyderら7)は28の看護に使う補助的・代替的療法を

示しており、本研究では、看護に取り組まれている代替

医療の内容について検討を行うことから「現代西洋医学

領域において、通常医療とみなされていない医学・塁療

体系の総称Jを代替療法と称することとする O

IV.結果

1 )代替療法の研究の年度別推移

慢性疾患(がんを除く)患者を対象とした報告数合計

は90件であり、がん患者対象とした報告数合計は81件で、

がん患者を対象にした代替療法の取り組みに対する看護

研究は圧倒的に多かった。図 1に示したように、代苔医

療における看護の研究報告数は、 2000年を境に慢性疾患

患者およびがん患者ともに報告数は急増していた。

2)代替療法に対する看護研究の報告者

研究論文の筆頭者の所属を「慢性疾患J1"がん」別に

図 2に示した。「慢性疾患Jは教育・研究者が25名
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図 1 看護研究報告数の推移
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図2 筆頭研究者の所属
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は21件 (23.3%)、「心疾患:高血在を含むJは14件
(15.6%)、「糖尿病Jは11件 (12.2%)、「アレルギー疾患・

端患」は 8件(8.9 %)、「関節症:リウマチを含むJは

5件 (5.6 %)、「慢性腎不全」は 4件 (4.4 %)、「慢性

呼吸不全Jは4件(4.4 %)、「生活習病」は 1件(1.1 %)、
「肝硬変JはO件であった。難病と脳血管疾患系の患者

を対象とした研究報告は約 5割を出めていた。

がん患者の病期を分類したところ、終末期が22件
(27.2%)、周手術期・術後が15件 (18.5%)、化学療法

の治療期が 9件 (11.1%)、がん全般として病期の未特

定は29件 (35.8%)、がん患者を想定しての健常者に対

しては 5件 (6.2 %)、家族に対しては 1件(1.2 %) 

であった。(図 4参照)

家族

1.2見 終末期

がん全般
35.8弘

化学療法時

11.1百
N=81 

図4 がん患者の病期

(27.8%)であり施設での医療従事者が65名 (72.2%)で

あった。一方、「がんJは教育・研究者が27名 (33.3%)
であり施設での医療従事者が54名 (66.7%)であり筆頭 4)看護に取り組まれた代替療法の種類

者の所属に差はみられなかった。どちらも、医療施設の 看護に組み入れたれた代替療法の種類を表 lに示した

従事者からの報告が約 7割を占め、臨床からの事例研究 ように、 33の種類が抽出された。指圧とマッサージは、

や症例研究などの実践研究が多かったo それぞれ単独で行われたものもあれば、区別が明確に示

3)代替療法の対象者の内訳

慢性疾患患者の内訳を図 3に示した。「難病:ALSや
ノてーキンソン病を含む」は22件 (24.4%)、「脳血管疾患J

慢性腎不全
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図 3 J慢性疾患別にみた報告数比率

されていないものがあったため【指圧・マッサージ】と

してまとめた。また、 【アロマセラピー】にはアロママッ

サージ、アロマ足浴、アロマジェルなどとアロマとして

明記しているものをすべて含めた。

慢性疾患患者とがん患者のどちらにも取り組まれてい

た代替療法の種類には、 【アロマセラピー】 【指圧・マッ

サージ】 【フットケア・足搭】 【リンパマッサージ】

【アイスマッサージ】 【音楽・音楽療法】 【カラーセラ

ピー】 【呼吸法・呼吸訓練】 【タッチ・タッピング】

【リラクゼーション】 【SAT法 (StructuredAssocia-

tion Technique :構造化連想法)】があり、 【指圧・

マッサージ】は慢性疾患患者に対して21%、がん，患者に

対して17.3%と疾患を特定せずに取り組まれていた。

【アロマセラピー】はがん患者に対して多く取り組まれ

ており、 【音楽・音楽療法】と【呼吸法・呼吸訓練】は

慢性疾患患者に対して多く取り組まれていた。
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表1 看護に取 り組まれた代替療法の種類

                     がん
アロママッサージ           4   19
指圧・マッサージ           19   14
フットケア・足浴            4    1
リンパマッサージ            1   8
アイスマッサージ           1   1

音楽・音楽療法           24    5
カラーセラピー             壌    1
呼吸訓練・呼吸リハ          11    5
タッチ・タッピング            1    3
リラクゼーション            2    1
SAT法                1    1

摂食訓練              1
温泉療法              1
感覚刺激              3
コラージュ療法             1

漢方                3

中国医学              1
伝統医学              1
動物療法              2
民間療法              4
ニコチン療法              1

認知行動療法             1
ロールプレイ              1

運動療法              1
温熱・温番療法                 2
漸進的筋弛緩法                 5
イメージ法                  1

絵本読み語り法                 1
描写・絵画療法                 2
寄り添う・関わり方              4
グリーフケア                 2
サポートグループ               1
粘土細工                  1
代替療法全般                  3

                   単位:件

5)看 護 に代替療法を取 り組んだ目的

 看護に代替療法を取 り組んだ目的を 「慢性疾患」 と

「がん」別に表2に 示 した。慢性疾患患者 とがん患者の

いずれにも挙げられた目的には、 【自己尊重】 【自己表

現】 【発声 ・発語の向上】 【嚥下機能の改善】 【浮腫の

軽減】 【症状の改善】 【苦痛の緩和】 【疹痛緩和】 【呼

吸改善】 【リラックス】 【不安の軽減】 【ス トレス軽

減】 【A・ の向上】 【効果の内容検討】 【実態の把

握】であった。

 【浮腫の軽減】と 【疹痛緩和】はがん患者に対 して多

く、代替療法の 【効果の内容検討】を行うことを目的と

しているのは慢性疾患患者に対 して多くみ られた。

 慢性疾患患者のみに取 り組まれた代替療法に対する目

的には、 【歩行改善】 【拘縮の改善】 【便秘の改善】

【行動の改善】 【ADLの 拡大】 【睡眠援助】 【自己管

理】 【意識の改善】など、具体的な行動や機能の改善で

横井 和美

表2 看護に代替療法を取り組んだ目的の内容

                     がん
自己尊重              1   2
自己表現              2   2

発声・発語の向上            壌    1

嚥下機能の改善            4    1
浮腫の軽減             2   6
症状の改善             唾   5

苦痛の緩和              2    2
疹痛緩和              3   7
呼吸改善              6   3

リラックス効果            3   5
不安の軽減             4   4
ストレス軽減             2   4

効果の内容検討            12    3
QOしの向上              1   1

実態の把握             5   4
関わりの向上             1

運動改善              1
歩行改善              2

拘縮の改善             3
便秘の改善             5
血圧の改善             1
血流の改善             1

排疾                1
皮膚障害の改善            1
行動の改善             2
ADLの 拡大             5

睡眠援助              2

哺乳確立              1
自己管理              5
心理的影響             2

意識の改善             3
回想                1

脳刺激               2
せん妄改善             2

家族支援                  2

倦怠感の緩和                10
嘔気・嘔吐の改善               5
バイタル全般の変化               1

リンパ液の排出                 1
セルフケア                   3
スピリチュアルペインの緩和            2

精神症状の改善                 1

精神的な支え                4
思いの表出                  1

術前訓練                  1
                    単位:件

あったり、自己管理や意識改善をねらったりしたものが

抽出された。

 がん患者のみに取 り組まれた代替療法に対するケア目

的には、 【家族支援】 【倦怠感の緩和】 【嘔気 ・嘔吐の

改善】 【セルフケア方法の獲得】 【スピリチュアルペイ

ンの緩和】 【精神的な支え】と、身体的な苦痛症状の緩

和と精神的な支援を目的としたものが抽出された。
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表3 慢性疾患別にみた取 り組まれた代替療法の

   種類と目的

慢性疾患の種類

難病 ・パーキンソ
ン病

脳血管疾患

心疾患

糖尿病

アレルギー ・喘息

関節症

腎不全

慢性呼吸不全

生活習慣病

代替療法の種類

音楽療法

指 圧・マッサージ

アロマセラピー

呼吸法・呼吸訓練
感覚刺激

指 圧・マッサージ

アロマセラピー
アイスマッサージ

呼吸法・呼吸訓練

摂食訓練

感覚刺激

音楽療法

動物療法
カラーセラピー

申国医学
指 圧・マッサージ

アロマセラピー

フットケア・足浴

呼吸法・呼吸訓練
リラクセーション

タッピング
ニコチン代替療法

動物療法

音楽療法

指 圧・マッサージ

ロールプレイ

SAT法

民間療法

運動療法
フットケア・足浴

漢方

伝統医療

漢方

コフー ンユ

民間療法
認知 行動トレーニン
呼吸法・呼吸訓練

音楽療法

指圧 ・マッサージ

温泉療法
アロマセラピー

呼吸法・呼吸訓練
指圧 ・マッサージ

フットケア ・足浴

呼吸法・呼吸訓練

リンパマッサージ

代替療法の目的

動暴の内容撞討∫◎
歩行能力の改善
構音障害改善
e・ 向上

自己尊重
ストレス軽減
関わり方
リラックス効果
 痛緩和(2)
 縮の改善

3

の

意識改善
哺乳確立
便秘改善(2)
  の

眠への 助

下
嘩 一昌

の 口上

の 向上(2)

下
意識
筋 〔∂5

の 口上

脳到
Q想効果

自己表現
脳刺激
ADLの

心理的
己

噂 の

せん の
リラックス 果

睡眠への援助

の
馬 の

2

運動改善
不安の軽減
効果の内容検討
リラックス効果
せん妄の改善
苦痛の緩和(2)

自己管理

自己管理
自己管理
自己管理
態 査

の

実態調査

あ 凹… …

ス レス

呼 2

効果の内容検討
ADLの

の  (2)
の

血圧の
の内
の

血 の

呼吸改善
ADLの 拡大(2)

効果の内容検討
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表4 がんの病期別にみた取 り組まれた代替療法の種

   類 と目的

匪

終末期

代替療法の種類
描画
粘土細工
漸進的筋弛緩法
寄 り添う

看護師の関わり方

一

音楽・音楽療法覧

温熱療法

指 圧 ・マッサ ージ

グルーフケア

ア ロマセ ラピー

周手術期

呼吸訓練

絵画療法
音楽 ・音楽療法

温番法

リンパマツサージ

タッピング ・タッチ

ア ロマセラピー

アイスマッサージ

化学療法

漸進的筋弛緩法
音楽 ・音楽療法

リラクセー ション

指 圧 ・マッサー ジ

イメージ法

がん全般

代替療法全般

漸進的筋弛緩法

呼吸訓練

リンパマッサージ

指 圧 ・マッサ ー ジ

ベッドサイドボランティア

フットケァ

タッピング ・タッチ

サポートグループ

ア ロマセラピー

SAT法

リンパマッサージ
指 圧 ・マッサ ー ジ

  健常者

患者と死別した配

カラー映像

アロマセラピー

グルーフケア

替 法の 的
ス リチュアルペ ン

土

己 重
囚 リチュアルペイン

QOLの 口上

董痛緩租.____
 己

の

和
'腫 の軽減

的 え
リラックス効果

倦 怠感の緩和(5)

   和
呼 吸機 の改 予防

壷前訓纏...__一_
  の

軽 ・

ス トレス

の

セルフケア

退院後の思い
' の 3

ス トレス

下  の
気 ・ 吐 のt

・ 魅 の

自己表現
 状緩和
不安軽減

・ 吐 の ' 2)

・ 吐 の

の  (3)

セルフケア

リラックス 2

呼 の
セルフケア
野 の

リラックス 果

自己尊重
浮腫の軽減

り蓼   (2

的 噛

の
2

的 え
リラックス 果
ストレス軽減

倦怠�_.<緩 秘 盆 一_.効
果の盛 容検鉱__

掻 痒感の緩和
疹痛緩和

精神症状の改善
リンパ排液の流 出
症状緩和
ストレス軽減
バイタルの変化

精神的支え
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6)疾患や病期による代替療法の種類と目的の相異

「慢性疾患」の疾患別に取り入れられた代替療法の種

類と目的を表 3に示し、また、「がん」患者の病期別に

取り入れられた代替療法の種類と目的を表 4に示した。

[マッサージ〕や【アロマセラピ-]は複数の慢性疾患

やがんの各病期の看護に取り組まれていた。 【マッサー

ジ】については、 【苦痛の緩和】や【廃痛緩和]の岳的

で寂り組まれており、難病・パーキンソン病、脳血管疾

患、関節症の患者に対しては【便秘の改善】 【拘縮の改

善】と言う居的で行われ、がん患者に対しては【浮腫の

軽減】を目的として病期の各段階で行われていた。この

ように、問じ代替療法の種類であっても取り組まれた目

的は疾患や病期の設階によって異なっていた。

v.考察

1 )我が国の看護における代替療法の研究状況

2001年の厚生労働省の調査4)において、がん患者の4

4.6%が代替療法を利用していることから2006年には

『がんの補完代替医療ガイドブック』が厚生労働省研究

斑から出版された。このような背景を裏付けるように、

おける代替療法に関する研究も2000年を期に急、増

しており、看護において代替療法の臨床活用が活発化し

てきた。代替療法の看護研究が増してきた背景には、看

護大学の増加に伴う研究者の育成が進められてきたこと、

がん対策支援のーっとして代替療法の研究助成がなされ

たこと、看護における代替療法関連の図書 7-10)が増して

きたこと、国民の健康意識の向上にて利尼が増してきた

ことなどがあると考えられる。さらに、代替療法の取り

組みに対する看護研究の筆頭者は、がん患者や慢性疾患

患者のいずれの報告も、臨床の医療従事者が 7割を占め

ており、西洋医学の医療現場の中で看護独自の活動とし

て代替療法に対する取り組みがなされてきた現れと考え

られる。

2)看護に取り組まれてきた代替療法の特徴

看護に取り結まれた代替療法の種類は、研究報告の段

階で23種類であった。看護として取り組まれた代替療法

の種類は、米国の国立補完・代替療法センターの分類と、

Snyderら7) の看護に使う補助的・代替的療法に示され

た種類等で掲載されている代替療法の種類の総数100程

度から比べると 3割ほどである O これは研究報告での種

類の数であって、実施されている種類の数とは異なるも

のと考える。新田の調査ω によると、緩和病棟の看護

者が看護ケアとして代替療法を行った者は 9割を超して

おり、実施したことのある種類には、マッサージ、足浴、

署法、意図的タッチなどのIII震で半数の者が実施している

と報告している O 今回、研究報告として挙げられた看護

横井和美

に取り組まれた代替療法の種類には、表 lに示されるよ

うに、 【指圧・マッサージ】 【音楽・苦楽療法】 【アロ

マセラピー〕 【リンパマッサージ】 【呼吸法・呼吸訓練

】の順で研究報告数が多かった。今後、実施に伴った研

究の報告がなされ、研究報告で示された代替療法の取り

組みが活かされていくことが期待される。

今回、調査した論文の代替療法に対する取り組みは、

医療者側からの提案で行われた介入研究であり、患者側

から代替療法の取り組みに対して提案されたことからの

研究は見当たらなかった。 基本的に、構完・代替医療

の利用は、患者個々人の意思決定に大きく依存しており、

患者自身の「心構え」によって、容易にその決定は変わっ

てしまう。がん患者からの調査凶では、患者は医療者

に相談することを臨時し、医師に対して棺談した者は50
%強、看護者に相談した者は約20%しかおらず、患者は'

看護者に代替療法の棺談をもちかけていない。看護者は、

代替療法の利用者が40'""60%いることを念頭に、代替療

法を利用する患者の思いや病院の中では相談しにくいと

いう思いに配癒して関わっていく必要があると考える。

その上で、看護に取り組む代替療法の種類や目的を、患

と共に選択していくことが重要である O

3 )看護に活用できると期待した代替療法の効果

人々の健康意識の向上が代替療法の利用に関与してい

る根拠として、市民の代替療法の使用目的は、鍵康維持・

増進が 7割を占めていると加納の報告 5) がある O 今回、

看護に代替療法を取り組んだ目的にも、 【発声・発語の

向上】 【嶋、下機能の改善】 【浮腫の軽減】 【症状の改

善】 【苦痛の緩和】 【痔痛緩和】 【呼吸改善】など身体

の機能の維持・増進に対するものがあった。また、 【リ

ラックス】 【不安の軽減】 【ストレス軽減】 【自己尊

重】 【自己表現】 【QOLの向上】など、精神・情緒の

安定や患者自身の自己概念の維持・形成を行うものや、

【効果の内容検討〕 【実態の把握]など代替療法の実施・

効果について情報収集の目的のものもあった。看護に取

り組む代替療法の使用目的は、身体的な健康維持・増進

の目的だけでなく、患者自身が病気と向き合ったり現在

の状況からの苦痛を解除したりするための方法として代

替療法を取り組んだと報告されていた。このように、患

者自身が代替療法に期待し取り組む内容と、看護者が代

替療法に期待し取り組む内容は異なり、看護者は患者一

看護者間の関係の深化のためにも代替療法を取り組んで

いた。看護者が認識している代替療法による効果の主な

身体的・精神的症状には、下肢のだるさ、不眠、痛み、

全身倦怠感など、主な精神症状には不安、抑うつ、せん

妄、意識樟害などがあると報告11) があるように、看護

者は身体面と精神面の両方の効果を認識していた。また、

看護者が思う代替療法のメリットには、「病気のために
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自分でできることはしたいという患者・家族の満足感が

得られるJ1精神的安定につながるJ1生きる希望や励み

になる」などといった精神的な効果を期待していたと報

告ゆがあるように、今回の調査論文も精神的な効果を

も期待して、看護に代替療法を取り組み実践していた。

しかし、論文の報告内容は、効果を期待しての内容だけ

でなく、取り組んだ代替療法の効果の有無を追究した

【効果の内容検討〕や、看護として、活用できる代替療法

の追究を行った【実態の把握】があった。論文報告は事

例研究や症例研究が多く、客観的な代替療法の評価指標

を用いての研究はわずかであり、今後、看護と Lて代替

療法を取り組み実施していくためには、各種の代替療法

のエビデンスの蓄積と看護としての実施方法を明確にし

ていくことが望まれる O

4)看護に代替療法を取り組んだ対象者の特徴

代替療法を取り組んだ看護の研究報告数でみると、

「がん」患者に対しての報告数は、主な「慢性疾患」患

者に対しての総数とほぼ変わらず報告されており、代替

療法を看護に取り組んだ対象者は「がん」患者が多かっ

た。再発・転移を認められている患者は代替療法を取り

入れている率が高いという報告ω があるように、研究

対象となったがん患者の病期においても終末期に対する

取り組みが約26%と、馬手術期・術後や化学療法の治療

期よりも多い結果であった。

一方、 l'擾性疾患J患者において、代替療法を取り組

んでいる報告数が多かった疾患は、「難病・パーキンソ

ン病J1脳血管疾患」などと慢性的な運動機能障害を有

する疾患であり、機能回復が緩やかであったり、撞害回

復が因難であったりする者であった。それゆえに、「慢

性疾患」患者の看護に代替療法を叡り組んだ目的には、

身体機能の改善を巨指すものが多くみられた。

代替療法に対する患者の思いに「一綾の望みに賭けた

いJ1自分の持っている生きる力を最大限に発揮したい」

という報告叫にもあるように、「難病・パーキンソン病」

患者や「脳血管疾患J患者、「がん」終末期患者など遭

遇している障害が困難であり、生命危機を感じている

ほど、代替療法の効果を期待し実践するものと考える。

それは、患者自身だけでなく、患者をケアする看護者自

身の期待も同じであると研究の報告数から考える O

VI. おわりに

代替療法の利用者の増加に伴い、看護者も代替療法へ

の関与が増加していくものと思われるO 代替療法の利用

に関する意患決定に対する支援と同時に、看護に代替療

法を取り組む実践も増していくものと考える。そのため

に、看護者は代替療法に対する情報や信念を持ち、情報
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提供者、相談相手、意思決定の擁護者として関わること

が必要と考える O 今回、我が国の看護における代替療法

の実践状況を「慢性疾患」患者と「がん」患者に対する

看護研究論文の内容比較から整理したところ、次のよう

な代替医療に対する示唆を得た。

代替療法の取り組みに対する看護研究は、臨床の医療

従事者からの報告が 7割を占め、西洋涯学の医療現場の

中で看護独自の活動として取り組まれるようになってき

た。看護として取り組まれた代替療法の種類の報告は、

代替療法の種類の 3割程度であり、看護者が代替療法に

期待し取り組む内容は、一般的に患者日身が代替療法に

期待する内容だけでなく、患者一看護者間の関係の深化

のためにも看護者は代替療法を取り組んでいた。

また、代替療法を取り組んでいる報告数が多かった慢

性疾患は、「難病・パーキンソン病J1脳血管疾患Jなど

と慢性的な運動機能障害を有する疾患であり、「がんJ
患者においては終末期患者への報告が多く、遭遇してい

る障害が困難であり、生命危機を感じている者ほど代替

療法の効果を期待し実践するものと考えられた。そして、

期待を有するのは患者自身だけでなく、患者をケアする

看護者自身の期待も同じであることが示唆された。今後、

代替療法が看護に取り組まれ患者ケアの質の向上に寄与

できるように、我々看護者は、各代替療法の安全性と効

果、および取り組む方法について理解と追究を行ってい

くとこが重要と考える。
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