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化学療法開始前における乳がん患者の心理的反応と特性不安について
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　本研究では，化学療法開始前の乳がん患者の心理的反応について特性不安に焦点を当て検討し

た。研究参加に書面にて同意した22名を対象に，特性不安の測定にはState-Trait Anxiety Inventory，
抑うつ・不安の測定にはHospital Anxiety and Depression Scale，がんに対する対処スケールとして

Mental Adjustment to Cancer Scaleの質問用紙を使用し，心理士の面接により，これまでの経過や不
安などについて話すよう依頼した。特性不安得点の中央値 (41点) を基準に，高特性不安群と低特
性不安群の2群に分け，質的な内容も含めた心理的反応について分析を行った。その結果，高特性

不安群は低特性不安群と比べて，不安，抑うつ，絶望感を強く感じていた。面接内容では，高特性

不安群は低特性不安群と比べて，否定的感情の表出が高く，肯定的感情の表出が低かった。
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緒　　言

　がん患者の多くは，確定診断から治療中，治療終了

後のさまざまな時期により異なる心理的苦痛を経験し

ている。Okazakiら1によると，患者の6割はがん罹患な

どへの不安や心配を抱いており，Deimlingら2によると

治療が開始された後には，がんの転移や副作用への心

配を抱えているとの報告がある。このことは乳がん患

者においても例外ではなく，乳がん患者の半数が心理

的苦痛を経験しており3，乳がん患者の4人に1人が心理

的な援助を必要としている4。加えて，乳がんの治療は

多岐に渡り，治療のなかでも化学療法は，副作用を伴

い，数回の入退院が必要となり，治療期間が長いと

いった特徴や，種々の有害事象による身体的苦痛を伴

う可能性がある5。化学療法に対しては，化学療法開始

前から，脱毛，悪心・嘔吐といった副作用に関連した

衝撃や恐怖感を持ちやすい6。化学療法開始前から不安

や抑うつなどの心理的苦痛を強く感じている乳がん患

者は，化学療法を開始した後も心理的苦痛を持続させ

やすい7,8。このように，化学療法開始前の患者の心理

的反応について量的に検討した研究7,8や，化学療法中
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のがん患者の心理的反応について質的に検討した研究9

は行われている。しかし，化学療法開始前における乳

がん患者の心理的反応について質的に検討した研究は

ほとんどない。加えて，乳がん患者が心理的苦痛を抱

えることにより，化学療法に対する意欲やコンプライ

アンスが低下する10との報告もある。化学療法開始前

における乳がん患者が経験する心理的苦痛を含む心理

的反応について，質的な内容も含めてより詳細に分析

し，患者の心理的反応についてより多面的に理解する

ことは重要であると考えた。また，それぞれの患者の

心理的反応には個人差があり，心理的反応を予測する

要因の一つとして，特性不安が挙げられている11-13。こ

れらの先行研究は，特性不安が高い患者は，低い患者

と比べて，がん確定診断後に緊張や不安といった心理

的苦痛を強く感じることを明らかにしている。そこで

本研究では，心理特性のなかでも特性不安に焦点をあ

て，特性不安の程度により化学療法開始前の乳がん患

者の心理的反応について検討した。第1に，質問用紙を

用いて心理的苦痛およびがんに対する態度を測定し，

特性不安の程度と心理的苦痛およびがんに対する態度

との関係について比較検討した。第2に，面接調査を行
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い，面接で得られた面接内容について特に否定的感情

と肯定的感情に焦点を当て，面接内容の質的な分析も

含めて特性不安の程度と心理的反応との関係について

検討を行った。

対象と方法

対象者

　北里大学病院にて2006年7月から2008年4月までの間

に化学療法を開始し，書面にて研究参加に同意した22

名の乳がん患者を対象とした。

質問用紙

①State-Trait Anxiety Inventory (STAI)

　状態不安と特性不安を測定するために，Spielberger

ら14が作成したSTAIの日本語版15を使用した。状態不安

尺度および特性不安尺度はそれぞれ20項目から構成さ

れ，「ほとんどない」から「しょっちゅう」の4段階で

評価する。本研究では，特性不安尺度のみを使用し

た。

②Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS)

　身体的疾患を有する患者の抑うつおよび不安を測定

するために，Zigmondら16,17が作成したHADSの日本語

版18を使用した。抑うつおよび不安はそれぞれ7項目か

ら構成され，4段階で評価する。

③Mental Adjustment to Cancer Scale (MAC)

　がんに対する態度について測定するために，Watson

ら19が作成したMACの日本語版20を使用した。Fighting

Spirit (16項目)，Helplessness/Hopelessness (6項目)，

Anxious Preoccupation (9項目)，Fatalism (8項目)，

Avoidance (1項目) の5下位尺度を有し，40項目から構

成され，それぞれの項目について「全く違う」から

「全くその通りだ」の4段階で評価する。

面接

　化学療法開始前において，乳がん患者の心理的反応

について具体的に検討するため，心理士が面接を行

い，これまでの経過や不安なことなどについて話すよ

う依頼した。

手続き

　北里大学病院外科において，化学療法を行う予定の

乳がん患者に，医師が調査の目的と内容を説明した上

で患者に研究への協力を依頼した。その後，心理士か

ら再度研究の説明を行い，書面にて同意の得られた患

者に対して，STAIの特性不安尺度，HADS，および

MACの3種類の質問用紙を配布した。質問用紙への記

入および回収は化学療法開始前までとした。面接につ

いては，化学療法を開始するまでの外来診察時もしく

は入院時に行った。なお，本研究は北里大学医学部倫

理委員会の承認を得ている。

分析の概略

　対象者22名に対して，特性不安の程度による差を確

認するため，STAIの特性不安得点の中央値 (41点) を基

準として，高特性不安群10名 (平均 ± SD = 49.0 ± 13.3

歳) と低特性不安群12名 (平均 ± SD = 51.8 ± 6.8歳) の

2群に分け，t検定を行った。特性不安の程度と化学療

法開始前のHADS得点およびMACの5下位尺度得点と

の関係を検討するために，HADS得点 (不安・抑うつ)

およびMACの5下位尺度得点について，各群間のt検定

を行った。

　化学療法開始前における面接調査により得られた面

接内容を検討するために，群ごとに要約的内容分析を

行った21。はじめに，中谷ら22の研究を参考に，それぞ

れの群ごとに1名の研究者が面接内容をコード化し，類

似するコードを集約し，カテゴリーとして名称を付与

した。その後，3名の研究者が加わり，コードとカテゴ

リーについて再検討した。4名の分析者全員の意見が一

致するまで協議を繰り返し，その内容的妥当性を検討

した。なお，最小カテゴリーで同一人物の回答が重複

した場合には1つの回答とした。それぞれの群ごとに，

全出現個数から各カテゴリーの出現頻度を算出した。

否定的感情と肯定的感情に焦点を当て，2群における否

定的感情および肯定的感情の出現頻度の違いについて

検討するため，否定的感情の出現数に対して2群 (高特

性不安群・低特性不安群) × 2感情 (否定的感情・その

他)，肯定的感情の出現数に対して2群 (高特性不安群・

低特性不安群) × 2感情 (肯定的感情・その他) のx2検

定をそれぞれ行った。

結　　果

高特性不安群と低特性不安群について

　対象者22名に対して，特性不安の程度による差を確

認するため，STAIの特性不安得点の中央値 (41点) を基

準として，高特性不安群10名と低特性不安群12名の2

群に分け，t検定を行った。その結果，2群において特

性不安得点の差を確認した (t (20) = -6.17，P < 0.01)。

高特性不安群および低特性不安群の化学療法の実施に

ついて

　高特性不安群10名のうち，2名は術前補助化学療

法，8名は術後補助化学療法であった。術前補助化学療

法であった2名はAC→T療法 (ドキソルビシンとシクロ

ホスファミドを投与後にパクリタキセル投与) を実施し

ていた。術後化学療法であった8名のうち，6名がAC→

T療法，1名がAC療法 (ドキソルビシン，シクロホス

ファミド)，1名がEC→T療法 (エピルビシン，シクロホ

スファミド投与後にパクリタキセル投与) であった。



121

「第23回北里腫瘍フォーラム」化学療法開始前における乳がん患者の心理的反応と特性不安について

　低特性不安群12名のうち，5名は術前補助化学療

法，7名は術後補助化学療法であった。術前補助化学療

法を行った5名はAC→T療法であった。術後化学療法

であった7名のうち，4名がAC→T療法，3名がAC療法

であった。

特性不安と心理的苦痛およびがんに対する態度との関

係

　対象者の特性不安の程度とHADS得点およびMAC得

点の違いを確認するため，HADSの2下位尺度得点 (抑

うつ・不安) およびMACの5下位尺度得点 (Fighting

S p i r i t・H e l p l e s s n e s s / H o p e l e s s n e s s・A n x i o u s

Preoccupation・Fatalism・Avoidance) のそれぞれの得点

に対して，各群間のt検定を行った (図1，2参照)。その

結果，高特性不安群は低特性不安群に比べ，HADSの

不安において有意に得点が高く (t (20) = 5.11，P <

0.01)，HADSの抑うつにおいては有意に得点が高い傾

向が認められた (t (20) = 1.75，P < 0.10)。MACに関し

て，高特性不安群は低特性不安群に比べ，Helplessness/

HopelessnessおよびAnxious Preoccupationにおいて有意

に得点が高かった (t (20) ≦ 2.67，P < 0.05)。

面接内容における否定的感情および肯定的感情の出現

頻度について

　否定的感情の出現頻度について，高特性不安群では

43.1%であり，低特性不安群では33.6%であった。2群

図2.  高特性不安群と低特性不安群のMAC得点

FS, Fighting spirit; H, Helplesseness/Hopelessness; AP, Anixious preoccupation; F, Fatalism; A, Avoidance

図1.  高特性不安群と高特性不安群のHADS得点
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における否定的感情の出現頻度の違いを検討するため

に，否定的感情の出現数に対して，2群 (高特性不安

群・低特性不安群) × 2感情 (否定的感情・その他) の

x2検定を行った。その結果，高特性不安群 (43.1%) は

低特性不安群 (33.6%) と比べて，否定的感情の出現頻

度が高い傾向が認められた (x2 (1) = 2.83，P < 0.10) (図

3参照)。高特性不安群における否定的感情の具体的な

内容については，“治療の副作用 (例えば，化学療法に

よる脱毛)”，“乳がん”，“予後”，“日常生活”，“仕事”

などに関する「不安・心配」が30%であり，“乳がん”

と診断されたことや“手術跡”などに関する「衝撃」

が3.5%，その他に「恐れ」，「嫌悪」，「抑うつ」と続い

ていた。低特性不安群では，“治療の副作用 (例えば，

化学療法による吐き気)”，“予後”などに関する「不

安・心配」が17.8%，“乳がん”や“がんの進行”など

への「衝撃」が5.3%，その他に“治療 (手術・温存)”

や“治療 (リハビリ)”などに対する「苦痛」，「自責」，

「不満」が挙がっていた。

　肯定的感情の出現頻度について，高特性不安群では

8.3%，低特性不安群では20.4%であった。2群における

肯定的感情の出現頻度の違いについて検討するため，

肯定的感情の出現数に対して，2群 (高特性不安群・低

特性不安群) × 2感情 (肯定的感情・その他) のx2乗検

定を行った。その結果，高特性不安群 (8.3%) は低特性

不安群 (20.4%) に比べて，肯定的感情の出現頻度が低

かった (x2 (1) = 8.39，P < 0.01)。高特性不安群における

肯定的感情の具体的な内容については，“乳がん”や

“治療の副作用 (例えば，化学療法による脱毛)”など

に関する「希望」が3.5%，それに続いて「受容」，「楽

観」，「安堵感」，「好感」，「喜び」が見られた。低特性

不安群では，“治療 (例えば，化学療法)”，“乳がん”，

“治療 (例えば，化学療法) の副作用”，“予後”などへ

の「受容」が11.1%，“治療”，“乳がん”，“コミュニ

ケーションあり (医師・コメディカル)”に関する「安

堵感」が5.3%，“治療の副作用 (例えば，化学療法によ

る脱毛)”，“治療”，“身体症状 (しこり)”，“家族”に対

する「楽観」が4.0%見られた。

考　　察

特性不安と心理的苦痛およびがんに対する態度につい

て

　心理的苦痛については，高特性不安群は低特性不安

群に比べ，HADSの不安得点および抑うつ得点が高

かった。心理特性の一つである特性不安は，確定診断

前11，確定診断後12，確定診断前後13において，乳がん

患者の心理的反応を予測する要因の一つであることが

明らかになっている。本研究においても同様の結果が

得られ，化学療法開始前においても先行研究の結果を

支持した。

　次に，がんに対する態度に関しては，高特性不安群

は低特性不安群に比べ，Helplessness/Hopelessness得点

およびAnxious Preoccupation得点が高く，高特性不安群

は低特性不安群に比べ，がんに対して絶望感や予期不

安をより強く感じていることがわかった。Watsonら19

は，MACの下位尺度であるHelplessness/Hopelessnessお

よびAnxious Preoccupationは抑うつと密接な関係にあ

り，がんに対して絶望感や予期不安を強く抱くことは

効果的なコーピングではないことを示唆している。高

特性不安群は，化学療法開始前からがんに対する絶望

感や予期不安が高くなり，抑うつへと結びつけやすい

と考えられる。Bardwellら7およびHopwoodら8は，化学

療法開始前から不安や抑うつなどを強く感じている乳

がん患者は化学療法を開始した後も心理的苦痛を持続

図3.  高特性不安群と低特性不安群の化学療法開始前での心理的反応

鹿内　裕恵，他
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させやすいことを報告している。よって，本研究の化

学療法開始前から不安や抑うつなどを感じている高特

性不安群では，化学療法が開始された後も不安や抑う

つといった心理的苦痛を持続させやすいことが予測さ

れる。また，高特性不安群では，化学療法開始後に起

こる身体的もしくは心理的な変化を経験することでさ

らに絶望感や不安を悪化させやすいと推察される。そ

のため，化学療法開始前からリラクゼーションやスト

レスマネージメントなどの心理的な介入を行うこと

で，がん患者がより効果的なコーピングを身につけ，

化学療法開始後の身体的および心理的苦痛が軽減する

ことが重要となるであろう23,24。化学療法開始前から，

特性不安が高く，がんに対しても絶望感や予期不安を

強く抱いている患者に対しては，リラクゼーションや

ストレスマネージメントなどの心理的援助が望まれ

る。

面接内容における否定的感情および肯定的感情につい

て

　化学療法開始前における面接内容について，否定的

感情では，高特性不安群 (43.1%) は低特性不安群 (33.6%)

に比べて，その出現頻度が高かった。高特性不安群に

おける否定的感情の内訳については，“治療の副作用

(例えば，化学療法による脱毛)”，“乳がん”，“予後”，

“日常生活”，“仕事”などに関する「不安・心配」が最

も大きな割合を占めており，“乳がん”と診断されたこ

とや“手術跡”などに関する「衝撃」が3.5%，その他

に「恐れ」，「嫌悪」，「抑うつ」と続いていた。低特性

不安群の具体的な内容は，“治療の副作用 (例えば，化

学療法による吐き気)”，“予後”などに関する「不安・

心配」，“乳がん”や“がんの進行”などへの「衝撃」，

その他に“治療 (例えば，手術，リハビリ)”などに対

する「苦痛」，「自責」，「不満」が挙がっていた。岡崎

ら25は，乳がん確定診断前後において高特性不安群は

低特性不安群と比べて不安・心配・衝撃といった否定

的感情の表出が増加することを明らかにしており，本

研究で対象とした化学療法開始前においても同様の結

果が得られた。つまり，乳がん患者において，高特性

不安群は，確定診断前後から化学療法などの治療が開

始されるといった一連の経過の中で，否定的感情を表

出しやすいことが示唆される。一般的に，化学療法は

脱毛，悪心・嘔吐，食欲不振といった副作用に対して

衝撃，恐怖，耐え難いなどの印象を持ちやすい6。化学

療法の副作用のなかでも特に脱毛は，女性のがん患者

にはもっとも気がかりな副作用であり，脱毛を怖れて

化学療法を断る患者がいるとの報告もある26。本研究

の実施時期が化学療法の初回開始前ということもあ

り，患者はこれまでに経験したことがない治療を開始

すること，それが化学療法であるといったことなどか

ら，治療効果やその副作用に対して，患者の不安がよ

りいっそう強くなり，特に高特性不安群では否定的感

情を多く表出したと考えられる。

　化学療法開始前の肯定的感情の出現頻度について

は，低特性不安群 (20.4%) は高特性不安群 (8.3%) に比

べて高かった。高特性不安群の肯定的感情の具体的内

容は，“乳がん”や“治療の副作用 (例えば，化学療法

による脱毛)”などに関する「希望」，「受容」，「楽

観」，「安堵感」，「好感」，「喜び」が見られた。低特性

不安群の内容については，“治療 (例えば，化学療法)”，

“乳がん”，“治療 (例えば，化学療法) の副作用”，“予

後”などへの「受容」，“治療”，“乳がん”，“コミュニ

ケーションあり (医師・コメディカル)”に関する「安

堵感」，“治療の副作用 (例えば，化学療法による脱毛)”，

“治療”，“身体症状 (しこり)”，“家族”に対する「楽

観」が見られた。低特性不安群においては，化学療法

を含む治療，乳がん，予後といった乳がんに関するこ

とを受容していたり，楽観的に捉えていることが明ら

かになった。また，医療者とのコミュニケーションを

通して，安堵感を得ていることも低特性不安群におい

て特徴的であった。低特性不安群では，乳がんや化学

療法などの治療について，否定的な面と肯定的な面の

両方を認識した上で，化学療法を開始していると推察

される。

　本研究において，化学療法開始前における特性不安

の程度の違いにより，患者の心理的反応は異なり，患

者の心理特性 (特性不安) をできるだけ早期の段階で把

握していくことの重要性が示された。Schwartz  &

Zahasky6は，それぞれの患者の心理的状態をしっかり

と把握した上で，適切な情報を与えることで，化学療

法に対する患者の不安や恐れを軽減できると述べてい

る。そのため，医療者は，第1に，化学療法開始前か

ら，患者に負担の少ない質問用紙などを使用するなど

して患者の心理特性 (特性不安) を把握すること，第2

に，特に特性不安が高い患者に対しては適切な感情の

表出を促し，患者が表出したことを批判することなく

そのまま受け入れ，現実的な範囲で保証したうえで，

患者の心身の状態に合わせてリラクセーション法など

の心理的援助を組み合わせていくことが望まれる。

　本研究の限界は，対象者が22名と少なく，化学療法

開始前のみを対象としていたことであった。今後はさ

らに人数を増やし，化学療法開始前後の心理的反応に

ついて比較検討することが望まれる。また今回は心理

特性として特性不安に焦点を当て化学療法開始前にお

ける乳がん患者の心理的反応について検討を行った

が，患者の心理的反応を予測する要因は他にもあると

考えられる。そこで，今後は患者の背景，医療者との

関係を含むソーシャルサポート，特性不安以外の心理

特性なども含めて検討していきたい。

「第23回北里腫瘍フォーラム」化学療法開始前における乳がん患者の心理的反応と特性不安について
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