
２，透析患者のセルフケアの修得とその要因 

 透析患者が自らの健康管理のために行わなければならない基本は，食事の自己管理である．それに

は６つのポイントがある．すなわち，①栄養のバランスがとれた食事をすること，②十分なエネルギ

ーを取ること，③良質の蛋白を取ること，④塩分制限，⑤水分制限，⑥カリウム制限である．透析患

者の食事療法には，「制限する」という側面と，一見それと矛盾した「積極的に食べる」という側面が

共存している． 

 ここでは，まず，各食事療法の実行状況並びにその評価と検査データの関連性を検討し，実行状況

と管理の自己評価のどちらがよりよく食事管理の良好さを表すか検討した．そして，その結果を踏ま

えて食事の自己管理の良好さを表す指標を作成した． 

 同時に，各食事療法の自己評価の変化を類型化し，その変化理由から，それぞれの食事管理の成否

に関わる要因を整理した． 

 また，自己管理の基本態度と変化並びにその要因，制限を伴う食事に対する心理などについても検

討した． 

 さらに，以上の食事療法に加え，健康目的の運動や他の健康法などもっと広い範囲で，健康回復・

維持のためにどのようなことが行われているのか，検討した． 

 そして，以上のセルフケア行動の変化は，相互にどのような関連にあるのか，自己管理の基本態度

の変化を軸に検討した． 

 最後に，食事管理の良好度と自己管理の基本態度を始めとしたセルフケア関連の調査項目との関連

性を検討し，自由回答から得た要因以外では，自己管理の成否にはどのようなことが関連しているか，

検討した． 

 

 １）体重の自己管理 

（１）体重管理の実施状況，自己管理の評価，検査データの相互関連 

 塩分制限，水分制限を行う主な目的は，透析間の体重増加を，決められたドライウェイトの一定範

囲内（およそ５％とされている）に押さえるためである．すなわち，透析患者は，両者を調節しなが

ら食事をし，体重を管理している．ただし，体重管理はカロリーの取り過ぎも関与しており，塩分制

限と水分制限だけでは決まらない． 

 本研究では，水分制限の実行と塩分制限のそれとは相関が強かったので（τ=.414,2p<0.001），「か

なりしている」「少ししている」「していない」の順に２，１，０の得点を与え，２変数を合計して体

重管理スコアとした（表１３）．そして，３～４点を「かなりしている」者（42 人，35.3%），２点を

「少ししている」者（42 人，35.3%），０～１点を「あまりしていない」者（36 人，29.4%）とした．

体重管理のための制限をあまりしていない者が，約３割いた． 

 また，自己評価をみると，「かなりうまくいっている」者が 34.2%，「まあうまくいっている」者 42.5%，

そして「あまりうまくいっていない」者 16.7%，「うまくいっていない」者 6.7%であった．自己評価

からみると，上手に管理できない者は，約４分の１である． 

 ところが，体重管理の目安となる体重増加率（中２日）の分布でみると，「５％以内」の良好な者が

54.6%と５割強にしか過ぎなかった．そして，「～６％以内」が 23.5%，それ以上の「～９％以内」の

者が 21.8%であった． 

 次に，体重管理スコア，体重管理の良好さの自己評価，中２日の体重増加率の相互関連を検討した

（表１４）． 



 その結果，中２日の体重増加率とは，体重管理スコア，体重管理の良好さの評価共に強く関連して

いたが，相関係数の大きさからすると，後者の方がより強く関連していることが分かった． 

 

（２）自己評価からみた体重管理の変化パターンと変化の時期 

 ここでの変化の捉え方は，まず現在の体重管理状況がいつから続いているか尋ね，「透析導入当初」

以外の時期を回答した者について，その時期以前の状況と比較して，どちらがうまくいっているか，

尋ねた．そして，「透析導入当初」と回答した者は，変化していないとみなした．分析対象は，透析歴

１年以上の者である．他の自己管理についても，同じ手続きで分析した。 

 体重管理が，「良好化」した者が 34.5%，「不変」であった者が 46.0%，そして「不良化」した者は

19.5%であった（表１５）． 

 この変化を評価とクロスさせて，体重管理の変化の４タイプを抽出した．すなわち，不変の者につ

いては，評価を「かなりうまくいっている」「まあうまくいっている」と，「あまりうまくいっていな

い」「うまくいっていない」に２分して，「不変・良好」（40 人，35.5%），「不変・不良好」（12 人，

10.6%）とした．そして，変化した者は，変化の方向が評価とほぼ一致しているので，「良好化」（39

人，34.5%）「不良化」（22 人，19.4%）とした．以上より，体重管理に関しては，不変・良好と，良

好化の割合が大きいことが分かる． 

 体重管理の変化の時期は，改善した者で透析歴が「１～５年未満」の者（14 人）では，「３年未満」

をあげた者が 57.1%と最も多かった．そして，「５年以上」の者（25 人）では，「10 年未満」を指摘

した者が 44.0%で，最も多い．透析歴が長い者ほど，遅い時期を回答しているのである． 

 悪化した者についても，指摘された時期は，改善の場合と同様であった．それぞれ，うまくいくよ

うになる者とうまくいかなくなる者に分かれる時期であった． 

 

（３）体重の自己管理の変化に関わる要因 

 体重管理が良好化した主な要因は，透析医療の改善や変化，透析生活への適応，教育・学習，体験

や周囲の協力によって得られた気づき，運動，食習慣の変化であった（図３）．これらの関連より，体

重管理が良好化するには，以下のような経緯があることが分かる． 

 ①まずひとつは，透析医療の向上や変化が，精神的な安定や自分の体への理解，経験的な食事療法

の修得により透析生活に対する適応を促し，水分や塩分を適切に制限することにつながっていた．  

 ②また，自己管理の失敗体験や周囲の注意・協力，あるいは教育・学習により，気づきを得たり，

食習慣が変わるというのも，良好化の重要なプロセスであった． 

 ③さらに，運動や仕事などで体を動かすことは，発汗を促し，水分管理を容易にしていた．その背

後には，Ht 値の向上や，合併症の治療・管理による体調の改善がきっかけとなっている場合があった． 

 体重管理の不良化に関わる主な要因は，慣れることによって気が緩んだこと，指導のとおり制限し

たことによる体調の不良化の体験，仕事の性質上の理由，からだ自体の変化，食事の嗜好・食習慣の

変更の困難さなどであった（図４）．そして，気の緩みの背景には，透析医療の改善・向上，医療施設

であまり注意されなくなったこと，単身であることがあげられた． 

 体重管理が不変・良好であった者があげた理由は，①家族や会社での理解・協力，②体重計測の実

施，③気持ちの持ち方，④自覚・病気に対する認識，⑤教育・学習，⑥もともとの性格的要因，⑦透

析初期の辛い体験，⑧体質，⑨生活の規則正しさである．良好化の要因と比べれば，体重計測の実施，

性格的要因，体質，生活の規則正しさが異なった要因であった． 



 さらに，体重管理が不変・不良好であった理由として答えられたのは，まとめると８点ある．すな

わち，①外食の多さ，②指導に従って制限したことによる不調化の経験（たとえば，言われた通りに

やっていたら，動けなくなった），③意志の弱さ，④病気に対する認識の希薄さ（たとえば，どうやっ

て生きても同じ），⑤仕事上の要因，⑥汗が出ない，⑦透析に対する慣れができていない，⑧体調の悪

さ，であった．③④⑦⑧は不良化の要因と異なっていた． 

 

 ２）カリウム管理 

（１）カリウム管理の実施状況，自己管理の評価，検査データの相互関連 

カリウム制限の実行を，「かなりしている」者が 21.7%，「少ししている」者は 58.3%，そして「し

ていない」という者が 20.0%であった．よって，２割はカリウム制限を行っていなかった． 

その管理の良好さの自己評価では，「かなりうまくいっている」者が 48.3%，「まあうまくいってい

る」者は 35.0%，そして「あまりうまくいっていない」者が 15.0%，「うまくいっていない」者は 1.7%

であった．すなわち，うまくいっていないと評価した者は２割弱である． 

これを，血清カリウム値のデータで評価してみると，表９－２に基づいて「うまくいっている」と

みなした者が 40.8%，「まあうまくいっている」者が 43.3%，そして「うまくいっていない」者は 15.8%

であった．自己評価の分布とほぼ同じである． 

これらの３項目間の関連を検討したところ，自己評価はカリウム値と，χ²test，Kendall の相関係

数ともに有意な関連が認められ，制限の実行認識より，検査値を良く反映した項目であることが分か

った（表１６）．要するに，自己評価が高い者ほど，データも良好である． 

 

（２）自己評価からみたカリウム管理の変化パターンと変化の時期 

カリウム管理が「良好化」した者は 24.8%，「不変」が 61.9%と最も多く，「不良化」した者は 13.3%

であった（表１７）． 

そして，変化と現在の自己評価から変化パターンを構成すると，カリウムの自己管理が「不変・良

好」群は 57.5%，「不変・不良好」群が 4.4%であった．そして導入後のある時期から「良好化」した

者が 24.8%，さらに「不良化」した者は 13.3%であった． 

カリウム管理の変化の時期は，良好化した者で透析歴が「１～５年未満」の者（13 人）の場合，「６

ヵ月以上で１年未満」をあげた者が 46.2%と最も多く，次いで「３年未満」の 30.8%であった．また，

透析歴「５年以上」の者（15 人）では，「３年未満」をあげた者が 46.7%で最も多く，次ぎに「５年

未満」（20.0%）が多かった．透析歴が長い者ほど，遅い時期を回答している傾向があるのは，体重管

理の場合と同じである．しかし，全体的に，カリウム管理の方が，変化時期が早期にずれていた．  

不良化した者については，透析歴が「１～５年未満」の者の場合は，数が少なく特徴は読めない．「５

年以上」の者（9 人）では，「10 年未満」（55.6%）の時期に変化を経験した者が多かった．すなわち，

導入後かなり長期を経過した後に，カリウム管理が不良化した者が多い． 

 

（３）カリウムの自己管理の変化に関わる要因 

カリウムの自己管理の良好化に関わる要因として１１点にまとめられた．そのうち８つは，体重管

理の良好化の要因と重複していた．しかし，残りの３点は異なっており，カリウム管理に特有な要因

であった． 

まず，共通な要因は，①透析方法の変化，②失敗体験からの気づき，③教育・学習，④透析に対す



る慣れによる修得，精神的ストレスの解消，⑤胃腸病の治療，⑥食べ方・食習慣の変化，⑦家族の協

力，⑧体調の改善とそれに伴って運動や仕事でからだをつかうようになったこと，である． 

一方，カリウム管理に特有であったのは，⑨薬の使用（たとえば，カリメイトなど），⑩患者同士の

情報交換，特にカリウムは多く取り過ぎると心臓が止まるので恐い（高カリウム血症）という情報の

影響，⑪便秘をしなくなった，という３点であった． 

カリウム管理の不良好化に関わる要因は，①気の緩み・自信過剰，②原因不明・体質の変化（たと

えば，同じ食事をしているのにカリウムだけがポンと上がるようになった），③仕事など社会生活の要

因，④食事の嗜好であり，ほぼ体重管理の場合と同じであった． 

また，カリウム管理の不変・良好の要因は，体重管理の場合にあげた要因以外に，胃腸病の治療，

高カリウム血症に対する恐怖心があげられた． 

さらに，カリウム管理の不変・不良好の理由としては，食事の嗜好，薬に頼る，原因不明であった． 

 

 ３）カロリー摂取 

（１）カロリーの摂取状況，自己管理の評価，検査データの相互関連 

カロリーの摂取状況では，「十分取るようにしている」者は 52.5%，「まあ取るようにしている」者

は 38.3%，そして「特に取るようにしている」者が 9.2%であった．９割はカロリー摂取を心がけて，

食事をしている． 

また，カロリー摂取の自己評価では，「十分取れていた」と回答した者は 42.5%と最も多く，「まあ

取れていた」が 36.7%，「少し不足ぎみ」が 18.3%，そして「不足していた」者は 2.5%であった．カ

ロリー不足を自覚していた者が約２割を占めていた． 

これらの項目と，検査データとしては，Ht 値，血清蛋白質をとりあげて，相互の関連をχ²test と

Kendall の順位相関係数によって検討した．その結果，カロリー摂取の自己評価のほうが実行意識よ

り，Ht 値，血清蛋白質と強い関連が認められた（表１８）．しかも，カロリー摂取状況の自己評価が

良い者ほど，それらの検査データは良好な状態にあることが分かった． 

 

（２）自己評価からみたカロリー摂取の変化パターンと変化の時期 

透析歴１年以上の者のうち，カロリーが上手に取れるようになった者が 38.9%で，変化していない

者は 46.0%，そして上手に取れなくなった者が 15.0%を占めていた（表１９）． 

これまで行ったのと同様にしてパターン化すると，カロリー摂取では，「不変・良好」群が 38.9%，

「不変・不良好」群が 7.1%，そして「良好化」は 38.9%，「不良化」15.0%，であった． 

変化時期は，透析歴別に，良好化の時期と不良化の時期を検討したところ，体重管理の場合とほぼ

一致していた． 

 

（３）カロリー摂取の自己管理の変化に関わる要因 

 カロリー摂取の良好化の要因は，体重管理の場合とよく類似していた．また，自由回答の文脈から

読み取れた要因間の関連も同じ様な構造であった（図５）．すなわち，透析医療の向上・透析の変化や

失敗体験，教育・学習によって，透析生活への適応，食習慣の変化が促され，「制限する」という視点

から，制限の範囲内ではあるが「食べる」という考え方・行動に変化していた．また，運動したり仕

事でからだを使うことと，食欲の増進が循環し合ってカロリー摂取を良好にしていた．それには，合

併症の治療も重要な役割を果している．さらに，調理を行う家族の協力も重要であった． 



ここで体重管理の場合と異なっていたのは，制限し過ぎによる不調化が引金となって，制限を緩和

し，良好化に向かう経験をしている者が少なからずいることである． 

カロリー摂取の不良化の要因では，体重管理のような「制限できない」ことに関わる要因ではなく

て，この場合は，十分取れない，食べられない要因であるため，異なった要因があげられていた．す

なわち，その種の主な要因は①胃腸病・胃腸が弱い，②仕事の疲労・ストレス，③運動不足，④食事

の不規則さ，⑤食事の嗜好の変化（たとえば，高蛋白のものが欲しくない）であった．これらが影響

して，⑥食欲の減退につながり，カロリー不足になっていた． 

さらに，カロリー摂取が不変・良好であった理由として，体重管理の場合にあがった要因以外では，

透析の導入の仕方の問題（たとえば，悪くなりすぎないうちに導入した），糖尿病でカロリーは取り過

ぎていた，導入後も食欲があった，という点である．また，具体的には，導入後，肉食から魚に変え

たという理由があげられていた． 

最後に，カロリー摂取が不変・不良好であった理由として，特徴的なことは，仕事がきつくて身に

つかない，胃が小さくなった・弱くなった，運動不足であった． 

 

４）蛋白質管理 

（１）蛋白質の摂取状況，自己管理の評価，検査データの相互関連 

 蛋白質の摂取状況は，「かなり制限している」者が 5.0％，「少し制限している」者は 21.7％，そし

て「制限していない」者は 73.3％であった．成人男子の透析患者の場合，4 分の３は蛋白質の制限を

行っていない． 

 蛋白質管理の自己評価では，「かなりうまくいっている」者は 46.7％，「まぁうまくいっている」者

は 37.5％，そして「あまりうまくいってない」者が 12.5％，「うなくいってない」者が 3.3％であっ

た。自己評価によれば,蛋白質管理が不良好な者は，後二者を加えた 15.8％である． 

 蛋白質管理の状況を反映する検査データとして尿素窒素（BUN），クレアチニン（Cｒ），そして

BUN/Cr 比，さらに血清蛋白質を取り上げ，蛋白質の自己管理に関わる２項目との関連を検討した（表

20）． 

 その結果，χ２test では，有意な関連は全く認められず，Kendall の相関係数も 0.2 以上の強い関

連は認められなかった．相関係数で最も強かったのは，蛋白質管理の自己評価と BUN の評価で，γ

=.190，2ｐ<0.05 であった. 

 

 （２）自己評価からみた蛋白質管理の変化パターンと変化の時期 

 蛋白質の自己管理が，うまくいくようになった者は 26.５％で，変わらない者が 66.4％，そしてう

まくいかなかったった者は 7.1％であった（表 21）. 

 これまでと同様に，変化のパターンを分類すると，「不変・良好」群が 59.3％と約 6 割を占めてい

た.そして，「不変・不良好」群が 7.1%，「良好化」した群が 26.5％，「不良化」した群が 7.1％であっ

た. 

 蛋白質管理の改善時期は，透析歴「１～５年未満」の者（９人）では「3 年未満」をあげた者が 55.6％

と多く，透析歴「5 年以上」の者（21 人）では「5 年未満」「10 年未満」が順に 33.3%，28.6％と多

かった.不良化の時期については，その例数が少ないため，検討できない. 

 

 （３）蛋白質管理の変化に関る要因 



 以上の変化パターンを取った理由について分析すると，良好化について，取り過ぎていた場合の要

因と不足していた場合の要因，そして共通の要因に分けられた. 

 取り過ぎの場合は，良好になったのは①外食を止めた，②食習慣・嗜好の変化（たとえば，肉を減

らして魚を増やした，菜食主義にした）である．そして，不足であった場合は，③食事制限の緩和，

④精神的な安定・余裕，⑤運動，⑥胃腸病の治療，がその要因であった．さらに，共通な要因として

は，すでに体重管理であげたことだが，①教育・学習，②経験的な習得，③透析療法の向上，④体調

や検査データの改善，⑤失敗体験，である． 

 また，不良好化の要因としては，やはり過剰になった場合と不足になった場合に分けて捉える必要

があり，前者では「肉の取り過ぎ」，「わからない」であった．後者では，食事の不規則さ，風邪，嚢

胞腎を摘出してから，理由不明（同じように食べても身につかない），飲酒の影響，があげられていた．  

 そして，不変・良好であった者があげた理由は，すでに体重の自己管理などの不変・良好の要因と

してあげたものとほぼ同じであった．異なった点としては，患者自身の「気にしないで食べる．とに

かく食べることがうまくいく基本だ」という食事療法に対する考えや，「蛋白質を取って，からだをま

ずつくれ．データは透析で調節するから」という医療スタッフの指導が，ここであげられたなかでは

特徴的な理由であった． 

 最後に，不変・不良好の理由は，すでに他の自己管理であげられたこと以外には，「食べるだけが楽

しみ」，「目が悪くなったために魚が食べられない」ことが理由としてあがっていた． 

 

５）食事のバランスとその変化 

透析歴１年以上の者について，調査時の状況と変化をみると，まず，食事のバランスが良くなった

者（良好化群）が 25.7%，変わらない者は 70.8%，そして悪くなった者（不良化群）が 3.5%であっ

た（表２２）．バランスが悪くなる者は非常に少なかった． 

 そして，同様に，変化しなかった者について，調査時の評価とクロスさせてパターン化すると，「不

変・良好」が 59.3%，「不変・不良好」は 11.5%となる． 

 ちなみに，透析 1 年未満の者を含めた調査時における食事のバランスに対する評価の分布は，「か

なりバランスよく食べている」44.2%，「まあバランスよく食べている」40.0%，「少し偏った食事を

している」12.5%，「かなり偏った食事をしている」3.3%であった．要するに，偏った食事をしている

者は 15%程度で，ほとんどの者はバランスの取れた食事をしていると評価していた． 

 変化時期は，改善した者の場合，透析歴「１～５年未満」「５年以上」共に，「３年未満」をあげた

者が，44.4%，25.0%と多かった．不良化の時期は，該当者が少なく分析できない． 

 

６）食事の自己管理の良好度の構成 

以上検討してきたように，各食事療法において，制限や摂取の実行に関わる意識よりは，自己管理

の評価のほうが良く検査データを反映していた．すなわち，実行に関する意識は，うまく食事が取れ

ていること自体を表しているのではなく，意識して努力していることの現れであった． 

そこで，これまで検討してきた体重管理の自己評価，カリウム管理の自己評価，カロリー摂取の自

己評価，蛋白質管理の自己評価，食事のバランスの自己評価に加え，それ以外の食事の自己管理に関

することを内容的に含んでいる概括評価の６項目を単純加算して，食事の自己管理の良好度を作成し

た． 

その際に評価の良い順に，４，３，２，１の得点を与えた．そして，合成得点をランクづけするに



当たっては，平均値と標準偏差を考慮して，４ランクに分けた．その結果から，10～16 点を「不良好」

（19 人，15.8%），17～19 点を「やや不良好」（37 人，30.8%），20～22 点を「まあ良好」（46 人，

38.3%），23，24 点を「良好」（18 人，15.0%）とした． 

なお，この尺度構成に用いた項目相互の関連をみると，概括評価は食事のバランスを除いた４項目

と Kendall のτが 0.222～0.421 の強い関連が認められたが，それ以外では，体重管理の評価とカリ

ウム管理の評価（τ=.199），カロリー摂取の評価と蛋白質管理の評価（τ=.191）並びに食事のバラ

ンスの評価（τ=.204），蛋白質管理の評価と食事のバランスの評価（τ=.277）の組合せで，比較的

強い相関が認められた．当然ながら，構成した良好度とは，何れも 0.4 以上の強い相関があったが，

とりわけ概括評価との関連（Kendall’s τ=0.640）が強かった． 

 

７）自己管理の基本態度とその変化並びに要因 

慢性疾患の健康管理の態度として，３タイプの基本的な態度を捉えた．すなわち，自己のうちに食

事療法や健康管理の基準を持っている「セルフケア的態度」，その基準を医療スタッフの指導・指示と

いう自分以外の存在に求めている「コンプライアンス的態度」である．そしてコンプライアンス的態

度で自己管理しようとしているが，それができず，家族に任せているあるいは自己管理ができないと

いう「家族任せ・未修得」タイプである． 

 透析歴１年未満の者を含めて，その分布をみると，セルフケア的態度をあげた者が 60.0%と最も多

かった．次いで，コンプライアンス的態度が 19.2%，そして家族任せ・未修得が 17.5%である（表２

３）．また，その他の態度を答えた者が 3.3%いた．これを，透析歴１年以上の者に限ると，セルフケ

ア的態度の割合が増すが，それは，透析年数が長くなるとそのような態度に移行するためである．  

 実際に自己管理態度の変化をみると，変化した者 64 人中，セルフケア的態度に移行したのは 51 人

で 79.7%に相当する．しかも，そのうちコンプライアンス的態度からセルフケア的態度に変化した者

が 36 人（56.3%）であった．過半数が，コンプライアンス的態度を経て，セルフケア的態度に移行し

ていたのである． 

 では，なぜコンプライアンス的態度からセルフケア的態度に変わったのであろうか．自由回答を整

理して，要因を探ると，大きく５要因にまとめられた（表２４）．第一は，体験の積み重ねにより，生

活方法や精神面で，透析生活へ適応したことであった．第二に，栄養指導に対する生活者の論理から

の疑問，反発により態度を変更していた．第三は，透析医療の向上や透析形態などの変更に伴って（た

とえば，透析回数の増加，透析効率の向上），食事の自由度が増したことによってである．第四は，教

育・学習により自分で判断できるようになったためである．第五は体調の改善に伴って，である． 

 

８）健康法の実施状況 

 透析患者の健康回復・維持にとって食事療法は基本である．しかし，その外にも患者は日常生活の

なかで自己の健康管理や健康問題の解決のためにさまざまなことを行っている． 

 そこで，近代西洋医学に基づいたケア以外に，腎臓病のケアのためにどのようなケアを求めてきた

のか，①健康目的で行う運動・スポーツ，②健康食品，③健康機器の利用，④針・灸・マッサージ，

⑤漢方薬について，利用歴を調査した．ただし，内容を厳密に定義して，調査したわけではない．  

 その結果，現在の利用者率／経験者率（内容の例示）は，順に，①33.3%／42.5%（散歩，ジョギ

ング，ゴルフ，自彊術など），②4.0%／15.0%（玄米自然食，ローヤルゼリー，クロレラ，健康茶，プ

ルーン，プロテインなど），③6.7%／10.0%（健康マット，マッサージ機，静電療法，足踏み機など），



④6.7%／18.3%，⑤1.7%／23.3%であった（表２５）． 

 以上より，運動・スポーツと，利用者は少ないが健康機器の継続率は高いことが分かる．健康目的

の運動・スポーツの場合は，透析導入後に始められ，継続される傾向にあった．また，健康機器の利

用開始者は，「腎臓病後で導入前の時期」と「透析後のある時期」が同程度で，後者の時期に始めた者

は全員が継続していた． 

 また，健康食品，針・灸・マッサージ，漢方薬の利用の多くは，「腎臓病後で透析になる前」に始め

られていたが，それらは透析導入してしばらく経過すると，利用されなくなる傾向にあった． 

 

９）食事の自己管理の良好度とセルフケアの実行状況，態度・意識との関連 

 さて，７）で構成した食事の自己管理の良好度と，体重管理スコア，カリウム制限，カロリー摂取，

蛋白質制限，食事の自己管理を考える際に目安としている食事の単位（以下，自己管理の目安と略す），

食事の量的な見当がつくか否か，制限を伴う食生活に対する心理の類型，健康目的の運動経験，他の

健康法の経験，自己管理の基本態度，家族の協力・理解の１１項目との関連を検討した．自由回答に

よって把握した自己管理の成否に関わる意識化された要因以外の要因を，検討するためである． 

 ここで制限を伴う食生活に対する心理類型を説明すると，食生活に対する満足感と欲求不満につい

て「よくある」「ときどきある」「あまりない」「ない」の 4 ランクで尋ね，それをクロスさせた結果

から構成した．すなわち，欲求不満群とは，満足感が「あまりない」以下で，欲求不満を感じること

が「ときどき」以上ある者である（11 人，9.2%）．そして，この逆のパターンが満足群である（71 人，

59.8%）．また，アンビバレント群は，満足感も，欲求不満も「ときどき」以上感じている者で（21

人，17.6%，），この逆のパターンが淡白群である（16 人，13.4%）． 

 Kruskal-Wallis test によって関連を検討した結果，10%の有意確率で関連が認められたのは，体重

管理スコア，自己管理の目安，食生活の心理類型，自己管理態度，家族の理解・協力の５項目であっ

た（表２６）． 

 「まあ良好」以上の割合に着目して，自己管理が良好である者の特徴をまとめると，体重管理を「少

し制限している」と意識し，自己管理の目安は「透析間のトータル」あるいは「１日のトータル」に

置いて日ごろの食事を制限・摂取している者である．また，制限はあっても食生活に対し「満足」し

ており，自己管理態度としては「データと体調を基準にしている」セルフケア的態度の者であった．

さらに，家族の理解・協力が「かなり」得られていることである． 

 対照的に自己管理が良好でない者の特徴を示せば，体重管理は「あまりしていない」者で，食事の

自己管理の目安として「１回ごとの食事」や「食事１品，１品」で考えている者であった．そして，

食事に対し「欲求不満」が強く，自己管理の基本態度は「家族任せ・未修得」タイプである．また，

家族の理解・協力が「あまり得られていない」者であった． 

 

 １０）自己管理の基本態度とセルフケアの実行状況，態度・意識との関連 

 先で明らかにしたように，自己管理態度と良好度との良否とは密接な関連が認められた．そこで，

ここでは，自己管理態度によって，セルフケア行動がどのように違うのか，検討した． 

 その結果，同じく 10%水準で統計的に差を認めたのは，体重管理の実行，蛋白質制限の実行，食生

活の心理類型，家族の理解・協力であった（表２７）． 

 ここではセルフケア的態度とコンプライアンス的態度の違いに着目した．すると，後者は前者より，

体重管理，蛋白質制限をかなり厳しくしていると意識している者が多い．そして，有意な差ではなか



ったが，この傾向は，カリウム制限でも伺われた． 

 また，後者は，食生活に対し「アンビバレント」な心理にある者が相対的に多く，前者では「満足」

している者が多かった．そして，セルフケア的態度の者のほうが，運動を実行している者がやや多く，

家族の理解・協力に対する評価は高い傾向にあることが分かった． 

 なお，健康指標との関連では，両者の間に違いがあったのは，Ht 値のみであった．セルフケア的態

度の者のほうが高い傾向にあった． 

 

１１）自己管理の基本的態度の変化と食事の自己管理の変化の関連 

 さらに自己管理態度における変化が，食事の自己管理のどのような変化と関連を持っているのか，

検討した（表２８）． 

 セルフケア的態度，あるいはコンプライアンス的態度で変化していない者には，体重管理の変化，

カリウム管理の変化，カロリー摂取の変化，蛋白質管理の変化，食事のバランスの変化のいずれにお

いても，「不変・良好」である者が最も多く，次に「良好化」した者が多かった．透析導入の当初から

このような態度にある者の多くは，遅かれ早かれ良好になっていた．ただし，蛋白質管理を除くと，

15～25%程度の者は不良好な状態が継続したり，不良化したりしていた． 

 また，家族任せ・未修得の状態のままであった者は，先に述べた者に比べ，「不良化」した者，「不

変・不良好」であった者の割合が大きい． 

 他方，自己管理態度がセルフケア的態度に変化した者では，カリウム管理を除けば，「良好化」して

いる者が多く，自己管理の良好化と結び付いていた．しかし，全て良くなっているとはいえない．と

いうのは，体重管理では，「不良化」した者の割合も 25.5%と相対的には大きかったし，それ以外で

も 10～17%程度「不良化」「不変・不良好」の者がみられたからである． 

 しかしこの割合は，セルフケア的態度，コンプライアンス的態度を維持してきた者の場合と大差は

なく，どのような態度であっても，一定程度は「不良化」する者や上手にできない者が存在するので

あった． 

 

１２）食事の自己管理の良好度と健康指標との関連 

食事の自己管理の良好度と統計的に関連が認められたのは，主観的健康評価，Ht 値である（表２９）．

すなわち，食事の自己管理の良好さは，主観的健康評価，Ht 値の良好さと比較的強い正の相関を示し

ていた．ところが，食事による摂取が大きく影響するはずの検査データを中心に尺度構成した医学的

健康評価とは，統計的に関連が認められず，よって健康像との関連もなかった． 

 

１３）食事の自己管理の良好度と基本的属性の関連 

 年齢層，透析歴，透析形態，家族形態のうち，統計的に関連性を認めたのは，透析形態と家族形態

である（表３０）．透析形態別では，家族透析群の自己管理が，他の透析形態の者より良好な傾向にあ

った．また，家族形態別には「妻と２人」の家族形態であった者の良好度が最も良く，次いで「妻と

他の家族」がいる者である．これらに比べ，配偶者がいない「＋他の家族」「単身者」は，良好度が低

い． 

 


