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乳がんと診断された患者の術前と、退院後の日常生活を始めた時期のQOLの変化

に関連する要因を明らかにし、患者への支援方法を検討することを目的として QOL

調査を行った。研究協力が得られた21人の対象者に対し、自己記入式調査票「がん薬

物療法における QOL調査票： QOL-ACDJとf乳がん患者用のQOL尺度 ：QOL-ACD

-BJを使用しデータの収集、分析を行った。その結果、乳がん患者は術前に比べ、術

後のQOLが低下しており、中でも QOL-ACD-Bの f身体症状・終痛」尺度において

術後の低下が著しく有意差を認めた。対象者のQOL低下の要因には、生活動作や役

割遂行が関連しているのではないかと考えられた。そのため、看護者は退院後の患者

の家事動作、日常生活動作を把握し、上肢挙上や肩関節可動域運動についてのきめ細

かい指導や、創部 ・創部周囲の皮膚ケアの指導などを行う必要があることが示唆され
~， ，』。
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しはじめに

近年、わが国における乳がん発生率は増加傾向にあり、日本女性の悪性新生物では最も

催患率が高い。術式は縮小の方向へ変化しているが、乳がんになった女性は、がんに擢患

したこと、手術による乳房の変形、術後の痔痛、喪失によるボディ ・イメージの変化など

心身ともにダメージを受け、術後の生活の質Quality of life （以下 QOL）は大きく影響を

受ける。この大きく変化する生活を、自分らしく 心豊かに送ることができるよう援助する

ことが看護者の役割であると考える。

乳がん患者の QOLに関する研究は、乳房温存療法や乳房切除術、即時乳房再建術など

の術式や術後補助療法など、術式や治療方法の違いによる QOLを比較した研究から、乳

房温存療法は患者の QOLを向上させているという報告がされているlトヘ しかし、手術
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前後の QOLの比較や、術後の日常生活を始めた時期の QOLとその内容を検討した報告

は見あたらない。

乳がんの治療は、手術の縮小化にともない、術後の放射線療法や化学療法を併用が行わ

れている。この治療を受けることにより、患者の QOLは変化すると考えられることから、

援助のためには、QOLの変化のプロセスを把握する必要があると考えた。そこで、乳が

んの診断を受けた患者の手術前の QOLと、向患者が手術を終え、退院し日常生活を始め

た時期の QOLを測定し、その変化と関連する要因を明らかにし、支援方法を検討する。

II.研究目的

乳がんと診断された患者の術前と、退院し日常生活を始め、放射線療法や化学療法を受

ける前の QOLの変化に関連する要因を明らかにし、支援方法を検討する。

m.研究方法

1 .対象

A病院の乳腺外科外来を受診した30歳代～60歳代の女性で、乳がんと診断され乳房温存

術を受け、同意の得られた21人である。

2.研究期間

2006年3月～2007年11月

3.調査方法

手術前と、手術後約2～3週間で放射線療法や、化学療法が開始となる前の QOLを測

定した。QOLの測定には、自己記入式調査票QOL-ACD尺度（がん薬物療法における QOL

調査票 ：qualityof life Questionnaire for Cancer Patients Treated with Anticancer Drugs)1＞とQOL

-ACD-B尺度 ：乳がん患者用の QOL尺度引を使用した。

データ収集は、 A病院の乳腺外科外来を受診し、乳がんと診断された患者に対し外来看

護師が研究に関する説明を行い、研究者が文書を持って研究の目的と参加についての説明

と同意を得た。術前のアンケート調査に引き続き、術後も同様に参加の意思を確認の後、

アンケートによる調査を実施した。

QOL-ACDは1993年に厚生省栗原ら4）において開発されたわが国初の本格的ながん患者

用 QOL尺度である。QOL-ACD-Bは、 generalscaleである QOL-ACDと異なり 、特に乳が

ん患者に特異的な QOL上の問題点を評価することを目的に開発された尺度であり、計量

心理学的には、 QOL-ACD-Bを単独で乳がん患者の研究に用いた場合、スコア化して評価

することが可能である。しかし、乳がん患者にとっては大切な QOLに関する項目であっ

ても、 QOL-ACDとの重複項目は除外しであるため、乳がん患者の QOL評価を トータル

に考える場合、原則として両者を併用して使用することが勧められている。また、 QOL-
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ACDはその名前から、薬物療法を受けている患者のみを対象とするように印象づけられ

るが、 QOL-ACDおよびQOL-ACD-Bともに、手術や放射線療法を受けた後の患者を対象

とした研究にも有用であることが確認されている。

QOL-ACD尺度は QOL質問紙で22項目からなり、乳がん領域でも信頼性および妥当性

は検討されている。各項目とも QOLが最も悪いと思われる方を 1点、最も良いと思われ

る方を 5点とし、合計点数が22～llO点の範聞である。下位尺度は「活動性」が6項目、 「身

体状況jが5項目、「精神 ・心理状況」が5項目、 「社会性」が5項目でさらに、全般的な

QOLを測定するための項目が1項目（facescale）で構成されている。 QOL-ACD-B尺度に

ついては、合計点数がO～100点の範囲であり、全21項目のうち、下位尺度は「身体症状 ・

痔痛jが6項目、「医療に対する満足感と病気に対するコーピングjが4項目、「治療によ

る副作用jが4項目、「服装 ・性的商 ・その他jが4項目、 「母性（50歳以下対象のオプショ

ン）Jが3項目の構成となっている。オプションの、母性に関する 3項目を除いた18項目

（術前患者では17項目）でスコアを換算した。

4 .分析方法

QOL-ACDはそれぞれの下位尺度ごとの点数と合計を前後で比較し、 QOL-ACDの合計

とQOL-ACD-Bの合計点数を210点満点とし、術前・術後の比較を行った。QOL-ACD同B

で得られる項目のうち、スコアリングが可能である母性を除いた18項目（非手術の場合17

項目）と下位尺度については「身体症状・痔痛Jと 「医療に対する満足感と病気に対する

コーピング」の項目である。この3項目を21人についてスコアの平均値と標準偏差（SD)

を算出し、術前・術後でt検定を行い有意差をみた。データの分析は、 SPSSのWindows

版 version16.0を使用した。

5.倫理的配慮

対象者には調査への協力は自由意志であり 、

途中で中断 ・辞退に関わらず、医療サービスに

関して不利益を被る事がないこと、加えてすべ

て尺度で数字化されることから、個人の特定は

できないこと、プライパシーの保護について、

書面により十分説明したうえで、同意を得た。

本研究は、 A病院の倫理委員会の承認を得たう

えで行った。

N.結果

対象の属性については表lに示す。研究協力

が得られた対象の平均年齢は57.7±9.804歳で
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年齢

婚姻状況

表 1

項

子どもの有無

雇用状態

対象者の属性

目 人数

30歳～49歳 4 

50歳～69歳 15 
70歳以上 2 

結婚している 17 

死別した 2 

独身である 2 

あり 18 

なし 3 
フJレタイム 6 
専業主婦 11 

ボランティア 1 

退職後 l 

無職 2 



あり、50～60歳代が21人中15人（71.4%）であった。婚姻状況は結婚しているが17人（81%) 

であり、子どもがいる人は18人（86%）、雇用状態では専業主婦11人（52%）、フルタイム

6人 （29%）であった。

QOL-ACDによる術前と術後の評価点をみると、術前の最高点は110、最低点は72、術

後は最高点109と最低点63であり、 t検定の結果、有意差を認めなかった。

下位尺度ごとの「活動性」、「身体状況j、「精神・心理状況J、「社会性jにおいても前後

の平均値に差はほとんど認めなかった。

QOL-ACDとQOL-ACD-Bの合計に関しては、術前に比べ術後は低下したものの、有意

な差は認めなかった。

表2 術前 ・術後のQOしACD-Bスコア平均得点の比較
(N=21) 

QOL-ACD-Bスコア

「身体症状 ・終痛J尺度のスコア

r~療に対する満足感と病気に対
するコーピングJ尺度のスコア

平均値土標準偏差 平均値土標準備差
（術前） （術後） t 値 自由度 p儲

77.59土10.93 70.90士14.35 2. 341 20 0. 030・

お.80土15.24 66.67土17.63 4.464 20 o.ooo・・ 

部.39±12.23 87.80土15.24 o. 195 20 o. 847 

•pくO.05 .. p<O. 01 

QOL-ACD-Bの術前の最高点は92.65、最低点は50.00、術後の最高点は88.89、最低点

は40.28であった。また、表2に示すように、スコアの平均値と標準偏差は術前77.59土

10.93、術後70.9土14.35であり、 t検定の結果、両者の間で有意差を認めた（p<O.05）。

さらに、 QOL-ACD-Bの 「身体症状 ・痔痛jの6項目のスコアは、術前の最高点は100、

最低点は45.00であり、術後は最高点が100、最低点は33.33であった。術前の平均値は83.81

±15.24、術後の平均値は66.67土17.63であり術前 ・術後の聞で有意差を認めた（p<

0. 01）。この「身体症状 ・痔痛Jの中で術前に比べ、術後の点数が低下した項目は、胸、

脇や腕の痛みやしびれ、発赤 ・腫れ ・熱感 ・かゆみなどの皮膚の症状、上肢挙上困難に関

する項目であった。

f医療に対する満足感と病気に対するコーピング」の尺度については、術前の平均値が

88.39土12.23であり、術後も87.80±15.24とほぼ一定で高値を示しており、有意差は認め

られなかった。その他の 「治療による副作用」や「服装 ・性的面・その他Jについては、

有意差は認められなかったが、術前に比べ術後の点数は低下していた。「服装 ・性的面 ・

その他Jの項目の中の 「温泉など人前で裸になることにためらいを感じますかjという項

目について前後の比較を見ると術前の平均値は4.10±1.01、術後の平均値は2.52±1. 44で

あり術前・術後の間で有意差を認めた （p<O.01）。

V.考察

乳がんの手術を行った患者を対象に術前と薬物療法、放射線療法が開始となる前の QOL
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の変化を調査した。その結果QOL-ACDによる「活動性」、 「身体状況j、「精神・心理状況J、
「社会性j、「合計jの比較においては有意差を認めなかった。その理由としては、この尺

度は薬物療法中の副作用に関連した内容に焦点がおかれている質問項目が多く、今回は放

射線療法や薬物療法を受ける前の患者を対象にしたことから、有意差が出なかったのでは

ないかと考える。

QOL-ACDとQOL-ACD・Bの合計40項目での術前・術後の変化については、有意とまで

はいかないが、術前に比べ術後の QOLは低下していた。これは、 QOL-ACD-Bの尺度が

乳がん患者に特異的な調査票であり、術後の身体面の変化などが詳しく評価できるためで

あると考える。

QOL-ACD-Bの結果から乳房温存術を受けた患者は、術前に比べ術後の QOLが低下し

ており、その要因として、「身体症状・痔痛Jが関連していることが明らかとなった。特

に胸や脇の痛みやしびれ、創部周辺の皮膚の症状である発赤 ・腫脹 ・熱感、上肢挙上困難

が影響している。佐藤らも、乳がん体験者の術後上肢機能障害に対ーする主観的認知と QOL

には有意な相関があり、特に痛みや腫脹、上肢の運動制限が関連している6）と報告してい

る。このような状態がQOLを低下させる要因としてあげており、佐藤らと同様の結果を

得た。今回、調査時期が術後約2～3週間であったことから、手術創の抗張力が十分回復

していないことや、創自体と創周辺の痛みがまだ十分に軽減されていないため、上肢挙上

動作が制限されることなどがQOLの低下に影響していると考える。

今回の対象者は、専業主婦やフルタイムで仕事に従事している者が多く、上肢をよく使

用する状況が推察される。そのため、健常時と同じように上肢が使用できない状態から

QOL低下の要因になっているのではないかと考える。QOLの向上には、退院後の患者の

家事動作の程度や状態、日常生活動作を個別的に把握し、上肢挙上や肩関節可動域運動に

ついて、その人に応じたきめ細かい指導を行うことが重要である。さらに創部 ・創部周囲

の皮膚ケアについても、個人の状態や活動状況に応じた指導を行う必要がある。

「医療に対する満足感と病気に対するコーピングjの項目において、術前と術後の平均

点はほぼ一定で高値を示しており 、有意差は認められなかった。乳がんの場合、女性を象

徴する体表臓器の疾患であることから、再発を含めて病名告知を100%行っている施設も

あり、他のがんに比べ病名告知の割合は高い九さらに、乳がんの告知を受けてから術式

の選択や補助療法について数回のインフォームド ・コンセントを受けることとなる。これ

らのことから、患者へのインフォームド・コンセントが十分に行われ、信頼関係のもとに

治療が進められている成果と考えることができる。術前だけでなく、術後の平均値が変わ

らず高かった要因としては、退院後初回の受診であり、補助療法が始まる前の調査であっ

たことから、術前に説明を受けた内容と調査時の状況に大きな変化がなく、低下が見られ

なかったのではないかと考える。また、メディアを通して乳がんに関するさまざまな情報

を収集し、生活に役立てていることも考えられる。

術後約2～3週間の時期の QOLの低下には、手術による傷や変形に関連したボディ ・
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イメージの変化によるためらいを感じている傾向がみられたものの、 f治療による副作

用」、「服装・性的面・その他Jの影響は少なく、 「身体症状 ・痔痛Jの影響が大きいこと

が明らかとなった。これは、術後2～3週間で身体症状や痔痛が存在する時期には、その

苦痛が優先し服装などへの興味関心は少なく、手術そのものが大きく影響していると考え

る。

以上から、乳房温存術を受けた患者の術前・術後の QOLには、手術に関連したしびれ

や痛み、上肢挙上困難などが影響要因であることが明らかとなった。乳がん術後の患者の

QOLを向上させるためには、上肢機能の障害の予防や改善に向けた支援を行っていく必

要がある。また、術後の定期的な外来受診をする乳がん患者に対して、看護師は、患者の

術後の生活の中で腕を使うことの多い家事や仕事との関連を理解し、患肢への負担の軽減

に関する情報提供や指導を行っていく必要がある。

VI.結論

手術前と手術後約2～3週間で放射線療法、化学療法が開始となる前の乳がん患者 QOL

を測定した結果、以下のことが明らかとなった。

1. QOL-ACDによる術前と術後の評価点に有意な差は認められなかった。

2.術後2～ 3週間経過した患者の QOLを低下させる要因としては、 QOL-ACD・Bの結

果から、「身体症状 ・痔痛」が関連していた。

3.術前 ・術後を通して「医療に対する満足感と病気に対するコーピング」の項目が高かっ

た。
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This paper will describe an examination of the factors involved m出echange in the quality of 

life experienced by breast cancer patients after their initial return to daily life post-s町gery.Wi白血e

goal of studying ways of suppo凶ngsuch people, an investigation into quality of凶ewぉ carried

out The加 alysiswas carried out by using data obtained from 21 subjects who cooperated in the re-

search by personally tilling out questionnair出 ：aquestionnaire of QOL on anticancer合ugs:QOL-

ACD; and a measurement of QOL used for breast cancer patients: QOL-ACD-B. Compared to pre-

surgery，出eQOL post-surgery deteriorated and above all a markedly significant de飽riorationin the 

measw・e of physical symptoms (pain) was recognized post-su培ery.It is believed that there is a con-

nection between this deterioration factor and the subjects’performance of necessaηr daily activities. 

For血isreason, understanding the physical movements of post-surgery patients related to house-

work and daily life in general is necessaiy in order to suggest how the post”surgery patients should 

raise their arms, move山町 shoulderjoints組 dtake care of the wound and the skin around出e

wound. 

Keyword: After the breast cancer, QOL, and the art of the breast cancer 
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