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第１章  緒 言 

１ 研究背景 

1）慢性心不全患者の疫学的特徴と療養上の課題 

慢性心不全とは、慢性の心筋障害により心臓のポンプ機能が低下し、末梢主要臓器の酸

素需要量に見合うだけの血液量を絶対的にまたは相対的に拍出できない状態であり、肺、

体静脈系または両系にうっ血を来たし日常生活に障害を生じた病態と定義されている [1]。

高齢者人口の増加および基礎疾患である虚血性心疾患の延命率の向上などを背景として日

本における心不全患者数は年々増加傾向にあり、推定患者数は約 100～200 万人と言われ

ている[2]。慢性心不全患者を対象として行った大規模観察研究によると、罹患している者

の平均年齢は 68～71 歳であり[3,4]、多くが高齢者であることが明らかにされている。心

不全の主な基礎疾患は虚血性心疾患、高血圧症、心筋症、弁膜症、主な合併症は高血圧症、

心房細動、糖尿病、貧血であり、多くの患者が多疾患を合併している[2,3]。また、全ての

理由による 1 年死亡率は 7.3%～11.6%、1 年再入院率は 20.4%～23.7％であり、予後不良

の病態であると言われている[3,5]。しかし、心不全による入院の誘因には医学的な要因よ

りも加齢や生活習慣、セルフケアに関する知識不足など予防可能な要因が上位を占めてい

るという報告があり[7-9]、慢性心不全治療ガイドライン[1]においても患者の自己管理能力

の向上に向けた支援の実施を推奨している。これより、慢性心不全患者が取り組むべき療

養上の課題の 1 つは、セルフケア能力を向上させることであるといえる。  

2）セルフケアの重要性 

心不全は、代償機転が破綻しているか否かによって、急性心不全と慢性心不全に分類さ

れる[8]。急性心不全は、救命のため入院による救急治療を要するのに対して、慢性心不全

は、代償機転により安定した心不全状態が維持しており通院による在宅療養が可能であり、

急性増悪を予防するためのセルフケアの実施が推奨されている [1]。 

 慢性心不全患者は健康な人に比べて健康関連 QOL が低く、疾患の重症度に従って、ま

た療養期間の長期化に従って、QOL は低下することが明らかにされている[10,11]。しか

し、佐佐木ら[12]は慢性心不全患者が療養上の困難を調整できている場合、健康関連 QOL

や一般自己効力感が高くなることを報告している。また、慢性心不全患者の中で、セルフ
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ケアが良好な者は、不良な者に比べて、心不全が原因の入院率と心疾患が原因の死亡率が

有意に低いことも報告されている[13]。以上のことから、慢性心不全患者にとってセルフ

ケアは、QOL やセルフエフィカシーの向上、臨床予後の改善に影響を与える重要な行動で

あると捉えることが出来る。  

 

3）Self-Care of Heart Failure Model 

(1) セルフケアの諸理論 

セルフケアに関しては、多くの定義が示されているが、看護学の分野では、Orem によ

る「個人の学習された目標指向的活動。生命と健康と安寧に関わる発達と機能に影響を及

ぼす要因を調整するために、具体的な生活状況の中で自己または環境に向けられる行動」

[14]という定義が有名である。Orem はこのセルフケアの定義を基にセルフケア理論を構

築しているが、Orem が示したセルフケア理論は、実践のための幅広い視点を定義する包

括的な概念枠組みとして看護現象を捉えることを目的とした大看護理論に分類されている

[15]。Orem のセルフケア理論はケアを必要とする全ての個人に適用され、あらゆる実践

領域で利用できるという利点があるが、セルフケアに関連する概念が多くの用語で示され

ていることからも分かるように、理論の内容が複雑で理解するまでに時間を要する、看護

システムを設計する際の患者の能力を判断する要素が身体的運動能力となっており患者の

情緒面や認知的な部分のニードが考慮されていない、という限界が指摘されている [16]。 

一方、Riegel と Jaarsma らは慢性疾患のセルフケアに焦点を当てた中範囲理論を構築

しており、セルフケアを「健康増進のための活動によって健康を維持し、疾患を管理する

プロセス」と定義した[17]。中範囲理論は大理論に比べより限定的な変数や状況に焦点を

当てており、看護実践に影響を与える特定の臨床的な現象を扱っている [15]。Riegel と

Jaarsma らが示したセルフケアの定義と Orem が示したセルフケアの定義は類似した内

容ではあるが、セルフケアを特定の行動として捉えている Orem[14]に対して、Riegel と

Jaarsma らはセルフケアをプロセスとして捉えている [17]点が異なっている。Riegel と

Jaarsma らが構築したセルフケアの中範囲理論は、セルフケアメンテナンス、セルフケア

モニタリング、セルフケアマネジメントという 3 つの概念によって構成されている。この

Riegel と Jaarsma らが構築したセルフケアの中範囲理論は Self-Care of Heart Failure 

Model（SCHFM）という状況限定理論[18]に由来している。状況限定理論は実践理論とも

呼ばれるが、特定の看護現象に注目し、臨床実践を反映して特定の人々あるいは特定の実
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践分野に限定した理論であると定義されている[19]。状況限定理論は、多くの大理論や中

範囲理論が発展する一方で、理論と実践がつながらないという課題を背景に開発された理

論であり、特定の看護現象に対する看護実践あるいは看護研究のガイドラインとなる枠組

みを示すことを目的としている[19]。また、SCHFM は、セルフケアをセルフケアメンテ

ナンス、セルフケアマネジメントという 2 つの概念を用いて説明しており、理論の内容が

具体的で分かりやすい[18]。さらに、セルフケアへの影響要因やセルフケアを行うことに

よる転帰を明確に示しているため、介入の枠組みとして使用する場合に、強化する要素と

アウトカムを設定しやすいという利点がある。本研究は、心不全患者のセルフケアに注目

しているため SCHFM を理論的枠組みとして用いた。  

（2）Self-Care of Heart Failure Model （SCHFM） 

SCHFM は、セルフケアを「生理学的恒常性を維持するための行動の選択や、症状が生

じた際の反応を選択する際に用いる自然主義的な意志決定のプロセス」と定義していた

[18]。また、SCHFM は、世界各国の多くの研究に引用され、概念間の関係性について検

証された結果が報告されていたことから、報告された実証研究の成果を踏まえ、2015 年に

モデルが改訂された[20]。改訂後の SCHFM は開発時の SCHFM を踏襲した内容ではあっ

たが、セルフケアを構成する概念を追加したことに伴いセルフケアの定義を「生理学的恒

常性を維持し、症状の認知を促進し、認知した症状を管理する行動に影響を与える自然主

義的な意思決定のプロセス」と変更した[20]。 

開発時の SCHFM の概念図を図 1 に示した。セルフケアはセルフケアメンテナンスとセ

ルフケアマネジメントという 2 つの概念によって構成されているが、これらの概念はさら

に、症状モニタリングと治療へのアドヒアランス、症状認知、症状評価、治療の決定、治

療の評価という 5 段階の意思決定のプロセスを含めていた[18]。また、セルフケアの強力

な影響因子としてセルフケアコンフィデンスが概念図の中に明示されていた[18]。このセ

ルフケアコンフィデンスは社会的認知理論に由来する概念であるが、SCHFM においては

「セルフケアを実行する能力に対する自信」と定義されている課題限定的なセルフエフィ

カシーであり、動機づけや行動に影響を与える[21]。また、患者の経験やスキルと強い関

連があり、相互に影響を与え合うことで強化され、セルフケア行動、さらには生存率や健

康関連 QOL といったアウトカムの向上にも貢献することが過去の実証研究によって明ら

かにされている[20]。 

改訂後の SCHFM[20]におけるセルフケアのプロセスを図 2に、セルフケアと影響要因、
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アウトカムとの関連を図 3 に示した。モデルの主な改訂の内容は、3 点報告されていた[20]。

１点目は、開発当初はセルフケアマネジメントに含まれていた症状認知を、モデルを構成

する概念として独立させ、セルフケアをメンテナンス、症状認知、マネジメントという 3

つの構成概念で説明した点である[20]。2 点目は、自律的なセルフケアと相談的なセルフ

ケアの違いを明確に示したことである[20]。セルフケアには完全に独立して意思決定を行

う自律的なセルフケアと、介護者や医療職者に相談をして決定する相談的なセルフケアの

両方が含まれているが、改定後の SCHFM においては、セルフケアの全てのプロセスに両

者が含まれていることを強調したした[20]。改訂内容の 3 点目は意思決定のプロセスを包

括的に統合したことである[20]。開発時の SCHFM では、セルフケア行動に対する意志決

定は、患者の経験、知識、スキル、価値によって影響を受けることが明らかにされていた

が、改訂後の SCHFM では、これらの影響要因はさらに個人的要因、疾患的要因、環境要

因の状況によって影響を受けることが加筆された [20]。 

 

２ 文献検討 

1）日本における心不全患者のセルフケアの特徴 

 日本における心不全患者のセルフケアの特徴を明らかにし、セルフケア支援における課

題を検討するため、心不全患者を対象として実施した実態調査を概観した。  

セルフケアの実施状況に関しては、服薬順守、禁煙、禁酒等への自己評価が高く、体重

測定、水分管理、悪化時の相談、予防接種、適度な運動等に関しては自己評価が低いとい

う報告が認められた[13,22,23]。これより、心不全のセルフケアにおいて、体重管理や水分

管理は重要な行動であるにも関わらず、それらの行動の必要性に対する患者の理解度は低

い可能性があることが示唆された。心不全の疾患管理においては服薬順守以外にも重要な

セルフケア行動があることを周知し、実施率を向上させることが課題といえる。  

 セルフケア不足をもたらす要因については、知識不足・正しい知識の習得が困難、変化

に対応し行動することや行動の工夫が困難、注意力の低下または欠如、家族などサポート

の不在が報告されていた[6,24]。一方で、症状悪化を予防するために行っている生活調整

としては、「症状悪化しないことが第一優先であると意識を変える」「症状悪化しないこと

を優先する生活様式に変更する」が報告されており、これらの調整が出来ていることがセ

ルフケアの成功に影響を及ぼすと推察された。これより、セルフケアに成功するためには、

水分制限や体重測定など医師より指示された通りに行動するだけではなく、患者自身がセ
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ルフケアの必要性を理解し、生活状況に応じて行動を調整し、工夫するための意思決定が

できるようになるための教育や訓練が必要であり、患者の認知的側面へも注目し介入策を

検討していくことが課題であるといえる。 

 

2）セルフケアへの介入研究の動向と課題 

 心不全の疾患管理において、セルフケアはそれ自体が重要なアウトカムであると同時に、

臨床転帰改善のための手段でもあることから、心不全患者のセルフケア能力の向上は重要

な課題といえる[8]。先行研究においては、心不全患者のセルフケア能力の向上を目的とし

た教育的介入プログラムが多数実施されており、介入の有効性を検討するためのレビュー

も報告されている[25-28]。しかし、慢性心不全患者のセルフケアへの教育的介入は、必要

性や重要性が認められているにも関わらず介入効果に対するエビデンスが低いという問題

が指摘されており[29,30]、有効性が期待される具体的な介入方法は明らかとは言えない状

況にある。 

Boren らが行ったシステマティックレビューは、慢性心不全患者の教育プログラムにお

いてセルフマネジメントを成功に導き、予後を改善させるような教育項目や技術を明らか

にすることを目的としていた[25]。35 研究 7413 名の慢性心不全患者に対して行われた教

育プログラムの効果を分析した結果、教育的な介入はセルフケア行動や疾患の予後など患

者のアウトカムの向上に効果があること、特にアウトカムの向上に効果があった教育項目

は知識と疾患管理、社会的相互関係やサポート、水分管理、食事と活動であったことを明

らかにした[25]。しかし一方で、介入の基礎となる行動の枠組みを示した研究はわずか 2

件だったことから、根拠に基づかない患者教育のアプローチが増えていることは受け入れ

がたいと指摘していた  [25]。さらに、教育プログラムにおいて、知識の提供は必要である

が、患者の行動の変容を促すためには知識だけでは不十分であることも指摘していた [25]。 

Ditewig らは、うっ血性心不全患者に対してセルフマネジメントプログラムを実施した

ランダム化比較試験（RCT）の死亡、全ての理由による再入院、心不全による入院、QOL

に対する効果を検証する目的で、4,640 名を含む 19 研究を対象としたシステマティックレ

ビューを行った[26]。レビューでは研究が報告していたアウトカム指標や分析方法の多様

性を理由に質的な方法で介入効果の統合を試みたが、明確な結論は示されていなかった

[26]。その理由として、セルフマネジメントプログラムの効果は研究間で多様であること、

プログラムの多くが疾患管理プログラムの一部としてセルフマネジメントに対する介入を
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行っており、アウトカムデータにはセルフマネジメント以外の治療効果なども影響してい

る可能性があることなどを報告していた[26]。 

Jovicic らは、うっ血性心不全により入院していた患者に対して退院後に実施したセルフ

マネジメントへの介入の再入院、死亡、QOL に及ぼす効果を評価するため、6 研究 875 名

を対象としたシステマティックレビューを行った[27]。メタ解析による介入効果の統合を

行った結果、セルフマネジメントへの介入は全ての理由または心不全による再入院数の減

少に有意な効果があったこと、死亡数の減少に対しては効果が認められなかったことを明

らかにした[27]。QOL をアウトカム指標として報告している研究に関しては、使用してい

る尺度が異なることを理由にメタ解析は実施してないが、全ての研究において介入効果が

認められなかったことを報告していた[27]。レビューの結果より、介入効果にはフォロー

アップの頻度と実施者が影響しており医療従事者による頻回なフォローアップの実施が有

効な結果に貢献した可能性があること、セルフマネジメントプログラムは疾患管理に関す

る多様な介入を実施していることが多くアウトカムに効果がある介入を特定することが困

難であることを考察していた[27]。 

Boren ら[25]、Ditewig ら[26]、Jovicic ら[27]の報告結果より、心不全患者に対するセ

ルフマネジメントプログラムは、全体として臨床予後に対して一定の効果があることは明

らかになったが、個々の評価指標に対する効果の報告結果は研究間で異なっており、セル

フマネジメントプログラムが何のアウトカム指標に対して有効であったかを明らかにする

ことはできなかった。また、レビューの対象となった研究が実施した介入方法や教育の内

容は多様であり、セルフケアの向上に効果的であった介入の内容を特定することも困難で

あった。セルフケアの向上を達成するためには、それまでのライフスタイルの見直しや新

たなライフスタイルの獲得など、患者自身の行動の変容を必要とする。したがって、Boren

ら[25]が述べているように、セルフケアプログラムには知識の提供を超えた何らかの介入

戦略を含める必要があるといえるが、既存ののレビューからは、どのような戦略が必要で

あるか示唆を得ることはできなかった。  

心不全患者に対する教育的介入の効果を検証した研究は海外で実施されたものが多い

ものの、最近は日本国内においても心不全患者の疾患管理の向上を主要なアウトカムとし

て、セルフマネジメント能力の向上を目指した教育プログラムが報告されている [31,32]。

これらの研究は、前述した海外文献の動向と同様に、知識の提供と症状やセルフモニタリ

ングの実施状況をモニタリングすることによる介入方法を実施しており、患者が行動を変
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容するための戦略に焦点を当てた内容とは言えなかった。SCHFM によると、セルフケア

を行う能力に対するセルフエフィカシーは、セルフケア行動を予測し動機づけに影響を与

えると考えられている[18]。したがって、心不全患者のセルフケア向上を目指した教育的

介入を企画するならば、セルフエフィカシーのようなセルフケアに対する影響要因の強化

を図る必要があるといえる。しかし、日本国内においてそのような研究は見当たらなかっ

た。 

Yehle らは社会学習論[33]を理論的根拠として、セルフエフィカシーの強化に注目した

教育的介入研究 12 文献 1747 名を対象としてシステマティックレビューを行った[28]。レ

ビューの結果、セルフエフィカシーは教育的な介入においてセルフケア行動を改善させる

重要な構成要素となることが報告されていたが、セルフエフィカシーを強化するために実

施した方法や、介入方法の共通性については明らかにされていなかった[28]。Yehle らのレ

ビューでは、ランダム化比較試験の他、対照群を置かずに介入効果を評価した研究や横断

調査も対象としており、対象研究を選定する基準が明確ではないという限界が認められた。

さらに、セルフエフィカシーの強化に注目している研究であるかどうかを判断する基準に

はアウトカム指標としてセルフエフィカシーを測定していることのみを設けており、セル

フエフィカシーの強化に注目した介入方法であるかどうかを評価する視点は用いられてい

ないという限界が認められた。 

以上の文献検討の結果より、既存のセルフケアへの介入研究は、知識の提供と症状や行

動のモニタリングが中心となった医療者主導の介入方法を実施していることが特徴的であ

ることが示唆された。医療者主導の介入の場合、患者は自らの意志よりも医療者の指示に

従って行動している状況にあるため、介入終了後は行動が元に戻ってしまい、効果の持続

が困難となることが予測される。したがって、介入研究を新たに企画する際には、医療者

主導の介入方法ではなく、患者参加型の介入方法を提案することが課題となるといえる。  

患者のセルフケアへの主体的な参加を促す方法としては、SCHFM に加えて、Yehle ら

のレビューの結果より、セルフケア行動に対するセルフエフィカシーの強化への関心が高

まっていることが理解できる。セルフエフィカシーの強化をセルフケアプログラムに取り

入れることの効果については、慢性疾患患者に対するセルフマネジメントプログラム[34]

や禁煙プログラム[35]において有効性が報告され、多くの先行研究が介入方法を引用して

いる。心不全患者に対するセルフケアプログラムにおいても既存のセルフマネジメントプ

ログラム[34,35]において推奨されていた介入方法を導入した研究 [36,37]が散見している
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が、明確な介入効果は報告されていない。既存のセルフマネジメントプログラム[34,35]は、

グループセッションによるプログラムの実施を推奨しており、グループメンバーの相互成

長を意図した内容になっていたが、介入の対象者の健康状態、年齢、疾患の特徴が心不全

とは異なっていた。心不全患者の多くは高齢で複数の基礎疾患や合併症を抱えているため、

既存のプログラムで推奨した方法を適用するには無理があることが示唆された。  

以上の文献検討の結果より、慢性心不全患者に対するセルフケアプログラムにおいては、

セルフエフィカシーの強化を介入方法に取り入れることへの関心が高まっているものの具

体的な介入方法は明らかになっていないこと、ゆえに、新たな介入方法の開発が必要であ

ることが示唆された。  

   

３ 研究目的 

1）研究目的 

本研究は、慢性心不全患者のセルフケア能力の向上を目指す教育的介入プログラムを構

築する目的で、患者がセルフケアを適切に実行する上で重要とされるセルフエフィカシー

に注目し、患者の認知的側面への働きかけを通して行動変容を促進する教育的介入プログ

ラムの原案を以下の手順により作成した。まず、慢性心不全患者のセルフケアに対するセ

ルフエフィカシーを強化する方法および有効性が期待される介入方法を抽出するためのシ

ステマティックレビューを行い【研究 1】、次に、慢性心不全患者のセルフケアの向上を目

的とした教育的介入プログラム原案の作成し【研究 2】、教育的介入プログラム原案を日本

の臨床において実施することの有用性の検討と原案修正【研究 3】を行った。研究の概念

枠組みは Self-Care of Heart Failure Model（SCHFM）[20]に基づき構築した。  

 

2）本研究の概念枠組み 

本研究の概念枠組みを図 4 に示した。  

 セルフケア行動は、メンテナンス、症状認知、マネジメントという 3 つの行動によって

構成される[20]。メンテナンスとは症状モニタリングや治療へのアドヒアランスを意味す

るため、日常の症状モニタリングやアドヒアランスの実施状況によって測定が可能である。

症状認知とは心不全症状の増悪や増悪の徴候に気付くことを意味するため、症状が現れた

時にそれが心不全の増悪の徴候であると気付くことが出来るかどうかを評価することで測

定が可能である。マネジメントとは現れた症状への対処を意味するため、症状認知をした
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後で、何らかの対処を実施できるか否か、またどのような対処を行ったのか、ということ

を評価することで測定が可能である。 

セルフケアの影響要因は、経験、知識、スキル、価値という概念によって構成されてい

る[20]。経験は、疾患やセルフケアに関する経験の有無を意味し、心不全と診断されてか

らの期間や過去にセルフケアを実施した経験の有無が測定変数となる。知識は、疾患やセ

ルフケアに関する知識であり、心不全やセルフケアに関する情報に対する理解の程度によ

って測定が可能である。スキルは、セルフケアを実行するための計画を立案し、目標を設

定し、意思決定する能力を意味するため、セルフケアの実施状況を観察することによって

測定が可能である。価値は、そのセルフケアには価値があるかどうかという考えを意味し

ており、患者がセルフケアの重要性をどのように認識しているかを確認することによって

測定が可能である。  

セルフケアの影響要因に影響を与える状況は、個人的要因、疾患的要因、環境要因とい

う概念によって構成されている[20]。個人的要因には文化的な規範や個人の信念が含まれ

るが、本研究では、セルフケアの意思決定のプロセスに対して強力な影響を及ぼす個人的

要因として、セルフエフィカシーを位置づける。セルフエフィカシーは、セルフケアを実

行する能力に対する自信であり、セルフケア行動や動機づけに影響を与えることから、セ

ルフケアに対する自信や動機づけの程度を評価することで測定が可能である。疾患的要因

は健康問題を意味するため、心不全の病状や身体的・認知的機能、合併している疾患の病

状に関する情報を収集することによって評価が可能である。環境要因は家族等他者から受

けるサポートや病院など医療的ケアへのアクセスを意味するため、サポート提供者の有無

や通院手段や専門職によるサポートを受けた経験の有無によって測定が可能である。  

セルフケアのアウトカムは、心不全の管理に成功することをいみするため、臨床データ

では入院率や死亡率、患者の主観的アウトカムとしては健康関連 QOL を測定することで

評価が可能である。 

また、理論に従い、本研究においてもセルフケアに対するセルフエフィカシーはセルフケ

アに対する強力な影響要因であると捉える。さらに、セルフエフィカシーは、経験やスキ

ルと強い関連があり、相互に影響を与え合う中で強化していき、セルフケア行動、アウト

カムの向上に対して貢献するものであると捉えた。 
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3）操作的定義  

①プログラム  

Green & Kreuter[38]の定義に従い、「計画的かつ組織化された一連の活動であり、一定

の時間をかけ、具体的なゴールと目的を達成されるために実践されるもの」と操作的に定

義する。 

②セルフケア 

Self-Care of Heart Failure Model[20]の定義を引用し、「生理学的恒性を維持し、症状

の認知を促進し、認知した症状を管理する行動に影響を与える自然主義的な意思決定のプ

ロセス」と操作的に定義する。  

③セルフエフィカシー  

 社会学習理論[33,35]の定義を引用し、「ある期待する結果を生み出すための行動がどの

程度うまく実行できるかという自信であり、動機づけや行動に影響を与えるもの」と操作

的に定義する。  

④教育的介入 

本研究における教育的介入とは『健康教育を実践すること』と操作的に定義する。 

 

４ 研究意義 

本研究は既存のセルフケアプログラムの有効性が十分ではないという課題を克服する

ため、患者がセルフケアを適切に実行する上で重要とされるセルフエフィカシーに注目し、

患者の認知的側面への働きかけを通して行動変容を促進する教育的介入プログラムを構築

した。本研究により、慢性心不全患者が行動変容し、セルフケアへの主体的な参加を促進

するプログラムが構築できれば、プログラムの有効性は高まることが期待される。慢性心

不全患者のセルフケア能力の向上は QOL の向上や臨床予後の改善をもたらため、セルフ

ケア能力を向上するための新たな介入方法を提案し、有効性が期待される教育的介入プロ

グラムを構築することは、慢性心不全の疾患管理にとって有益である。 
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第 2 章  システマティックレビュー【研究 1】 

 

 

１ システマティックレビューの目的 

 本システマティックレビューは、心不全患者のセルフエフィカシーまたは動機づけを強

化することによってセルフケアの向上を試みた教育的介入研究を対象として行った。アウ

トカム指標は、全死亡数、心不全に関連した入院、セルフエフィカシー、セルフケア、QOL

とした。本システマティックレビューの第一の目的は、アウトカム指標に対する教育的介

入の有効性を検討することであった。第二の目的は、教育的介入の有効性が認められた文

献においては、セルフエフィカシーや動機づけを強化するために使用した方法、効果が期

待される教育的介入方法の要素を明示することであった。 

 

２ システマティックレビューの意義 

 システマティックレビューの知見に基づき明らかにした知見は、科学的根拠があり、実

践に応用する価値がある。本レビューから導いた知見は、心不全患者のセルフケア向上を

目的とした教育的介入プログラムを構築する際の根拠として活用が可能である。  

 

３ 方法 

本システマティックレビューの実施手順および報告の記述方法は、Cochrane Handbook 

for systematic reviews of intervention[39]および PRISMA 2009 Checklist[40]に準拠し

た。 

1）研究デザイン 

 定性的評価によるシステマティックレビュー。  

  

2）選定基準 

研究の包含基準は、①研究デザインは 2 群間並行ランダム化比較試験（Randomized 

Controlled Trial: RCT）であること、②介入の対象は心臓専門医または主治医により心不

全と診断をされている 18 歳以上の者であること、③介入の種類は心不全の疾患管理とし

てのセルフケアの向上を目的とした教育的介入を実施していること。さらに、教育的介入

における指導方法として、セルフケアに対するセルフエフィカシーや動機づけの強化を実
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施している研究であること、④論文の言語は英語であること、⑤査読のある学術専門誌に

掲載されている論文であること、として全ての基準を満たした研究のみを文献研究に含め

た。なお、基準③については、基準を満たしているかどうかの判断は、2 点設定した。1 点

目は、セルフケアへの介入かどうかの判断であるが、これは介入の目的に患者の「self-care」

「self-management」「disease management」のいずれかの強化・向上を目指しているこ

とが記載されていること、とした。さらに、「self-management」「disease management」

と記載されている場合には、教育的介入の内容に「self-monitering」「treatment adherence」

「symptom recognition」「symptom management」のいずれかの単語または類似する単語

が含まれている場合に、基準を満たすと判断した。2 点目は、介入における指導方法にセ

ルフエフィカシーや動機づけの強化が含まれているかどうかの判断であるが、この点は、

当該論文またはプロトコール論文の研究方法または手順の項目に「 self-efficacy」

「confidence」または「motivation」「motivate」という単語が含まれ、それらの強化を図

ったことが記述されていること、とした。基準⑤に関して、同じ研究からの複数の報告が

ある場合は、オリジナル論文のみを対象とした。  

除外基準は、①薬剤治療または運動療法を順守することに特化した介入研究であること、

②学会発表時のアブストラクトであること、③パイロットテストであること、とした。①

を設定した理由は、「セルフケアは治療へのアドヒアランスやコンプライアンスと同義語

ではなく、治療へのアドヒアランスはセルフケアの１部である[41]」と考えられているた

めである。②を設定した理由は、査読のある学術雑誌に掲載されいてる論文であっても、

学会発表時のアブストラクトは情報量が少ないためである。③を設定した理由は、パイロ

ットテストは本試験を実施する前に、試験の実施可能性の検証など必要な情報を収集する

ことを目的としている[42]ことから、研究としての目的が異なると判断した。 

 

3）文献検索 

 文献検索データベースは、PubMed、Cumulative Index to Nursing and Allied Health 

Literature (CINAHL)、Cochrane Library database を使用した（最終アクセス 2016 年 2

月 10 日）。検索期間は「～2014 年 12 月 31 日」とし、検索開始日は設定しなかった。検

索に使用したキーワードは、「介入の対象者」「介入の目的に関する単語」「介入方法の特徴

に関する単語」「介入の提供方法に関する単語」について、Mesh 用語を選択し、その後関

連する単語も含めた。本研究で使用した検索語は、 heart failure、 self-care、 self-
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management、self-efficacy、confidence、educat*、motivat*である。検索式と検索フィ

ルターは各データベース別に設定を変更した。本研究で使用したデータベース別の検索方

法は以下の通りである。 

① PubMed 

 検索フィルターには「human」「English」「Clinical Trial」「Randomized Controlled Trial」

を設定した。  

#1 heart failure [tiab] 

#2 self-care [tiab] 

#3 self-management [tiab] 

#4 #2 or #3 

#5 self-efficacy 

#6 confidence 

#7 #5 or #6 

#8 educat* 

#9 motivat* 

#10 #8 or #9 

#11 #1 and #4 and #7 and #10 

 

② CINAHL 

 検索フィルターには、「human」「English」「学術専門誌」を設定した。 

#1 heart failure 

#2 self-care 

#3 self-management 

#4 #2 or #3 

#5 self-efficacy 

#6 confidence 

#7 #5 or #6 

#8 educat* 

#9 motivat* 

#10 #8 or #9 
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#11 #1 and #4 and #7 and #8 

#12 intervention 

#13 randomized controlled trial 

#14 #12 or #13 

#15 #11 and #14 

 

③ Cochrane Library database 

 検索フィルターには、「trial」を設定した。  

#1 heart failure 

#2 self-care 

#3 self-management 

#4 #2 or #3 

#5 self-efficacy 

#6 confidence 

#7 #5 or #6 

#8 educat* 

#9 motivat* 

#10 #8 or #9 

#11 #1 and #4 and #7 and #8 

 

4）研究の選定 

選定作業は 1 名での実施となるため、同じ作業を 2 度繰り返し、適格基準を満たす研究

が誤って除外されないように配慮した。また、選定のプロセスは 2 名の教員に報告し作業

内容は確認を受けながら進め、選定基準を満たすかどうかの判断が単独で行われることの

ないようにした。レビューに含める研究選定の手順は以下の通りとした。  

①文献検索データベースにより抽出した全ての文献は RefWorks©（ProQuest LLC）に蓄

積、管理し、重複する文献を除外した。  

②文献のタイトルとアブストラクトを読み、選定基準を満たしているかどうかを評価した。

タイトルとアブストラクトのみでは、教育的介入における指導方法にセルフケアに対す

るセルフエフィカシーの強化または動機づけ取り入れている研究であるかどうかの判
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断は難しいと考えられるため、この段階の評価では研究デザインが RCT であるかどう

か、介入の対象が心不全患者であるかどうか、介入の目的がセルフケアの向上であるか

どうか、という点に焦点を当てた。1 つの研究から作成された複数の文献がある場合に

はオリジナルの文献のみスクリーニングの対象として残した。同じ研究からの複数の報

告であるかどうかの判断は、著者名、介入の目的、実施期間、サンプルサイズ、測定し

たアウトカムについてデータを比較し、報告されている内容が同じある場合に重複報告

であるとした。また、この時点では、情報が不足しており適格基準を満たしているか判

断が困難な文献は、対象から除外せず次の選定の段階に進めた。  

③タイトルとアブストラクトを評価した結果、選定基準を満たすと判断した文献はフルテ

キストを取り寄せ、選定基準を満たすかどうかを再度吟味した。フルテキストを吟味し

た結果、適格基準を全て満たす論文は質的レビューの対象とした。  

④適格基準を全て満たした論文は、アウトカム毎に各研究のバイアスのリスク評価の結果

を統合して質評価を行った。バイアスのリスク評価の項目および評価方法は、Cochrane 

Handbook[39]に準拠した。 

 

5）データ抽出 

データ抽出の作業は 2 回実施し、1 回目の実施は単独で行い、2 回目の実施は、指導教

員 2 名と共に抽出したデータの内容が適切であるかどうかを評価し実施した。  

参加者、介入方法、結果に関して抽出するデータの項目を設定した。参加者に関する項

目は、総数、セッティング、心不全の診断基準、年齢、性別、NYHA 分類、実施された国、

とした。介入方法に関しては、介入方法に関する項目とバイアスのリスクを評価する項目

を設定した。介入方法に関する項目には、セルフエフィカシーや動機づけを強化するため

に使用した方法、理論的枠組み、介入形式、介入期間、介入で提供した教育の内容と使用

した教材、介入実施者、フォローアップの内容、測定したアウトカム、アウトカム測定の

タイミングを設定した。バイアスのリスク評価に必要な項目は、Cochrane Handbook for 

systematic reviews of interventions[39]を引用し、割付けの配列、割付けの隠匿、盲検化、

不十分なアウトカムデータへの対応、選択されたアウトカムの報告の有無、その他のバイ

アスの有無、を設定した。結果に関する項目は、アウトカムデータ、解析結果とした。本

研究で抽出するアウトカムデータは、研究の概念枠組みに基づき、心不全の予後に関する

指標（全死亡数、心不全に関連した入院数）、QOL、セルフケア、セルフエフィカシーとし
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た。アウトカムデータが事象データである場合には、ベースラインから 1 年時点での発生

した事象数および群別の母数を抽出した。アウトカムデータの測定に尺度を使用している

場合には、使用した尺度の定義、得点範囲、評価指標に関する情報も抽出した。  

全てのデータは、オリジナル論文またはプロトコール中に報告されている内容から抽出

した。ただし、主観的アウトカムデータの測定に使用した尺度に関しては、レビューに含

まれている論文に情報が報告されていない場合あるいは情報が不足している場合には、尺

度開発時の論文より必要な情報を抽出した。  

 

6）バイアスのリスク評価 

文献研究に含まれる全ての研究の質を評価するため、バイアスのリスク評価を行った。

バイアスのリスクの評価方法は Chochrane Handbook[39]に準拠した。したがって、評価

項目は「割付け列の生成」「割付けの隠匿」「参加者・介入者への盲検化」「評価者への盲検

化」「不十分なアウトカムデータへの対処」「報告するアウトカムの選択」を設定した。各

評価項目に対する評価指標は「Low risk」「High risk」「Unclear」を設定した。評価の実

施手順は以下の通りとした；①アウトカム指標別に評価項目に対する各研究のバイアスの

リスクを評価する、②①で明らかとなった項目別の評価結果を統合し個々の研究の質を評

価する、③個々の研究の質を統合し、報告されたアウトカムデータの質を評価する。 

データ統合は、研究の質評価の結果が Low risk でありデータの統計学的な統合が可能

な場合にはメタ解析を実施するが、質評価の結果が High risk または Unclear となった場

合は定性的なレビューを行うことにした。メタ解析によるデータの統合を行う場合には、

RevMan（Review Manager version 5.3, The Cochrane Collaboration, 2014）を使用して

リスク比と 95%信頼区間（CI）を算出後、変量効果モデルによるメタ分析を行うことにし

た。介入効果の異質性は I2 統計量を算出し評価することにした。また、介入効果が有意で

ない場合または異質性が高い場合には、介入実施期間と介入方法の違いによってサブグル

ープを作成し解析することにした。メタ解析が困難な場合は、事象データに関しては、各

研究より報告された死亡または入院数よりリスク比のみを算出することにした。リスク比

の算出には、RevMan5.3 を使用することにした。 
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４ 結果 

1) 研究の選定 

研究選定の流れを図 6 に示した。文献検索データベースでの検索の結果、各データベー

スより抽出された文献の数は、CINAHL 35 件、PubMed 22 件、Cochrane Library database 

30 件の合計 87 件であった。これらの文献を RefWorks©に蓄積したところ、26 件の重複

文献が確認されたため除外した。 

重複文献を除外した 61 件[28,32,36,37,43-99]の文献のタイトルとアブストラクトを評

価した結果を表 1 に示した。評価の結果、41 件の文献が選定基準に該当しなかったため除

外した。除外した 41 件の除外理由の内訳は、対象が心不全患者ではない（5 件）、研究デ

ザインが RCT ではない（18 件）、服薬治療または運動に特化した介入（3 件）、同一研究

から報告された複数の論文（7 件）、パイロット研究（4 件）、その他の理由（4 件）であっ

た。RCT ではない研究のデザインの内訳は、横断研究（5 件）、文献レビュー（5 件）、質

的研究（4 件）、前後比較研究（2 件）、コホート研究（1 件）、ツール開発（1 件）、その他

（1 件）であった。次に、適格基準を満たした研究と情報不足のため判断が出来なかった

文献を併せた 20 文献についてフルテキストを吟味し適格基準を再度吟味した。その結果、

12 文 献 が 適 格 基 準 を 満 た さ な か っ た た め 除 外 し た 。 20 文 献

[32,36,37,50,54,55,58,62,70,72,73,85,88,90,91,94-97]のフルテキストの適格基準を評価

した結果を表 2 に示した。適格基準を満たさなかった 10 文献の除外理由は、介入がセル

フエフィカシーの強化に注目していない（5 件）、研究デザインが RCT ではない（1 件）、

3 群による RCT（1 件）、パイロットスタディ（2 件）、情報が不十分なため評価できない

（1 件）であった。  

最 終 的 に 、 フ ル テ キ ス ト を 検 討 し た 結 果 、 適 格 基 準 を 満 た し た 8 研 究

[36,37,50,54,55,58,89,96]を定性的な方法によるシステマティックレビューの対象に含め

た。なお、適格基準の確認を繰り返し 2 回実施した評価結果はいずれも同じであった。 

 

2) 研究の特徴 

本レビューに含めた 8 研究[36,37,50,54,55,58,89,96]の特性を表 3 に示した。これらの

研究は 4 か国（台湾、オランダ、イギリス、アメリカ合衆国）から報告されていた。また、

全ての研究が医療機関において実施されており、病院の外来部門またはクリニックに通院

する患者を対象としていた。  
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(1) 参加者 

平均年齢は、介入群では 61.1 歳～72.6 歳、対照群では 60.3 歳～73.3 歳であった。性別に

関しては、全体に占める男性の割合が介入群では 42.2%～75.8%、対照群では 41.8%～

79.0％であった。NYHA 分類Ⅱ～Ⅲの者の割合は、介入群では 70%～100％、対照群では

69.0%～100％であった。研究の参加者として募集時の状況は、外来通院中または入院中の

いずれかであったが、外来通院中の患者のみを募集の対象としていた研究は 3 件 

[37,50,57]、自宅に退院予定の入院中の患者のみを募集の対象としていた研究は 2 件

[89,96]、外来通院中の患者と入院中の患者が混在していた研究は 3 件[36,54,55]であった。 

 

(2) 介入方法（表 4） 

① 介入の形式 

Boyne ら[50]は初期教育と毎日のテレモニタリングによるフォローアップを実施して

いた。Cockayne ら[54]は合計 6 回の教育セッションを実施していたが、セッションの第 1

回は初期教育、第 2 回以降は目標達成状況の確認とフィードバックという構成であった。

de la Port ら[55]は合計 8 回の教育セッションを実施していたが、第 1、2 回は初期教育、

第 3 回以降は症状・セルフケアのチェックとカウンセリング、教育の強化、という構成で

あった。DeWalt ら[58]は継続的な教育セッションを実施していたが、1 回の初期教育と電

話による定期的で継続的なサポートという構成であった。Powell ら[36]は、合計 18 回の

定期的なグループミーティングを実施していた。Riegel ら[89]は訓練を受けたピアサポー

ターによる退院後のピアサポートを実施していた。Smeulders ら[37]らは、合計 6 回のグ

ループミーティングを実施していた。Shao ら[96]は、定期的な教育セッションを実施して

おり、退院時の初期教育と自宅訪問と電話による 5 回のフォローアップが含まれていた。 

② 介入期間 

介入期間は、6 週間が 2 研究[37,54]、3 か月間が 2 研究[89,96、12 か月間が 4 研究

[36,50,55,58]であった。 

③ 教育の内容/教材 

全ての研究が何らかの教育を実施していた。教育の内容は、心不全に関する知識とセル

フケアに関する知識に分類された。心不全に関する知識で多くの研究で共通していた内容

は、病態、症状や徴候、心不全を悪化させるリスク因子、薬剤治療であった。セルフケア

に関する知識には、薬剤治療への順守、定期的な症状と徴候のモニタリング、症状や徴候
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の変化に気付くこと、健康的なライフスタイルに変更すること、塩分・水分制限、禁煙と

アルコールの摂取制限、適度な運動と休息、ストレスマネジメント、リラクゼーション、

心不全が悪化した時に支援を求めることが含まれていた。使用した教材は、セルフケアに

関するテキストを使用している研究が最も多かった [36,37,50,58,96]。 

④ 介入実施者 

介入実施者は、看護師が 6 件[36,37,50,54,55,96]と最も多かった。医師との連携  [55]や

訓練を受けた患者との連携[36,37]も含まれていた。  

⑤ フォローアップ内容 

知識や行動のチェックが 5 件[50,54,55,58,96]、症状のモニタリングが 4 件[50,55,58,96]、

目標設定とフィードバックが 4 件[37,54,58,96]、カウンセリングが 4 件[36,55,58,96]、初

期教育の強化が 3 件[55,58,96]であった。 

⑥ アウトカム指標 

主要アウトカムに臨床予後に関するデータを設定していた研究は 4 件 [36,,55,58]であ

ったが、全ての研究が異なる指標を使用していた。各研究が使用していたアウトカムは、

何らかの理由による入院[54]、心不全に関連した入院そして /または全死亡  [55]、全ての入

院または全死亡 [58]、全ての入院または心不全に関連した死亡  [36]であった。この他の主

なアウトカムデータとしては、QOL  [36,37,54,55,58]、セルフケア  [50,54,55,89,96]、セ

ルフエフィカシー[36,37,50,96]、疾患に関する知識[50]、アドヒアランス[36,50]、心理症

状[36,54]、心不全症状[55,96]であった。臨床予後に関する指標には、LEVF、NYHA 分類

[55]と、主観的アウトカムデータの Heart Failure Sympton Dystress Scale[96]が含まれ

ていた。 

⑦ アウトカム測定期間・測定のタイミング 

アウトカムを測定期間の範囲は 3 か月から平均 2.56 年であった。フォローアップ期間

が 3 か月の研究は 2 件[89,96]、12 か月間は 4 件[50,54,55,58]、平均 2.56 年間が 1 件[36]

であった。 

アウトカム測定のタイミングは、ベースラインと介入終了時のみは 1 件[89]、ベースラ

インと介入の中間時点と介入終了時は 4 件[50,55,58,96]、ベースラインと介入終了時と介

入終了後の一定期間までは 1 件[37]、ベースラインと介入終了時を除いた介入終了後の一

定期間は 1 件[54]であった。Powell ら[36]は、主要アウトカムであった全死亡 or 入院、死

亡、心不全による入院、全ての入院に関してはフォローアップ終了時まで追跡していたが、
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主観的アウトカムデータに関しては、ベースラインと介入終了時のみ測定していた。  

 

(3) 主観的アウトカムデータの測定に使用した尺度 

① QOL 

QOL を測定している研究は 5 件 [36,37,54,55,58]であった。一般的な健康関連 QOL の

測定に SF-36[100]を使用している研究は 3 件[36,37,55]であった。心疾患に特異的な QOL

尺度として、Minnesota living  with heart failure questionnaire（MLHFQ）[102]を使

用している研究は 2 件[54,55]、Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire（KCCQ）

[103]を使用している研究は 1 件[37]、Heart failure symptom scale（HFSS）[104]を使用

している研究は 1 件[58]、Quality of Life Index（QLI）cardiac-version[105]を使用して

いる研究は 1 件[36]であった。 

SF-36 は、身体機能、日常役割機能（身体）、身体の痛み、全体的健康感、活力、社会生

活機能、日常役割機能（精神）、心の健康という 8 下位尺度 36 項目を含んでいるが、これ

らの下位尺度は身体的側面と精神的側面という 2 側面に分類される[100]。測定した尺度得

点は 0-100 点の標準化得点に変換されるが、測定結果の評価方法としては下位尺度毎の標

準化得点を比較し、8 下位尺度それぞれを単独で使用する方法と、8 下位尺度を身体的、精

神的側面に分類した上で標準化されたサマリースコアを算出する方法がある [101]（。

Smeulders ら[37]は 8 下位尺度全ての測定結果を、身体的側面と精神的側面に分類して評

価していた。de la Port ら[55]は、8 下位尺度全ての測定結果を合計して、トータルスコア

を算出し使用していた。Powellら[36]は下位尺度の中の身体機能と活力のみ使用していた。 

MLHFQ は心不全と心不全の治療による QOL への影響を測定するための尺度で、身体

的側面、社会的・経済的側面、情動的・心理的側面に関する 21 項目（６件法 0-5 点, 尺度

得点範囲 0-105 点）で構成されている[102]。測定結果の評価は身体的側面を測定している

8 項目と情動的側面を測定している 5 項目のみを使用する方法と全 21 項目の総得点を用

いて行う方法がある[102]。Cockayne ら[54]と de la Port ら[55]は両方とも総合得点を評

価に使用していた。  

KCCQ[103]は心不全が健康関連 QOL に及ぼす影響を評価する尺度で、身体的限界（6

項目）、症状（8 項目）、セルフエフィカシー（2 項目）、社会的障壁（4 項目）、QOL（3 項

目）の領域に関する 23 項目で構成されており、0-100 点の標準化得点に変換してから評価

に用いる。測定結果は、高得点である程健康関連 QOL レベルが高くなる[103]。評価方法
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は、23 項目の尺度得点全てを使用して標準化得点を算出する方法と、4 領域の項目（身体

的限界、症状、QOL、社会的障壁）のみを使用して標準化得点を算出する方法がある [103]。

de la Port ら[55]は、23 項目全てを使用して算出した標準化得点を評価に使用していた。  

HFSS[104]は電話調査用に開発された尺度で、心不全の症状の頻度（4 項目）と症状の

重症度（3 項目）について質問する 7 項目（5 件法）の尺度である。測定した尺度得点は

1-100 点の標準化得点に変換されるが、高得点である程、健康関連 QOL レベルが高くなる 

[104]。 

QLI cardiac-version （Quality of Life Index, http://www.uic.edu/orgs/qli/questiona-

ires/questionnairehome.htm）は心疾患患者の健康関連 QOL を測定するための尺度であ

る[105]。35 項目（項目の得点範囲 1-6 点）の尺度で、健康と機能（15 項目）、社会経済的

（8 項目）、心理的 /スピリチュアル（7 項目）、家族（5 項目）という 4 つの下位尺度によ

って構成されている（QLI web site）。尺度は同じ項目の内容に対して、満足度と重要性と

いう異なる側面を質問する形式になっている（QLI web site）。測定した尺度得点の評価方

法は、全項目の尺度得点を使用して総合的な QOL を評価する方法と、下位尺度の尺度得

点を別々に評価する方法があるが、いずれの場合も得点は独自に開発された計算方法を適

用し満足度に重要性で重みづけを行い、0-30 点の標準化された得点に変換される。Powell

ら[36]は下位尺度の健康と機能、心理的 /スピリチュアルから 11 項目を選択し、満足度の

み測定していたが、何の項目を使用したのかについての説明は記述されていなかった。尺

度得点は、標準化得点の算出はせず、11 項目の尺度得点の平均点を算出し使用していた

[36]。また、心理的 /スピリチュアルの規定された項目数が 7 項目であり Powell らが示し

た項目数よりも少なかったが、その点についての説明も記述されていなかった。  

② セルフケア 

測定に使用した尺度は European Hear Failure Self-Care Behavior Scale（EHFScBS）

[106]を使用していた研究が 4 件[37,50,54,55]と Self-Care of Heart Failure Index（SCHFI）

[107]を使用している研究が 1 件[89]であった。EHFScBS と SCHFI は両方とも心不全の

セルフケア行動を評価するために開発された尺度であった。EHFScBS は、薬剤治療への

順守、食事、運動、症状が現れた時に支援を求める行動に対する実施状況を評価する内容

であった[106]。12 項目（項目の得点範囲 1-5 点, 尺度得点の範囲）1 因子で構成されてお

り、尺度得点が低くなる程セルフケアレベルが高くなることが報告されていた [106]。

Smeulders ら[37]は、EHFScBS オリジナルの尺度得点の評価方法と異なり、尺度得点が
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高くなるほどセルフケアレベルが高くなると報告していたが、配点方法の変更に関する記

述はなかった。  

SCHFI はセルフケアメンテナンス（5 項目）、セルフケアマネジメント（6 項目）、セル

フコンフィデンス（4 項目）の 3 セクションより構成されており、各セクションの尺度得

点はそれぞれが合計 100 点の標準化得点に変換されていた[107]。尺度得点が高い程、セル

フケアレベルが高くなることが報告されていた[89]。 

Shao ら[96]は Heart failure self-management behavior（HFSmB）を使用していたが、

HFSmB は EHFScBS よりインフルエンザワクチンの接種と定期的な運動に関する 2 項目

を Shao らが独自に削除した尺度で、10 項目（項目の得点範囲 1-5 点, 尺度得点範囲 10-

50 点）で構成されていた。尺度得点の評価は EHFScBS と同様に、尺度得点が低くなる

ほどセルフケアレベルが高くなることが報告されていた [96]。 

③ セルフエフィカシー 

 セルフエフィカシーを測定している研究は 4 件[36,37,50,96]であったが、使用した尺度

は全ての研究が異なっていた。Smeulders ら[37]は一般的なセルフエフィカシーを測定す

る General self-efficacy scale[108] と 心 疾 患 に 特 化 し た Cardiac self-efficacy 

questuinnaire [109]の両方を使用していた。General self-efficacy scale[108]は特定の行

動に関係のないセルフエフィカシーで、新しい状況に遭遇しても上手く対処できるという

自信をどの位強く感じているかを測定する尺度で、17 項目（項目の得点範囲 1-4 点, 尺度

得点の範囲 16-80 点）の構成となっていた。Cardiac self-efficacy questuinnaire [109]は

症状のコントロール（8 項目）と機能維持（5 項目）という 2 つの下位尺度 16 項目（項目

の得点範囲 0-4 点, 尺度得点の範囲 0-36 点）によって構成されていた。これら 2 つの尺度

は尺度得点が高い程セルフエフィカシーレベルが高いことを意味する得点配置になってい

た。Smeulders ら[37]の報告では尺度得点の範囲が引用されていた尺度の説明と一致して

いなかったが、そのことに関する説明は記述されていなかった。  

Shao ら[96]は健康的な食事を摂ることへのセルフエフィカシーを測定するために開発

された既存の尺度を独自に修正し作成した、 Self-efficacy for salt and fluid control

（SeSFC）Scale を使用していた。この尺度は塩分制限に対するセルフエフィカシー（9 項

目）と水分制限に対するセルフエフィカシー（6 項目）という 2 つの下位尺度 15 項目（項

目の得点範囲 1-5 点, 尺度得点の範囲 15-75 点）によって構成されていた[96]。測定結果

の評価は、尺度得点が高くなる程セルフエフィカシーレベルが高くなる [96]。 
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Boyne ら[50]は Barnason Efficacy Expectation Scale[110]を使用していた。この尺度は

冠動脈バイパス術後の患者を対象として作成された尺度で、「リスク因子を回避した生活

を送り回復すること」と「冠動脈バイパス術後の生活調整」に関するセルフエフィカシー

を質問する内容で構成されていた[110]。項目数は 15 項目（項目の得点範囲 1-5 点, 尺度

得点範囲 0-60 点）1 因子で構成されており、尺度得点が高くなる程セルフエフィカシーレ

ベルが高いことが報告されていた。  

Powell ら[36]は介入で焦点を当てた 5 つのセルフマネジメントスキル（セルフモニタリン

グ、環境の再構築、家族や友人からのサポートを引き出すこと、認知の再編、リラクゼー

ション）を行う自信を 1-10 点の範囲で回答してもらう尺度を独自に開発し使用していた。

尺度得点は 5 項目の合計得点を項目数で除し平均点を算出し評価していた (尺度得点範囲

1-10 点)が、尺度得点が高くなる程セルフエフィカシーレベルが高くなることが報告され

ていた。 

 

3）バイアスのリスク評価 

バイアスのリスクを評価した全体の結果を表 5 に示した。評価の結果は、全てのアウト

カム指標に対してバイアスのリスクが不明確または高リスクであった。また、主観的デー

タは、使用している尺度、データ収集のタイミング、統計手法が異なっており、メタ解析

を実施してデータを統合することは困難であった。アウトカム指標別に実施した評価結果

の詳細は、以下の通りである。 

(1) 全死亡数（表 6） 

介入 1 年後の全死亡数を報告していた研究は 5 件[37,50,54,55,58]あった。割付けの列

の生成は、全ての研究がコンピューターに基づいており低リスクであった。割付けの隠匿

はコンピューターが行った研究が 2 件[50,55]、電話を使用した中心部からの割付けが 1 件

[54]、封筒法が 1 件[58]、盲検化された研究者の実施が 1 件[37]であり、すべてが低リスク

であった。セルフケアへの介入は盲検化が困難であるが、死亡は事象アウトカムであり盲

検化の影響を受けないため、参加者や介入者への盲検化および評価者への盲検化に関して

は全て低リスクと評価した。不十分なアウトカムデータへの対処については、死亡者数は

診療記録よりデータ収集しており全データが収集されていた研究 [55,58]と脱落したデー

タ数に偏りがない研究[37,50,54]のみであったため、低リスクとした。報告するアウトカム

の選択については、プロトコールが発表されていなかった Cockayne ら[54]の研究の評価
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結果を不明確とした。de la Port ら[55]と Smeulders[37]らはプロトコール[111,112]が入

手可能で、プロトコールに設定されていたアウトカムが全て報告されていたため低リスク

とした。Boyne ら[50]と DeWalt ら[58]は、プロトコール[48,57]が入手可能であったが、

プロトコールに設定されていたアウトカムの中で論文に報告されていなかったアウトカム

指標があったため高リスクとした。その他、バイアスの原因になり得るものについては、

全ての研究で特に考えられなかったため全て低リスクとした。全ての理由による死亡を報

告していた研究個々のバイアスのリスクを統合した結果、Boyne ら[50]と DeWalt ら[58]

の研究を不明確、その他の研究を低リスクとした。これらの研究の評価結果を統合した結

果、全死亡数に対する評価結果は不明確となった。  

(2) 心不全に関連した入院数（表 7） 

介入 1 年後の心不全に関連した入院を報告していた研究は 1 件[55]であった。de la Port

らの研究は、全死亡数の評価結果と同じ内容であり、参加者および介入者への盲検化が高

リスクである以外は全て低リスクであった。したがって、心不全に関連した入院に対する

評価結果は低リスクとなった。  

(3) QOL（表 8） 

QOL を報告していた研究は 5 件[36,37,54,55,58]であった。割付けの列の生成は、5 件

全てがコンピューターに基づいて行っていたため、低リスクと評価した。割り付けの隠匿

は、Cockayne ら[54]と Powell ら[36]が中心部からの割付け、de la Port ら[55]がコンピュ

ーターによる割付け、DeWalt ら[58]が封筒法、Smeulders ら[37]が盲検化された研究者に

よる実施という方法をとっていたため、5 件全てを低リスクと評価した。参加者と介入者

への盲検化は、割付け結果を参加者に知らせずに介入を実施した DeWalt ら[58]と Powell

ら[36]を低リスクと評価した。他の 3 研究[37,54,55]は全て割付け結果を参加者に知らせ

ていたため高リスクと評価した。観察者への盲検化については、参加者への盲検化が行わ

れていた研究のうち DeWalt ら[58]の研究では盲検化されたアシスタントが質問紙の内容

をインタビューしてデータ収集しており、Powell ら[36]の研究では自記式質問紙を使用し

データ収集していたため、2 研究とも低リスクと評価した。参加者への盲検化を実施して

いなかった他の 3 研究[37,54,55]については、QOL は患者の主観的データであることから

割り付けの影響を除くことは困難と判断し、高リスクと評価した。不十分なアウトカムデ

ータへの対処については、統計の手法に欠損値の補完が不要な混合効果モデル [113]を使用

していた 4 研究[36,37,54,58]は、低リスクと評価した。欠損値の補完方法についての記述
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がなかった de la Port ら[55]の研究を不明とした。報告するアウトカムの選択の報告につ

いては、プロトコール[111,112,114]の入手が可能で、予め設定されていたアウトカムが全

て報告されていた 3 研究[36,37,55]を低リスクと評価し、プロトコールが発表されておら

ず入手不可能であった Cockayne ら[54]の研究を不明確と評価し、プロトコール[57]に設

定されていたアウトカムを報告していなかった DeWalt ら[58]の研究を高リスクと評価し

た。その他のバイアスは、全ての研究について考えられる原因が認められなかったため 5

件全てを低リスクとした。QOL を報告していた研究個々のバイアスのリスクを統合した結

果、Powell ら[36]は低リスク、他 4 研究[37,54,55,58]を高リスクとした。以上より、QOL

に対する評価結果は高リスクとなった。  

(4) セルフケア（表 9） 

セルフケアを報告していた研究は 6 件[37,50,54,55,89,96]であった。割付けの列の生成

については、事前に決めておいた乱数表を使用した Riegel ら [89]の研究を除く 5 件

[37,50,54,55, 96]がコンピューターに基づいて行っており、全てを低リスクと評価した。

割り付けの隠匿は、コンピューターによる割付け決定 [50,55]、電話による中心部での割り

付け[54]、封筒法[96]、盲検化された研究者による実施[37]を行っていた 5 件については低

リスクと評価した。Riegel ら[89]の研究は情報が不十分なため不明確と評価した。参加者

と介入実施者への盲検化については、研究のデザインが行動への介入であり 6 研究全て

[37,50,54,55,89,96]が割付け後に割付け結果を参加者に知らせており高リスクと評価した。

観察者への盲検化については、6 件全ての研究が質問紙を使用し、セルフケアが実施でき

ているかどうかを患者に質問する方法をとっていたため、非盲検化の影響を排除すること

は困難であると判断し 6 研究全てを高リスクと評価した。不十分なアウトカムデータへの

対処については、Boyne ら[50]、Cockayne ら[54]、Smeulders ら[37]は欠損値の影響を受

けずに経時的なデータの解析が可能な混合モデル [113]を使用していたため、低リスクと評

価した。Riege ら[89]は欠損値のないデータのみを解析に使用していたが、両群の欠損値

数に偏りが認められなかったため低リスクと評価した。de la Port ら[55]と Shao ら[96]は、

欠損値の補完方法についての記述がなかったため不明確とした。報告するアウトカムの報

告については、de la Port ら[55]と Smeulders ら[37]はプロトコール[111,112]が入手可能

で、予め設定されていたアウトカムが全て報告されていたため低リスクと評価した。

Cockayne ら[54]と Riegel[89]はプロトコールが発表されておらず入手できなかったため

不明確とした。Boyne ら[50]は、プロトコール[48]に設定したアウトカムの中で報告され
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ていないものが認められたため高リスクとした。その他のバイアスは、全ての研究につい

て考えられる原因が認められなかったため 6 件全て[37,50,54,55,89,96]を低リスクとした。

セルフケアを報告していた研究個々のバイアスのリスクを統合した結果、全ての研究が高

リスクであった。以上より、セルフケアに対する評価結果は高リスクとなった。  

(5) セルフエフィカシー（表 10） 

セルフエフィカシーを報告していた研究は 4 件[36,37,50,96]であった。割付け列の生成

は、全ての研究がコンピューターに基づいていた。割り付けの隠匿は全てが異なる方法で

行っていたが、コンピューターでの割付け[50]、電話を使用した中心部からの割付け[36]、

封筒法[96]、盲検化された研究者による実施 [37]という内容であり全ての研究を低リスク

と評価した。参加者、介入実施者への盲検化は、3 研究[37,50,96]で実施されておらず、高

リスクと評価した。Powell ら[36]の研究では、初期教育を両群に実施し、その後のグルー

プセッションは介入群のみに実施していたが、割付けの説明をする際に初期教育以降の介

入の内容については説明せず参加者に割り付け内容が知られないようにしていた。したが

って、参加者、介入実施者への盲検化については低リスクと評価した。観察者の盲検化に

ついて、セルフエフィカシーは患者の主観的なデータであり、データの収集方法がインタ

ビューまたは患者の自己記入など異なっていたとしても、割付けの影響を取り除くことは

困難と考えられるため、全ての研究を高リスクと評価した。不十分なアウトカムデータの

対処については、4 件全ての研究の脱落者数に大きな偏りが認められなかった。欠測値の

扱いについては、Shao ら[96]の研究では報告がなく評価出来なかったため、不明確とした。

Boyne ら[50]、Powell ら[36]、Smeulders ら[37]は統計手法として経時的データを解析す

る際に欠損値の影響を受けない混合モデルを使用していたため低リスクと評価した[113]。

報告するデータの報告については、Powell ら[36]と Smeulders ら[37]の研究はプロトコー

ル[112,114]が入手可能であり、プロトコールに設定されていたアウトカムを全て報告して

いため低リスクとした。Boyne ら[50]の研究はプロトコール[48]に設定されていたアウト

カムで報告していないものがあったため高リスクとした。Shao ら[96]の研究はプロトコー

ルが発表されておらず、入手できなかったため不明とした。その他のバイアスについては

該当する原因が認められなかったため全て低リスクとした。セルフエフィカシーを報告し

ていた研究個々のバイアスのリスクを統合した結果、Boyne ら[50]は高リスク、Powell ら

[36]は低リスク、Shao ら[96]は高リスク、Smeulders ら[37]はハイリスクと評価した。以

上より、セルフエフィカシーに対する評価結果は高リスクとなった。 
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4) 介入の効果 

(1) 全死亡数（表 11） 

ベースラインから 12 か月時点での全死亡数をアウトカムデータとして報告していた研

究は 5 件[37,50,54,55,58]であった。各研究が報告していた全死亡数より算出したリスク

比（95%信頼区間）は、Boyne ら[50]は 1.41（0.70-2.84）、Cockayne ら[54]は 1.45（0.65-

3.22）、de la Port ら[55]は 0.54（0.28-1.03）、DeWalt ら[58]は 0.69（0.32-1.45）、Smeulders

ら[37]は 1.06（0.53-2.12）であった。全ての研究において、算出したリスク比に有意差は

認められなかった。 

(2) 心不全に関連した入院数（表 12） 

ベースラインから１年後時点での心不全に関連した入院数をアウトカムデータとして

報告している研究は de la Port ら[55]のみであり、介入の効果を統合することは出来なか

った。de la Port らの介入の効果はリスク比（95％信頼区間）=0.47（0.24, 0.92）であり、

介入群の入院数の割合が少なくなっていた。また、DeWalt ら（2012）はベースラインか

ら 1 年後時点での心不全に関連した入院をアウトカムデータとして測定していたものの、

発生率での報告のみで実数が不明であったため、解析に含めることは出来なかった。なお、

DeWalt ら[58]の研究では有意差は認められなかったものの介入群の入院の発生率の方が

高い結果となっていた。 

(3) QOL（表 13） 

QOL を測定した研究の中で、一般的健康関連 QOL 尺度と疾患特異的 QOL 尺度の両方

を使用している研究は 3 件[36,37,55]、疾患特異的 QOL 尺度のみを使用している研究は 2

件[54,58]、一般的健康関連 QOL 尺度のみを使用している研究はなかった。  

一般的な健康関連 QOL 尺度に関して、アウトカムを測定した期間を通して有意な介入

効果を報告していた研究はなかった。アウトカム測定終了時のみに有意な介入効果を報告

していた研究は 1 件であった[55]。de la Port ら[55]は、データ解析としてｔ検定による尺

度得点の群間比較をベースライン、3 か月時点、12 か月時点に行っていたが、12 か月時点

での介入群の尺度得点が対照群に比べて有意に高くなっていた（p=0.021）。アウトカム測

定期間中に一時的な介入効果が認められた研究はなかった。  

疾患特異的 QOL 尺度に関して、アウトカムを測定した期間を通して有意な介入効果を

報告していた研究は 1 件あった[55]。de la Port ら[55]は、データ解析としてｔ検定による

尺度得点の群間比較をベースライン、3 か月時点、12 か月時点に行っていたが、3 か月時
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点、12 か月時点の両時点において介入群の尺度得点が対照群に比べて有意に高くなってい

た（3 か月：p=0.001, 12 か月：p=0.038）。アウトカム測定終了時のみに有意な介入効果を

報告していた研究はなかった。アウトカム測定期間中に一時的な介入効果が認められた研

究は 2 件あった[37,58]。Smeulders ら[37]は、6 週、6、12 か月を測定時点とし、解析に

交互作用（時間×群）を投入した混合効果モデルを使用していた。解析の結果、6 週時点

で有意な交互作用が認められ、対照群に比べ介入群の尺度得点のベースラインからの変化

量が有意に高くなっていたが（p=0.005）、その後の 6 か月、12 か月時点での交互作用は消

失していた。DeWalt ら[58]は、1、6、12 か月を測定時点として、交互作用（時間×群）

を投入した一般化線形モデルを使用して解析を行っていた。解析の結果、1、6 か月時点そ

れぞれにおいて有意な交互作用が認められ、有意な介入効果が報告されていた（1 か月：

p<0.001, 6 か月：p=0.003）[58]。 

(4) セルフケア（表 14） 

アウトカムを測定した期間を通して有意な介入効果を報告していた研究は 4 件

[50,55,89,96]あった。Riegel ら[89]は解析に繰り返しのある分散分析を行っていたが、3 か

月時点で交互作用（時間×群）が認められ、対照群に比べて介入群の尺度得点の変化量が

有意に高くなっていた（p=0.04）。Shao ら[96]も、データ解析に繰り返しのある分散分析

モデルを使用していた。解析の結果、ベースライン、4 週間、3 か月の測定時点を通して介

入群と対照群の尺度得点に有意な交互作用が認められ、対照群に比べて介入群の尺度得点

は有意に向上していた（p<0.000）[96]。Boyne ら[50]は解析に交互作用（時間×群）を投

入した一般化線形モデルを使用していた。解析の結果、アウトカムを測定した全ての時点

（3、6、12 か月）において有意な交互作用が認められ、対照群に比べて、介入群の尺度得

点が有意に低くなっていた（3 か月：p=0.004、6 か月：p=0.005、12 か月：p<0.001）。de 

la Port ら[55]は、ｔ検定による測定時点毎（3、12 か月）の尺度得点の群間比較を行って

いた。解析の結果、対照群に比べて、介入群の尺度得点は、3、12 か月時点ともに有意に

低くなっていた[55]。 

アウトカム測定期間中に一時的な介入効果が認められた研究は 1 件 [37]あった。

Smeulders ら[37]は、解析に交互作用（時間×群）を投入した混合効果モデルを使用し、

6 週、6 か月、12 か月を測定時点としていた。解析の結果、6 週時点で有意な交互作用が

認められ、対照群に比べて介入群の尺度得点のベースラインからの変化量が有意に高くな

っていたが、その後の 6、12 か月時点での交互作用は消失していた[37]。 
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(5) セルフエフィカシー（表 15） 

アウトカムを測定した期間を通して有意な介入効果を報告していた研究は 1 件[96]のみ

であった。Shao ら[96]は、データ解析の方法として繰り返しのある分散分析を使用してい

た。解析の結果、ベースライン、4 週間、3 か月の測定時点を通して介入群と対照群の尺度

得点に有意な交互作用が認められ、対照群に比べて介入群の尺度得点は有意に向上してい

ることを報告していた（p<0.000）[96]。 

アウトカム測定期間中に一時的な介入効果が認められた研究は 1 件[50]あった。Boyne

ら[50]は、解析に交互作用（時間×群間）を投入した一般化線形モデルを使用していた。解

析の結果、ベースラインから 6 か月時点では有意な交互作用が認められ、対照群に比べて

介入群のベースラインからの尺度得点の変化量が有意に高くなっていたが（p=0.002）、12

か月時点での交互作用は消失していることを報告していた（p=0.192）[50]。 

 

5）セルフエフィカシーや動機づけを強化する方法 

介入の有効性が認められた 6 研究[37,50,55,58,89,96]を対象として、各研究がセルフエ

フィカシーや動機づけを強化するために行った方法を論文中より抜粋した（表 16）。 

(1) 各研究の特徴 

Boyne ら[50]は患者個人のニーズに合わせた情報提供の繰り返しを戦略としていた。介

入の前提となった仮説は、「繰り返しによる，患者個人に合わせ処方された情報は患者の疾

患に関する知識を高め，セルフケアを強化し，セルフエフィカシーの向上とアドヒアラン

スの改善をもたらす」であった[50]。具体的な方法として対象者全員に行ったことは、テ

レモニタリングのデバイスを使用してのメッセージの提供（回答の内容、正誤に応じて自

動的に内容を決定）であり、テレモニタリングの結果が不良の患者に対して行ったことは、

個別に電話による知識の提供、問題解決のための助言の実施であった[50]。 

de la Port ら[55]は行動的な戦略として、知識・スキルの習得・動機づけを強化するた

めの行動戦略を強化した包括的な教育とカウンセリングを行っていた。知識・スキル・動

機づけを強化するために包括的教育に含まれていた内容は、疾患・症状・治療に関する知

識の提供、リスクファクターを防ぐことやセルフモニタリングを行うことの重要性の説明、

行動を変容する方法と疾患に対処するための心理的ケアであった[55]。フォローアップで

実施した内容は、症状・ダイアリーの振り返り、カウンセリングであった [55]。 

DeWalt ら[58]は社会的学習理論に基づいた教育を戦略としていた。理論的前提は、行
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動要因（セルフケアのスキル）、個人的要因（セルフエフィカシー）、環境要因（セルフケ

アの実施を困難にしていること）との相互作用によって人の健康 QOL の向上を導く、で

あった[55]。介入の特徴は、行動要因と個人的要因を強化するために、教育用テキストを

使用した個別の教育、構造化された動機づけのメッセージ、セルフケアの実施を困難にし

ていることの特定と解決に向けた支援であった[55]。 

Shao ら[96]はセルフエフィカシー理論[115]に基づいたセルフマネジメントプログラム

を戦略としていた。介入では、セルフエフィカシーを強化するため、「経験による熟練」「社

会的モデリング」「社会的説得」「情動的喚起」を介入方法に取り入れていた[96]。 

Smeulders ら[37]はセルフエフィカシー理論 [115]に基づいたグループセッションを戦

略としていた。理論的前提は、効力予期の強化は健康行動を変化させ，健康関連 QOL を

向上させ，心不全治療の利用を減少させる、であった[37]。介入方法には、スキルの熟練

（目標設定と行動計画の作成と振り返り）、症状の解釈（症状管理方法の教授）、モデリン

グと社会的説得（グループメンバーによる動機づけ）を取り入れていた[37]。 

(2) 各研究の共通性 

各研究が実施していたセルフエフィカシーや動機づけを強化するために行った方法の

共通性を検討した。その結果、「知識の提供・強化」、「目標・行動計画」、「症状・行動の確

認」、「行動調整への支援」という４行動が抽出された（表 17）。  

「知識の提供・強化」は、6 研究[37,50,55,58,89,96]全てが実施していた。提供した知識

の内容は、疾患や症状に関する知識[37,50,55,58,96]、セルフケアあるいはセルフマネジメ

ントに関する知識[50,55,58,89,96]であった。 

「目標・行動計画」は 3 研究[37,58,96]が実施していた。実施内容は、セルフケアに関

する行動計画の作成  [58]、セルフマネジメントに関する目標設定[37,96]であった。  

「症状・行動の確認」は、5 研究 [37,50,55,58,96]が実施していた。実施内容は、患者

が記録したセルフモニタリングの結果、セルフケアの実施状況、設定した目標や立案した

行動計画の達成状況を介入実施者が患者と一緒に確認し振り返ることであった。  

「行動調整への支援」は、6 研究[37,50,55,58,89,96] 全てが実施していた。実施内容は、

セルフケアの実施が不良の者に対して状況の解決に向けて助言を行う[37,50,58,96]、セル

フケアを患者の生活に取り入れる方法について話し合う [37,55,89]であった。 
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6）有効性が認められた介入方法 

 い ず れ か の ア ウ ト カ ム 指 標 に 対 し て 介 入 の 有 効 性 が 認 め ら れ た 6 研 究

[37,50,55,58,89,96] が実施していた介入方法（介入形式、介入期間、介入頻度、フォロー

アップ期間、アウトカム測定のタイミング）を抽出し、表 18 に示した。 

(1) 介入形式 

 介入形式は、5 研究 [50,55,58,89,96] が「個別による初期教育と継続的なフォローアッ

プ」を実施していた。  Smeulders ら[37]はグループミーティングを実施していた。  

(2) 介入期間 

介入期間は、6 週間、3 か月、12 か月に分類された。介入期間が 6 週間であったのは 1

研究[37]、3 か月であったのは 2 研究 [89,96]、12 か月であったのは 3 研究 [50,55,58]で

あった。 

(3) 介入頻度 

 介入頻度を事前に設定している研究は 5 研究[37,50,55,58,96]、患者の要望に従い介入

頻度を決定していた研究は 1 研究 [89]であった。事前に介入頻度を設定している研究のう

ち、介入を等間隔で実施していた研究は 1 件 [37]であった。また、Boyne ら[50]は、対面

によるフォローアップの日程は事前に設定していたが、電話によるフォローアップに関し

ては、テレモニタリングの結果に従い随時実施していた。他の 3 研究 [55,58,96]は、フォ

ローアップの初期に介入を頻回に実施し、徐々に間隔を空ける方法を実施していた。  

(4) フォローアップ期間  

  フォローアップ期間は、3 か月間と 12 か月間に分類された。3 か月間であった研究は

2 研究  [89, 96]であり、いずれも介入実施期間が 3 か月間であった。他の 4 研究 

[37,50,55,58]の介入効果のフォローアップ期間は 12 か月間であり、介入期間の内訳は 12

か月間が 3 研究[50,55,58]、6 週間が 1 研究 [37]であった。 

(5) アウトカム測定のタイミング  

 アウトカム測定のタイミングは、ベースライン、介入の中間時点、介入終了時の組み合

わせが 4 研究 [50,55,58,96]であり最も多かった。その他のタイミングは、ベースラインと

介入終了時の 2 時点[89]と、ベースライン、介入終了時、介入終了後の一定期間の組み合

わせ[37]であった。 
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５ 考察 

1）研究論文の質 

バイアスのリスク評価の結果、全死亡数に対する評価は不明確、心不全に関連した入院

に対する評価は低リスク、QOL、セルフケア、セルフエフィカシーに対する評価は全て高

リスクであった。バイアスのリスクが高い項目は盲検化と報告するアウトカムの選択であ

り、全てのアウトカム指標に関して共通していた。本レビューが対象とした研究は、健康

行動に対する介入を行っているため、アウトカムのデータ収集方法が質問紙やインタビュ

ーの場合に、介入群に割り付けられた参加者の自己評価が高くなってしまう可能性がある

ことが推察された。特に、介入効果の分析方法として、アウトカム測定時点での群間比較

を実施している de la Port ら[55]の研究は、非盲検化に関するバイアスのリスクが高いこ

とによる影響を受けている可能性が高いと推察される。他の研究に関しては、経時的に測

定したデータのベースラインからの変化量を群間比較しているため、非盲検化であること

の介入効果への影響は極力排除されていたと推察される。本レビューの対象研究では、介

入効果の評価に主観的なアウトカム指標のみを用いていたことが限界と推察された。今後

同様のデザインで介入を実施する際には、セルフケアやセルフエフィカシーであれば、実

際のセルフケアの実施状況や行動計画の遂行状態を、健康関連 QOL であれば心不全の症

状が日常生活に影響を及ぼしているかどうか等、客観的に収取可能な情報をアウトカム評

価指標として加えることが課題であると考える。 

報告するアウトカムの選択に関しては 2 研究[50,55]がプロトコールに記載していたア

ウトカム指標の結果を報告していないという結果であった。また、プロトコールを公表し

ていない研究が 3 研究 [54,89,96]あり、研究者にとって都合のよい結果が選択的に報告さ

れている可能性が否定出来なかった。本レビューはセルフエフィカシーの強化に注目した

研究を対象として実施したが、セルフエフィカシーをアウトカム指標として結果を報告し

た研究が 8 研究中 4 研究のみであり、セルフエフィカシーの強化を意図した介入方法が実

際にセルフエフィカシーの強化に効いたのかという点について明快な回答を導くことがで

きなかった点が限界といえる。  

また、本レビューの対象となった研究は 8 研究と少数であった。これは文献選定の基準

を 2 群間の RCT と限定したことにより対象文献が相当限定されてしまったことが影響し

たと推察された。除外した研究の中にはセルフエフィカシーの評価を行った、またはセル

フエフィカシーの強化に注目した介入を実施したが効果が出なかったので報告しなかった
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研究が含まれていた可能性があり、システマティックレビューに必要な網羅的な検索が徹

底できなかったことが推察された。この点はレビューの限界といえる。したがって、本レ

ビューにより導いた介入方法については、慢性心不全患者に対して適用可能性の高い教育

的介入プログラムを構築していくための原案として活用するに留め、内容に修正を加え洗

練していく必要があると考える。しかしながら、慢性心不全患者を対象とした既存のセル

フケアプログラムにおいては、セルフエフィカシーの強化を意図した介入方法に関する情

報は明らかとは言えない現状にある[28]。したがって、本レビューによって導いた介入方

法を基にして教育的介入プログラム原案を作成することには価値があると考える。 

 

2）セルフエフィカシーや動機付けを強化する方法 

教育的介入の有効性が認められた 6 研究[37,50,55,58,89,96]がセルフエフィカシーや動

機づけを強化するために使用していた方法から共通する行動を抽出した結果、知識の提供・

強化、目標設定・行動計画、症状・行動の確認、行動調整への支援が抽出された。知識の

提供・強化とは、心不全やセルフケアに関する知識の提供し、継続的なフォローアップで

強化することである。目標設定・行動計画とは、患者自身に自分が実行するセルフケアに

ついて目標を決定させることや毎日記録するセルフモニタリング用のダイアリーを活用し

行動を計画させることである。症状・行動の確認とは、対面、電話、テレモニタリング等

の装置を使用して患者の症状やセルフケアの実施状況を確認することである。行動調整へ

の支援とは、セルフケアが実施できている場合には称賛し患者に自信を与え、セルフケア

が出来ていない場合には実行を困難にしている問題を特定し、患者が自分の行動を調整で

きるように支援することである。社会学習理論[116]において、人間の本質は人間の本質は

行動を象徴化する能力（Symbolizing Capability）、結果を予測する能力（Forethought 

Capability）、代理体験をする能力（Vicarious Capability）、自己調整能力（Self-Regulatory 

Capability）、内省する能力（Self-Reflective Capability）という基本的な能力によって定

義されている。人の行動を変容させるためにはこれらの人間の本質的能力を訓練し強化す

る必要があると考えられている[116]。行動の象徴化は個人が変容し環境へ適用するための

強力な手段であり、象徴化を利用することで行動の方向性を生み出すことが可能になる

[116]と考えられている。心不全やセルフケアに関する知識を提供し強化するという行動に

社会学習理論を適用し解釈すると、この行動は患者がこれから行うべきセルフケアを象徴

化するプロセスを支援する作業であったと推察された。また、結果を予測する能力によっ
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て人は行動の結果を予測し、目標を設定し、意図した結果になるよう行動を調整するため、

結果を予測する能力を訓練することで動機付けの強化や行動を予測したように導くことが

可能となる[116]と考えられている。セルフケアの目標を設定することや、行うべきセルフ

モニタリングの計画を立てることは、知識の提供によって象徴化された行動がもたらす結

果を患者自身が予測し、目標達成に向けて行動を調整するための動機づけを行う作業であ

ると推察された。自己調整はある期待する結果を得るために行う行動に対する個人的な基

準と実際の行動から得られた反応との矛盾を調整するための機能のことであるが、自分の

行動を継続的に観察する自己観察（Self-observation）、観察した行動を個人的な基準に従

って評価する評価プロセス（Judgmental process）、行動を評価した結果として自己反応

的な刺激を生み出す自己反応（Self-reaction）という 3 つのサブプロセスによって構成さ

れていた[116]。したがって、患者の症状やセルフケアの実施状況を患者と一緒に確認する

作業は、患者が自己調整を行うための自己観察を支援するプロセスと捉えることが可能で

あり、セルフケアの実施状況に対して称賛を与えることや、実施が困難な場合に問題を特

定し克服するための方法を患者と一緒に検討することは、自己調整能力を支援するプロセ

スと同義であったと推察された。以上のことから、本レビューによって抽出されたセルフ

エフィカシーや動機づけを強化する方法は、社会学習理論における行動変容を達成するた

めの支援やセルフエフィカシーの強化のための支援に適用が可能であり、理論的に妥当な

方法であったと考える。 

 

3）有効性が期待される介入方法 

教育的介入の有効性が認められた 6 研究 [37,50,55,58,89,96]において、実施数が多か

った介入方法は、介入形式は初期教育と継続的なフォローアップ、介入期間およびフォロ

ーアップ期間は 12 か月間、介入頻度はフォローアップ初期が 2 か月目までに 1～3 回実施

し、その後徐々に間隔を空ける方法、アウトカム測定のタイミングはベースライン・介入

の中間時点・介入終了時、であった。  

介入形式は、個別による初期教育と継続的なフォローアップが 5 研究[50,55,58,89,96]

と多く、グループミーティングは 1 研究[37]のみであった。足立  [117]は、生活習慣の変

容を支援するためには、望ましい行動を具体的に示すこと、そのために必要な情報を提供

すること、自信や意欲を喚起し、実践を通じて技術を練習することが必要であると述べて

いる。初期教育と継続的なフォローアップは、初期教育において行うべきセルフケアを具
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体的に示し、実施効果や実践方法に関する情報提供を行うことで患者の自信や意欲を喚起

することが可能であった。また、継続的なフォローアップを通じてセルフケアのスキルを

訓練し、習得・定着を促進することも可能であった。したがって、毎回異なるテーマにつ

いて情報提供を行うグループセッションに比べ、セルフケアの向上に対して効果が期待さ

れることが推察された。 

介入期間とフォローアップ期間は、両者とも同じ期間としている研究が 5 研究 

[50,55,58,89,96]あり、その期間は 3 か月間 [89,96]と 12 か月間[50,55,58]に分類された。

また、Smeulders [37]は、6 週間という介入期間に対して 12 か月間のアウトカム指標の測

定期間を設定していたが、介入の有効性は介入終了時の 6 週目に認められたのみで、その

後は介入の効果が消失していた。Prochaska と Velicer [118]は、変容した行動が維持され

たと評価出来るのは、行動が変化してから 6 か月以上経過してからであることを明らかに

している。したがって、介入期間が 6 か月に満たない場合には、教育的介入によって行動

が変容し一時的な効果が認められたとしても、変容した行動が維持されるよう介入を継続

しなければ効果の持続は困難であることが推察された。  

アウトカム測定のタイミングは、ベースライン・介入の中間時点・介入終了時の組み合

わせが 4 研究と最も多かった  [50,55,58,96]。本レビューが対象とした研究の多くは、3 か

月から 12 か月という中・長期的な期間において教育的介入を実施していた。アウトカム

データを測定するポイントは介入前後の 2 時点とするよりも、中間時点にも設けることで

介入効果の影響をより的確に把握することが可能になる[42]。したがって、経時的な変化

として評価される教育的介入の有効性を複数のポイントにおいて評価することは当然の判

断であり、ベースライン・介入の中間時点・介入終了時の組み合わせが多いという結果は

妥当であるといえる。  

 

６ 結論 

心不全患者のセルフケア向上のため実施した教育的介入研究を対象として、介入の有効

性を検討するためのシステマティックレビューを実施した。研究の選定においては、教育

的介入における指導方法に、セルフケアへのセルフエフィカシーや動機づけを強化する方

法を取り入れた研究に焦点を当てた。介入効果を検討するアウトカム指標には、全死亡数、

心不全に関連した入院数、QOL、セルフケア、セルエフィカシーを設定した。また、介入

の有効性が認められた研究においては、セルフエフィカシーや動機づけを強化するために
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使用した方法、効果が期待される介入方法の要素を抽出し明示した。本レビューにより導

いた知見は、以下の通りである。  

①全死亡数の減少に対しては、教育的介入の有効性は認められなかった。 

②心不全に関連した入院数に対しては、教育的介入の有効性が示唆された。 

③QOL、セルフケア、セルフエフィカシーの向上に対しては、教育的介入の一時的または

長期的な有効性が認められた。 

④セルフエフィカシーや動機づけを強化する方法には、全ての研究が行動変容を意図した

理論を適用していた。また、各研究が実施していた指導方法に共通する行動は、知識の

提供・強化、目標設定・行動計画、症状・行動の確認、行動調整への支援であった。  

⑤効果が期待される介入方法の要素は、以下の通りであった。  

 ・介入形式は、初期教育と継続的なフォローアップであった。  

 ・介入期間は、12 か月間であった。  

 ・フォローアップ期間は、12 か月間であった。  

 ・介入頻度は、介入初期は集中的に実施し、徐々に間隔を空ける方法であった。 

 ・アウトカム測定のタイミングは、ベースライン・介入の中間時点・介入終了時であっ

た。 
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第 3 章  教育的介入プログラム原案の作成【研究 2】 

 

 

１ 教育的介入プログラム原案の対象 

 心不全が主要な原因で入院後自宅へ退院し、継続的に外来通院が予定されている成人・

高齢者を対象とする。NYHA 分類がⅣの者、重篤な併存疾患がある者、認知機能が低下し

ている者は本プログラムの対象から除外する。 

 

２ 教育的介入プログラム原案の作成方法 

行動変容を意図した身体活動・運動プログラム開発の手順 [119]（図 5）に従い、以下の

項目について教育的介入プログラム原案を決定した。 

1）行動変容理論・モデルおよび技法の適用 

教育的介入プログラムにおいて適用する行動変容の理論および技法は、システマティッ

クレビューにおいて抽出した、セルフエフィカシーや動機づけを強化するために使用され

ていた理論および技法を適用した。  

 

2）コンテンツの決定 

教育的介入プログラムのコンテンツには、セルフエフィカシーや動機づけを強化する方

法、介入の形式、介入実施者、介入期間と頻度、教育の内容、使用する教材、フォローア

ップの内容、アウトカムデータ、アウトカムデータ測定のタイミングとデータ収集方法を

含めた。これらの内容については、システマティックレビューによって導いた介入効果が

期待される研介入方法および SCHFM、社会学習理論に基づき決定した。 

 

3）カリキュラムの作成 

 身体活動・運動プログラム開発の手順[119]にはカリキュラム作成の方法について説明が

記述されていなかったため、カリキュラムは教育理論 [120]にを参考として作成した。  

カリキュラムの作成に向けて、カリキュラムの構成要素である学習目標、行動目標、学

習単元導入時における学習者の準備状態の診断方法、教授プロセスを決定した。単元毎の

学習目標は、社会学習理論における行動変容の過程を参考として、本研究の目的が達成可

能な内容を独自に設定した。学習単元導入時における学習者の準備状態の診断には、カリ
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キュラム開始時点での慢性心不全患者のセルフケアの実施状況およびセルフケアの実施に

対する影響要因の項目を本研究の概念枠組みに基づいて決定した。  

 

4）評価内容の決定 

 評価には、プロセス評価とアウトカム評価を含めた。アウトカム評価の項目は概念枠組

みに基づいて設定した。測定用具は、システマティックレビューの結果得られた評価指標

や尺度を参考に決定した。  

 

４ 操作的定義 

① カリキュラム 

 ある教科領域に関する知識や技能を教えるための全体的な教育計画。そのカリキュラム

によって学習者にもたらそうとしている変化を学習目標として示し、学習目標を達成する

ための活動を具体的な内容に分割し、配列したもの。  

 

② 学習単元導入時における学習者の診断 

 当面する学習課題に対して学習者がどのような準備状態にあるのか、これまで行ってき

た関連する学習にはどのような問題点がみられるのかを明確にしようとすること [120]。 

 

③ 教授プロセス 

 学習目標を達成するために計画された一連の具体的な教授活動のこと [120]。学習単元と

課題、教授方法、教材が含まれる。  

 

④ プロセス評価 

教育的介入プログラム開発過程の構成や教育プロセスの質を高めるための指標となる

もので、プログラムが計画通りに行われていたかどうかを評価するもの [119]。 

 

⑤ アウトカム評価 

一連の学習活動の結果として教育的介入プログラムの目的が達成されているかどうか

を評価すること[119]。 
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５ 結果 

1）教育的介入プログラム原案の概要 

(1) 行動変容理論・モデルおよび技法  

 セルフエフィカシーや動機づけを強化し、行動変容を促進する方法を決定するための理

論的基盤として、社会的学習理論（Bandura, 1977, 1982, 1986, 1997）を使用した。  

 

(2) セルフエフィカシーや動機づけを強化する方法  

システマティックレビューの結果に基づき、「知識の提供・強化」「目標設定・行動計画」

「症状・行動の確認」「行動調整への支援」を枠組みとした。 

 

(3) 介入の形式 

個別・対面による初期教育と定期的なフォローアップ。  

 

(4) セッティング 

教育的介入プログラムを実施する場所は患者が通院している病院の外来であり、外来受

診の日程に合わせて実施する。  

 

(5) 介入実施者 

プログラムを実施する病院に勤務し、外来を担当している看護師。 

 

(6) 介入期間と頻度  

介入期間は 12 か月。頻度は初回の初期教育と 12 回のフォローアップの合計 13 回。フ

ォローアップは月１回実施する。  

 

(7) 教育の内容 

教育内容に含まれる具体的な項目は、「初期教育時の教育者用資料」（資料 1）に示した。 

患者に提供する教育の内容は、心不全に関する知識とセルフケアに関する知識である。

心不全に関する知識には、心不全の病因、主な増悪症状と増悪症状を招くリスク因子、薬

物治療の目的を含めた。セルフケアに関する知識には増悪症状のリスク因子を回避した生

活の必要性と方法、セルフモニタリングの必要性と方法、セルフモニタリング結果を解釈
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する方法、増悪症状出現時の対処方法、セルフケア実施計画の必要性と記入方法を含めた。  

 

(8) 使用する教材 

教育用テキストとしては、日本心不全学会が発行している「心不全手帳」を使用する。

この他、患者が使用する教材として、「セルフケア実施計画書」（資料 2）を作成した。介入

実施者が使用する教材としては、「初期教育時の教育者用資料」（資料 1）、「患者基本情報

アセスメントシート」（資料 3）「フォローアップ用面接シート」（資料 4）、「患者基本情報

アセスメントシートの活用方法」（資料 5）、「フォローアップ用面接シートの活用方法」（資

料 6）を作成した。  

「初期教育時の教育者用資料」（資料 1）は、初期教育時に介入実施者が使用する教育者

用資料であり、教育の内容に合わせて項目を設定し独自に作成した。資料に示した内容は、

日本循環器学会が発行している「慢性心不全治療ガイドライン（2010 年改訂版）[1]」、日

本心不全学会が発行している「心不全手帳  [122]」、心不全治療の専門書[8]より抜粋した。 

「セルフケア実施計画書」(資料 2)は、患者が作成するセルフケアの実施計画書で、独

自に作成した。計画書は、健康回復への目標と優先して取り組むセルフケアを決定し自己

評価する内容にした。  

「患者基本情報アセスメントシート」(資料 3)は、初期教育時に介入実施者が患者の基

本情報を収集するためのアセスメントシートであるが、学習開始時の患者の準備状態を評

価するために必要な情報を得ることを目的として独自に作成した。  

「フォローアップ用面接シート」(資料 4)は毎回のフォローアップ時に使用するアセス

メントシートである。患者の心不全の症状や治療方針の変化の有無の確認、セルフケアの

実施状況とリスク因子の有無の確認、セルフケアを実施することへの動機づけの状態の確

認を行い、他職種による支援や指導の必要性を評価するために必要な情報を収集すること

を目的として独自に作成した。  

「患者基本情報アセスメントシートの活用方法」(資料 5)は、アセスメントシートに含

めた項目を設定した根拠と、収取した情報をプログラムの中で活用する方法について解説

した資料である。この資料は、介入の再現性を高める目的で独自に作成した。  

「フォローアップ用面接シートの活用方法」(資料 6)は、フォローアップシートに含め

た項目を設定した根拠と、収集した情報をプログラムの中で活用する方法について解説し

た資料である。この資料は、介入の再現性を高める目的で独自に作成した。  
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(9) フォローアップの内容 

フォローアップの内容は、セルフエフィカシーを強化する方法に従い、「心不全症状とセ

ルフケア行動の確認」「確認した結果を評価するプロセスの支援」「行動を内省するプロセ

スの支援」「新たなセルフケア実施計画の作成」を基本とした。  

 

(10) アウトカム指標 

主要なアウトカム指標は、心不全の予後と健康関連 QOL とした。二次的なアウトカム

指標はセルフエフィカシー、セルフケアとした。  

心不全の予後の評価指標は、全ての理由による死亡、心不全に関連した死亡、心不全に

関連した入院の数とした。健康関連 QOL の測定には、MINNESOTA LIVING WITH 

HEART FAILURE®（Copyright by1986 the University of Minnesota）の日本語版[139]

を使用する。使用するにあたり、原案の開発者および日本語版開発者の許可を得てから使

用する。セルフケアおよびセルフエフィカシーの測定には、Self-Care of Heart Failure 

Index（SCHFI）（http://www.self-careofheartfailure index.com/）の日本語版を使用する。

SCHFI はセクション A、B、C という 3 側面によって構成されているため、セルフケアの

評価にはセクション A と B を使用し、セルフエフィカシーの評価にはセクション C を使

用する。 

 

(11) アウトカム指標測定のタイミングとデータ収集方法  

 アウトカム指標測定のタイミングは、ベースライン（教育的介入プログラムへの参加に

同意が得られた時点）、ベースラインから 6 か月時点（フォローアップの中間時点）、ベー

スラインから 12 か月時点（フォローアップ終了時点）、ベースラインから 15 か月時点と

した。 

 データ収集方法は、全ての理由による死亡、心不全に関連した死亡、心不全に関連した

入院に関しては、事象発生の有無を本人または家族に電話をかけて確認する。事象が発生

した場合には、診療記録にて日付と死亡または入院の理由に関する情報を収集する。QOL、

セルフケア、セルフエフィカシーについては、質問紙を作成し自宅へ郵送する。  

 

2）カリキュラム 

(1) 学習単元導入時における学習者の診断方法  
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学習に対する準備状態を評価する項目は、研究の概念枠組みに従い、セルフケアの影響

因子について評価する。評価方法、評価結果に関する留意点については表 19 に示した。評

価項目に関する情報収集は患者基本アセスメントシート（資料 3）を使用して行う。  

「セルフケア対するセルフエフィカシー」は、セルフケアの実施に対する自信の程度で

評価する。回答項目は、全く自信がない（0）から非常に自信がある（10）の 10 段階を設

定した。評価の対象となるセルフケアは、「塩分を控えた食事を摂る」「水分制限を守る」

「薬の飲み忘れをしない」「定期的に運動する」「イライラしたり落ち込んだりしない」「体

重測定、血圧測定、検脈を毎日行う」「自覚症状の確認を毎日行う」「症状が現れたら、水

分摂取と活動を控え、速やかに受診する」とした。 

「経験」は、心不全と診断された時期、心不全による入院の有無、合併症、冠危険因子、

自覚症状、薬の副作用、心不全増悪症状（再入院）の経験、への回答内容に基づいて評価

する。診断されてからの期間は、2 か月を基準として、2 か月未満を初心者、2 か月以上を

経験者と評価する。評価結果が初心者の場合は、セルフケアが必要な場面をイメージする

ことが難しい可能性が高いため、代理的学習を多く取り入れることにした。 

「スキル」はリスク因子の有無、セルフモニタリングの実施状況に対する回答内容に基

づいて評価する。評価の結果、セルフケアを行わない日がある者または全く行っていない

場合には、出来ない理由を検討し、改善に向けて支援する。また、セルフケアのスキルを

誤って理解している者へは、正しい情報を提供し誤解を修正する。  

「動機づけ」は、セルフケアを実施することの重要性と、セルフケアを実施することへ

の自信に対する回答結果に基づいて評価する。重要性、自信が低い場合にはセルフケアを

行う必要性と効果について理解が得られるよう説明する。自信の尺度得点が低い者に対し

ては、知識やスキルが正しく習得されるよう支援する。  

「文化的信念・価値」は、セルフケアを実施することの重要性への回答結果に基づいて

評価する。評価が低い場合、セルフケアの必要性と期待される効果について理解が得られ

るよう支援する。  

「習慣」は、リスク因子の有無への回答結果に基づいて評価する。評価の結果、既に生

活習慣にリスク因子がある場合には、そのリスク因子と心不全が関連することを示し、生

活習慣を変える必要性の理解を促す。  

「機能的・認知的能力」は、活動時のリスク、NYHA 心機能分類、日常生活の自立度、

への回答結果に基づいて評価する。評価の結果、著しい機能障害がある場合、または認知
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的機能の低下がある場合には、対象者から除外する。日常生活自立度に関する情報は、セ

ルフケアの実施範囲、目標、家族に期待する役割などを話し合う際に活用する。  

「他者の支援」は、環境、職業、への回答結果およびセルフケアをサポートしてくれる

他者の存在の有無、.他者との関係性（同居か否か）の有無に基づいて評価する。評価の結

果、サポートしてくれる他者の存在がある場合には、他者が患者の不足を補うよう説明す

る。評価の結果、サポートの提供者が不在の場合、セルフケアの実施状況が悪くなる可能

性、ストレス管理がうまくできない可能性があるため、フォローアップでセルフケアの実

施状況やストレス状態について継続的に観察する。  

「ケアへのアクセス」は、専門職（栄養士、薬剤師、心臓リハビリ指導士など）から支援

を受けた経験の有無、受診頻度、受診時の移動手段、介助者の有無、への回答に基づいて

評価する。評価の結果、専門的な支援を受けた経験がなく、支援が必要と判断される場合、

希望している場合には調整を図る。また、病院までの移動が大変な場合には、初めに、症

状変化に気づいたときに電話での相談も可能であることを説明する。  

 

(2) 学習指導案 

教育的介入プログラム原案は、学習目標に合わせ 3 単元での構成とした。教育的介入プ

ログラム原案の概要は表 20 に示した。 

①単元 1 

第 1 単元では初期教育を実施する（表 21）。単元における学習目標は「心不全やセルフ

ケアに関する知識やスキルを身につける」とした。行動目標は「心不全の病因、症状、薬

物療法について理解する」「心不全の疾患管理として必要なセルフケアを理解する」「セル

フケアを実施した結果を予測する」「セルフケアを実施することの重要性を理解する」であ

る。本単元で強化するセルフケアの強化要因は、知識、スキル、価値である。単元の指導

内容は、「心不全とセルフケアに関する基礎知識を理解させる」「セルフケアが心不全の予

後に影響する重要な行動であることを理解させる」「セルフモニタリングの方法を演習し、

セルフケアを実施する能力に自信を持たせる」「健康回復に対してどのような信念をもっ

ているのか、どのようなことを優先して生活してきたのかを確認する」「セルフケア実施計

画書を作成させる」である。セルフケアへのセルフエフィカシーおよび動機付けを強化す

る方法との関連としては、「心不全とセルフケアに関する基礎知識を理解させる」は言語的

説得を用いた知識の提供・強化を意図した。「セルフケアが心不全の予後に影響する重要な
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行動であることを理解させる」は言語的説得と代理的経験を用いて実施する知識の提供・

強化を意図した。「セルフモニタリングの方法を演習し、セルフケアを実施する能力に自信

を持たせる」は、遂行行動の達成、言語的説得、情動的喚起を用いた行動調整への支援を

意図した。「健康回復に対してどのような信念をもっているのか、どのようなことを優先し

て生活してきたのかを確認する」は言語的説得を用いた行動調整への支援を意図した。「セ

ルフケア実施計画書を作成させる」は遂行行動の達成、情動的喚起を用いた目標設定・行

動計画を意図した。強化要因との関連としては、「心不全とセルフケアに関する基礎知識を

理解させる」は知識を、「セルフケアが心不全の予後に影響する重要な行動であることを理

解させる」は知識と価値の適合を、「セルフモニタリングの方法を演習し、セルフケアを実

施する能力に自信を持たせる」はスキル、経験、自信を、「健康回復に対してどのような信

念をもっているのか、どのようなことを優先して生活してきたのかを確認する」は価値の

適合を強化することを目的とした。行動目標の達成状況は、知識の提供を行う中で理解の

程度を確認することで評価する。実施上の留意点については指導案に記載した。  

②第 2 単元 

第 2 単元はフォローアップ 1～6 を実施する（表 22）。単元における学習目標は「学習し

たセルフケアを日常生活に適用する」とした。行動目標は、「セルフモニタリングを毎日実

施する」「セルフケア実施計画の評価を毎日行う」「リスク因子を回避した生活を送る」「セ

ルフケアを実施できるという自信をもつ」である。単元の指導内容は、「セルフモニタリン

グの記録の結果およびセルフケア実施計画書の達成状況を確認し、セルフケアと体調との

関連を理解させる」「観察した行動は、体調に良い変化をもたらしたのか、悪い変化をもた

らしたのかという評価ができるようになる」「評価の結果より、自分の行動が理想のセルフ

ケアと乖離している場合は、影響要因について内省できるようになる」「内省結果に基づい

て、行動の調整ができるようになる」「セルフケア実施計画書を作成させる」である。セル

フケアへのセルフエフィカシーおよび動機付けを強化する方法との関連としては、「セル

フモニタリングの記録の結果およびセルフケア実施計画書の達成状況を確認し、セルフケ

アと体調との関連を理解させる」は遂行行動の達成を用いた症状・行動の確認と、言語的

説得を用いた行動調整への支援を意図した。「観察した行動は、体調に良い変化をもたらし

たのか、悪い変化をもたらしたのかという評価ができるようになる」は、言語的説得、代

理的経験を用いた行動調整への支援を意図した。「評価の結果より、自分の行動が理想のセ

ルフケアと乖離している場合は、影響要因について内省できるようになる」は言語的説得、
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遂行行動の達成を用いた行動調整への支援を意図した。「内省結果に基づいて、行動の調整

ができるようになる」および「セルフケア実施計画書を作成させる」は、遂行行動の達成、

情動的嫌忌を用いた目標設定・行動計画を意図した。強化要因との関連としては、「セルフ

モニタリングの記録の結果およびセルフケア実施計画書の達成状況を確認し、セルフケア

と体調との関連を理解させる」は経験と知識を、「観察した行動は、体調に良い変化をもた

らしたのか、悪い変化をもたらしたのかという評価ができるようになる」は経験とスキル

を、「評価の結果より、自分の行動が理想のセルフケアと乖離している場合は、影響要因に

ついて内省できるようになる」は価値の適合を、「内省結果に基づいて、行動の調整ができ

るようになる」はスキルを、「セルフケア実施計画書を作成させる」は経験を強化する。全

体の影響要因の強化を通してセルフエフィカシーの強化を図る。行動目標の達成状況は、

フォローアップ用面接シートを使用して情報収集した結果に基づいて評価する。実施上の

留意点については指導案に記載した。  

③第 3 単元 

第 3 単元はフォローアップ 7～12 を実施する（表 23）。単元における学習目標は「セル

フケアを習熟する」とした。行動目標は「セルフモニタリングの実施が習慣化する」「リス

ク因子を回避した生活が習慣化する」「セルフケアの実施を継続できるという自信をもつ」

とした。単元の指導内容は、「セルフモニタリングの記録結果を確認する」「自分の行動に

対する評価、評価結果に対する内省ができるようになる」「セルフケアを実施するための行

動の自己調整ができるようになる」である。セルフケアへのセルフエフィカシーおよび動

機付けを強化する方法との関連としては、「セルフモニタリングの記録結果を確認する」は

遂行行動の達成を用いた症状・行動の確認と言語的説得を用いた行動調整への支援を意図

した。「自分の行動に対する評価、評価結果に対する内省ができるようになる」は言語的説

得、遂行行動の達成を用いた行動調整への支援を意図した。「セルフケアを実施するための

行動の自己調整ができるようになる」は言語的説得、遂行行動の達成を用いた行動調整へ

の支援を意図した。強化要因との関連は、「セルフモニタリングの記録結果を確認する」は

経験を、「自分の行動に対する評価、評価結果に対する内省ができるようになる」はスキル

の発展を、「セルフケアを実施するための行動の自己調整ができるようになる」はセルフエ

フィカシーの強化を目的とした。行動目標の達成状況は、フォローアップ用面接シートを

使用して情報収集した結果に基づいて評価する。実施上の留意点については指導案に記載

した。 
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3）評価方法 

(1) アウトカム評価  

アウトカム評価は、各単元において設定した学習目標の達成状況の総合的な評価と、学

習目標の達成を反映する行動の確認によって行う。  

第 1 単元から第 3 単元の学習目標の達成状況の総合的な評価は、前項に示したアウトカ

ム指標を使用して行う。 

学習目標の達成を反映する行動の確認は、プログラムの実施中に介入実施者が行う。  

学習目標①の達成を反映する行動について、「心不全の病因、症状、薬物療法について理

解する」の達成状況は、介入実施者が発問し理解状況を確認する。「心不全の疾患管理とし

て必要なセルフケアを理解する」「セルフケアを実施した結果を予測する」の達成状況は、

セルフケア実施計画書の作成時に、患者が決定した健康回復の目標とセルフケアの優先順

位が実際の状況に適合した内容であるかどうかを介入実施者が評価する。立案した計画や

選択したセルフケアが、患者の状況に適した内容であれば、達成できていると評価する。

「セルフケアを実施することの重要性を理解する」「セルフケアを実施することへの自信

をもつ」は、患者基本情報アセスメントシート（資料 3）またはフォローアップ用面接シ

ート（資料 4）を使用して確認し、重要と評価する程度、自信の程度がフォローアップを

重ねるごとに改善している場合に達成していると評価する。  

学習目標②の達成を反映する行動について、「セルフモニタリングを毎日実施する」「セ

ルフケア実施計画の評価を毎日行う」は、フォローアップ実施時に介入実施者が患者と一

緒に確認し、毎日実施できていれば達成できていると評価する。毎日実施できていない場

合でも、実施出来ている日がフォローアップを重ねるごとに増えていれば改善していると

評価する。「リスク因子を回避した生活を送る」は、フォローアップ用面接シート（資料 4）

を使用して確認し、リスク因子に該当する項目が、フォローアップを重ねるごとに減って

いれば改善していると評価する。  

学習目標③の達成を反映する行動について、「セルフモニタリングの実施が習慣化する」

「リスク因子を回避した生活が習慣化する」は、学習目標②が達成している状況が 6 か月

以上持続した場合に、達成したと評価する。  

 

(2) プロセス評価 

プロセス評価の指標は、指導案への順守状況、参加率と欠席の理由、セルフケアの実施
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状況、参加者の満足度とした。  

指導案への順守状況は、介入実施者が指導案通りにプログラムを実施したかどうかを自

己評価する指標であり、独自に評価票を作成した（資料 7～9 参照）。評価票の項目は、指

導案に対応させており、介入実施者が順守状況を「できなかった：0」から「できた：10」

までの 10 段階で評価する内容で構成した。評価結果はプログラム実施中に定期的にカン

ファレンスを開催して確認する。順守状況が悪い項目または順守が困難な項目がある場合

にはプログラムの内容を見直し、修正する。  

参加率は、12 回のフォローアップに対する個人の参加率と、フォローアップの回数別の

参加者全体の参加率を算出する。欠席の理由は集計し、プログラムの内容や実施方法に起

因する内容が抽出された場合には、解決に向けてプログラムの内容を見直し、修正する。  

セルフケアの実施状況とセルフケア実施計画書の遂行状況の評価は、プログラム開始時

の状況を基準とし、フォローアップの回数を重ねることで状況が改善の方向に向かってい

るか、変化がないか、悪化しているかを評価する。評価結果は、フォローアップ用面接シ

ートに記載する。評価の結果、改善に向かわない場合には原因を検討し、必要に応じてプ

ログラムの内容を修正する。  

参加者の満足度は初期教育実施後、フォローアップの中間時点、フォローアップ終了時の

3 時点でアンケートを実施し評価する。アンケートの項目には、プログラムの時間の適切

性、内容の分かりやすさ、内容に対する満足度、プログラムに対する感想や意見（自由記

述）とした（資料 10～12 参照）。アンケートの集計結果に基づいて、評価が低い項目があ

る場合には、プログラムの内容を見直し修正する。  

 

６ 考察 

本研究では、慢性心不全患者のセルフケアの向上を目的とした教育的介入プログラム原

案を、SCHFM、システマティックレビューより導いた知見、社会学習理論に基づき作成し

た。教育的介入プログラム原案は、慢性心不全患者がプログラムに参加することで、心不

全やセルフケアに関する知識やセルフケアのスキルを学習する、学習したセルフケアを日

常生活に適用する方法を習得する、セルフケアを習熟するという目標を達成することを目

的とした。 

慢性心不全患者の疾患管理の実態を示した文献を検討した結果、慢性心不全患者の特徴

として、セルフケアの実施状況に対する自己評価が高いにも関わらず摂取可能な塩分・水
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分量など具体的な行動の指標を理解していない[23,122]、心不全患者は症状悪化のための

生活調整の必要性を認識しているにも関わらず自己の価値観を優先した行動をとる [123]

ことが報告されており、セルフケアに対する認識や自己評価と実際の行動が矛盾している

心不全患者が多くいることが明らかとなった。このセルフケアに対する自己評価や認識と

実際の行動との不一致を解決するためには、セルフケアに対する正しい知識やスキルを学

習し、学習したセルフケアを日常生活に適用する作業を訓練し、セルフケアを習慣化させ

る必要があると推察された。また、Welstand ら[124]は、慢性心不全患者が病いと共に生

きている経験は「心不全の診断と徴候」「日常生活に対する認識」「対処行動」「他者の役割」

「自己概念」という 5 つの概念によって構成されていることを明らかにしている。

Welstand ら[124]によると、これらの概念はそれぞれ独立しているのではなく、相互に影

響し合っているのだが、5 概念の中で最も重要な概念は「自己概念」であり、「自己概念」

が他の 4 概念の表象および新たなライフスタイルの獲得や治療の順守に影響を及ぼすとい

う特徴を持つ。自己概念とは心不全患者が新たな自己を構築するための直接的、間接的な

能力の表象であり、患者が心不全を受け入れることで変化が生じる。心不全に関する正し

い知識を身につけ心不全を理解すること、および自己を理解し受容することは、自己概念

の構築に不可欠な作業であると推察された。したがって、本プログラムの目的は、心不全

患者のニーズに適合した課題であり、妥当な内容であると推察された。  

 教育的介入プログラム原案の対象者は、心不全が主要な原因で入院後自宅へ退院し、継

続的に外来通院が予定されている成人・高齢者を対象とした。SCHFM では、経験はセル

フケアの発展をもたらす強力な影響要因と捉えられている [20]。Riegel ら[17]は、過去に、

心不全やセルフケアの経験がある場合、症状やセルフケアがもたらす結果を予測し、特定

の状況に対して妥当な目標や行動を示すことが可能になると述べている。したがって、退

院後の患者は心不全の増悪症た状を経験したばかりのため、セルフケアが必要な状況やセ

ルフケア行動の象徴化がしやすく、セルフケアに対する動機づけも高いことが予測される

ため、介入を効果的に実施できる可能性が高いと推察した。また、心不全の増悪による再

入院予防に際しては、退院後 1 か月以内が注意を要する時期である[125]ことからも、退院

後の慢性心不全患者を対象とすることは妥当であると考える。一方、セルフケアの実施が

不十分な慢性心不全患者は、入退院を繰り返している者が多い[6,7]ことから、退院直後に

こだわらず介入は必要である。今後は、本教育的介入プログラム原案の対象から外れた患

者に対する介入方法についても検討していくことが課題といえる。  
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システマティックレビューより得た知見に基づき、教育的介入プログラム原案において

行動変容を促進する理論的基盤には社会学習理論を使用した。また、本プログラムは

SCHFM を理論的枠組みとしている。SCHFM と社会学習理論は、人の行動は個人の認知

や意思決定によって影響を受けるという点が共通しており、支援の方向性が一致していた。

また、SCHFM はセルフエフィカシーをセルフケアの強力な影響要因として規定しており、

セルフエフィカシーや動機づけの強化がセルフケアおよびアウトカムの向上に有効である

ことを命題として示していた。ゆえに、行動変容を促進する理論として社会的学習理論を

使用し、セルフエフィカシーや動機づけの強化を指導方法に取り入れることは矛盾がなく、

妥当な選択であったと推察された。 

 介入の形式は、初期教育とフォローアップともに個別・対面での実施とした。システマ

ティックレビューの結果、8 研究中 6 研究が個別による初期教育と継続的なフォローアッ

プを実施しており集団を対象としたグループセッションを実施していた研究は 2 研究のみ

であった。社会学習理論を基盤とした慢性疾患患者に対する既存のセルフマネジメントプ

ログラムは、代理体験や社会的説得を効果的に強化するため、集団を対象としたグループ

セッションが推奨されており[34,126,127]、本レビューによって導いた結果とは異なる内

容であった。心不全患者は、複数の併存疾患を抱えており自覚する症状が多様である、高

齢者が多く感覚機能や認知機能が低下している可能性が高い[20]。したがって、併存疾患

を複数抱えている場合や、高齢により感覚機能が低下し自覚症状の捉え方に個人差が生じ

ている可能性がある場合などは、グループにより同じ体験を共有することが困難であり、

本教育的介入プログラム原案のように個別での実施の方が効果的であると推察された。た

だし、教育的介入プログラム原案の汎用化に向けては、患者の参加しやすさへと配慮し、

個別・対面での介入を立案した場合であっても継続的なプログラムへの参加が難しい状況

も起こりうことを留意し、代替策が提示できるよう準備することも必要であったと推察さ

れた。 

原案では介入実施者を外来担当看護師とした。近年、認定看護師等による看護専門外来

の開設に関心が高まっており、活動内容や課題についての報告が散見される [128,129,130]。

本プログラム原案においても心不全認定看護師による実施は理想的であるが、人材確保の

面から心不全看護認定看護師による介入は実行可能性が低いと推察された。介入実施者を

外来看護師とした場合、多忙な業務との両立が可能であるか検討していくことが課題であ

る。 
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 介入期間は、システマティックレビューから得た知見により 12 か月とした。教育的介

入プログラムの介入効果は、介入期間の長さに関わらず集中的なフォローアップが行われ

た場合には現れることが導かれた。ただし、効果の持続という点は明らかにすることが出

来なかったため、長期間の効果を期待する場合には長期間の介入が必要であると推察され

た。一般的に、セルフケアを習慣化させるためには、ケアを日常生活にうまく適用させる

ことが重要であると考えられている。ゆえに、セルフケアプログラムも患者の生活習慣を

できるだけ変更することなく実施できる方法が持続可能であると推察された。したがって、

通常の外来受診に併せ実施する本プログラムの実施方法は患者のアクセスのしやすさとい

う点を考慮しても妥当であると推察する。  

 システマティックレビューに含めた研究が実施していた教育の内容は、心不全ガイドラ

インに推奨された項目と共通した内容であった。心不全のセルフケアにおいて、教育すべ

き知識は共通している[1,29,30,89]。本研究においても、教育の内容は、レビューに含めた

研究同様にガイドラインに沿った内容を設定しているため、妥当であると推察された。た

だし、井上ら[22]によるとセルフケアの中でも、服薬管理については理解度が高いが、水

分摂取や運動に関する理解度は低いこと、増悪症状の中でも体重増加に対する理解度が低

いことが報告されていた。本教育的介入プログラム原案が提案した教育内容は、必要な項

目を網羅しているが、患者の理解度により提供する知識を強化する方法は指導者の判断に

任せている。介入実施者には疾患やセルフケアに対する豊富な知識と教育や行動変容に関

する理論についての理解も求められるが、本プログラム原案は介入実施者に対する研修や

教育プログラムまでを検討していない点に限界がある。教育的介入プログラム原案の実施

に向けて、介入実施者の質の確保が課題となる。  

 フォローアップは、セルフケアを実施する能力に対するセルフエフィカシーやセルフケ

アへの動機づけを強化することを目的として計画した。また、患者が使用する教材にセル

フモニタリングの記録手帳やセルフケア実施計画書を使用することを想定しているが、こ

れらの教材を使用することは、患者が自己の行動を振り返り、評価する作業を支援するこ

とに役立つと推察された。また、モニタリングの結果、目標が達成できている場合にはで

きたことを承認し称賛を与えるよう、指導方法に計画をした。出来たことへ称賛を与え、

行動に対して肯定的なフィードバックを行うことによって、患者は自分自身に対して肯定

的な評価を行うことが促進される[116]。肯定的な自己評価は、心不全患者であるという自

己を受け入れること、さらには新たな自己概念を構築するプロセスに対しても有用な支援
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であると推察される。また、目標が達成できていない場合には、内省を促しできない理由

を検討させ、セルフケア行動を維持している成功事例を使用し行動変容を促すことを計画

した。これらの支援は、患者が理想とするセルフケアを実行するために自己調整を行うプ

ロセスを支援することを意図している。赤土ら[24]は、心不全患者のセルフケア不足が生

じる要因には、変化に対応する能力が不足していることや、工夫や代替が適切な方法とず

れていることがあることを明らかにした。セルフケアは行動を実施する状況により影響を

受けるため[20]、セルフケアを向上させるためには、状況に応じて適切に行動を選択する

能力を訓練する必要があると推察された。ライフスタイルや価値観が多様化している社会

背景を鑑みると、セルフケアプログラムに必要な支援は、模範となる行動を教育すること

ではなく、多様な状況であっても適切な行動を選択できる能力を訓練することであること

は明らかである。したがって、本教育的介入プログラム原案が実施する行動調整を実施す

るプロセスに対する支援は、多様な背景をもつ患者に対して共通に実施可能な支援の方法

として有用であると推察する。  

 アウトカム評価の指標は、心不全の予後、QOL、セルフケア、セルフエフィカシーとし

た。心不全の予後、QOL は、SCHFM においてセルフケアのアウトカムとして設定されて

おり、多くの実証研究によってその関係が検証されていることからも、妥当であると推察

する。セルフケアとセルフエフィカシー、介入の対象となっている行動や個人的な要因で

はあるため、効果を評価することは妥当であると考えた。  

 

７ 結論 

 本研究は、慢性心不全患者の臨床予後と QOL の維持・向上を導くため、SCHFM、シス

テマティックレビューより導いた知見、社会学習理論に基づき、セルフケア向上を目的と

した教育的介入プログラム原案を構築した。教育的介入プログラム原案の概要は以下の通

りである。 

①教育的介入プログラム原案における学習目標は、「心不全やセルフケアに関する知識や

セルフケアのスキルを身につける」「学習したセルフケアを日常生活に適用する」「セル

フケアを習熟する」である。 

②教育的介入プログラム原案における慢性心不全患者のセルフケアの定義・構成要素、影

響要因、アウトカムは、本研究の概念枠組みである SCHFM を基盤として設定した。  

③セルフケアの向上を図る方法として、セルフケアに対するセルフエフィカシーおよび動
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機づけの強化を取り入れ、慢性心不全患者の行動変容を目指した。 

④セルフエフィカシーおよび動機付けを強化するために介入実施者が行う行動は、「知識

の提供・強化」「目標設定・行動計画」「症状・行動の確認」「行動調整への支援」である。

これらの行動を実施することで、セルフケアの影響要因である「知識」「経験」「スキル」

「価値」「自信（セルフエフィカシー）」の強化を目指した。  

⑤プログラムの形式は、個別・対面による初期教育と継続的なフォローアップであり、介

入期間は 12 か月間である。  
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第 4 章 教育的介入プログラム（原案）の有用性の検討【研究 3】 

 

１ 研究目的 

本研究は、海外文献に基づき構築した「慢性心不全患者に対するセルフケア向上のため

の教育的介入プログラム（原案）」を日本において実施することの有用性について、循環外

来を担当する臨床看護師の意見に基づき検討することを目的とする。調査によって得られ

た臨床看護師の意見は、プログラム原案の内容を見直し、修正するために活用する。  

 

２ 有用性検討の意義 

 プログラム原案の有用性を、介入実施者の立場にある臨床看護師の意見に基づき評価し

内容を見直すことによって、日本の医療現場に適合したプログラムに洗練することが可能

になる。また、プログラム原案を日本の医療現場に適合した内容に洗練することにより、

臨床において活用される可能性が高まる。 

 

３ 方法 

1）研究デザイン 

 横断的な自記式質問紙調査研究。  

 

2）対象者 

 循環器外来に勤務している看護師。  

 

3）セッティング 

 関東圏内にある日本循環器学会（http://www.j-circ.or.jp/）が指定する循環器研修施設と

なっている 271 病院全てを調査対象施設とする。調査対象施設の循環器外来の担当看護師

に対して研究への協力の依頼文書を郵送した。調査依頼を行う 271 病院のリストは資料 13

に示した。 

 

4）サンプルサイズ 

 本調査に必要なサンプルサイズは、96 名である。郵送法による回収率を 40％と見積も

った場合、調査票を配布するために必要な人数は 240 名以上となるため、271 施設を対象



５４ 

 

として調査票を配布した。 

【算出の根拠】  

 本調査で得られたデータは回答の分布および平均値と信頼区間を算出する記述統計量の

結果に基づいて評価することを想定した。調査では、本プログラムに対する看護師の意見

の実態を捉えることができれば良いため、標本誤差は 10％とした。95％信頼係数の信頼区

間は不明のため、最大値の 50％として Wald の式 18）に当てはめると、必要なサンプル数

は 96 となった。 

 

5）調査手順 

 関東圏内にある日本循環器学会（http://www.j-circ.or.jp/）が指定する循環器研修施設

271 病院（茨城県 16 施設、栃木県 11 施設、群馬県 12 施設、埼玉県 37 施設、千葉県 36

施設、東京都 95 施設、神奈川県 63 施設）の循環器外来に勤務している看護師に対して、

本研究への協力依頼の文書（資料 14）、プログラム案（資料 15）、調査票（資料 16）を一

括郵送し調査依頼を行った。調査票は無記名で匿名化した。自由意志による調査への協力

を保証するため、調査票の回収は個別郵送とし、回答をもって同意を得たこととした。 

 

6）調査項目 

調査票（資料 16）は、対象者の基本属性、プログラム内容の評価、外来における患者指

導の現状、を枠組みとして、それぞれに関する以下の項目を設定した。  

(1) 基本属性 

 年齢、性別、最終学歴、資格、経験年数、勤務している部署  

 

(2) プログラム内容に対する評価  

① 介入方法の適切性 

本プログラムの介入形式、介入の実施場所、介入実施者、介入期間、介入回数、所要時

間、が適切であるかどうかを質問した。回答は 5 件法（1.適切である、2.やや適切である、

3.どちらともいえない、4.あまり適切でない、5.適切はない）とした。評価は、得点が低い

程プログラム内容が適切であることを意味する。  

② 教育的介入において提供する情報の必要性 

本プログラムにおいて患者に提供する情報の内容が適切であるかどうかを質問した。情
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報は、心不全に関する知識（病因、症状、薬物療法の目的）とセルフケアに関する知識（セ

ルフケアと心不全の予後との関係、リスク因子を避けた生活、セルフモニタリングの方法）

であった。これらの知識のうち、心不全の症状には、呼吸困難、下肢の浮腫、易疲労感、

咳、急激な体重増加、睡眠時の呼吸困難、動悸、食思不振、腹部膨満感の項目を設けた。

セルフケアに関する知識のうち、リスク因子を避けた生活としては、水分制限、塩分制限、

服薬順守、適度な運動、休息、ストレスコントロール、禁酒または飲酒制限、禁煙、肥満

予防、便秘予防、予防接種の項目を設けた。回答は 5 件法（1.必要である、2.やや必要で

ある、3.どちらともいえない、4.あまり必要ではない、5.必要ではない）とした。評価は、

得点が低い程提供する情報が必要であることを意味する。  

③指導方法の実行可能性 

本プログラムにおいて提案した指導方法の実行可能性について質問した。指導方法に関

する項目は、知識の提供・強化、目標設定・行動計画、症状・行動の確認、行動調整への

支援、であった。回答は 5 件法（1.実施可能である、2.やや実施可能である、3.どちらとも

いえない、4.やや実施困難である、5.実施困難である）とした。評価は、得点が低い程、指

導方法が実施可能であることを意味する。 

④ 外来における患者指導の実態 

 慢性心不全患者を対象とした指導の実施状況、実施方法、実施頻度、所要時間、実施者、

指導内容、指導の効果、患者指導における課題。  

 

7）解析方法 

 質問項目への回答は、単純集計し取りまとめた。記述統計量の算出には SPSS for 

windows ver. 21 を使用した。自由記述によって得られた回答は、内容を吟味し、共通する

カテゴリーを抽出した。自由記述のデータ管理には、 IBM SPSS Text Analytics for 

Surveys を使用した。 

 

8）プログラム（原案）の有用性の評価方法 

プログラム（原案）の有用性は、プログラム（原案）を構成する介入方法の適切性、教

育的介入において提供する知識の必要性、教育的介入における指導方法の実行可能性とい

う 3 点から検討した。（資料 16） 

調査票への回答結果は、回答項目の 1 または 2 を選択した者が 80%以上であった項目
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は、有用性性が高いと判断し、原案の内容を採用した。また、回答項目の 4 または 5 を選

択した者が 20%以上あるプログラムの内容は、有用性が低いと判断し、自由記述の内容お

よび外来での患者教育の実態の内容に基づき原案を修正した。回答項目が 4 または 5 と回

答した者が 20%未満の場合であっても、1 または 2 と回答した者が 80%に満たない場合に

は有用性は十分ではないと判断し、自由記述の内容および外来での患者教育の実態の内容

に基づいて原案に修正が必要であるか検討した。なお、有用性を評価する際の基準は、尺

度開発を行った先行研究（柳井 ,井部, 2012, p.71-84）において実施された内容妥当性の検

討の基準を参考に、独自に設定した。  

 

9）データ管理 

・パンフレット・調査票の表面妥当性および内容妥当性  

作成したプログラムのパンフレットおよび調査票の表面妥当性および内容妥当性は、大学

教員 2 名および健康教育について学習経験のある大学院生 2 名が検討した。  

・欠損値の扱いについて 

 欠損値については、回答に欠損のあった項目のデータのみ解析から除外し、回答がある

データは全て解析に含めた。 

 

４ 倫理的配慮 

1）倫理指針の厳守 

 本研究は，筑波大学医学医療系医の倫理審査委員会細則および医の倫理審査委員会手順

書に遵守し，実施に際しては筑波大学医の倫理審査委員会の承認を得た。（第 1039 号） 

2）自由意思による同意の取得 

 循環器研修施設となっている病院の循環器外来に勤務する看護師に調査協力を依頼する

際には、本研究への依頼の文書（資料 14）とプログラム案（資料 15）を郵送し、調査票（資

料 16）への回答をもって同意を得たものとした。依頼文書（資料 14）には以下の内容の説

明を記載した。 

・研究の意義・目的・方法・期間  

・調査対象機関または調査対象者として選定された理由 

・回収されたデータは匿名化されプライバシーが保護されること  

・研究成果は個人が特定されないよう対処したうえで公表される可能性があること  
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・本調査への参加はあくまで自由意思による参加であること  

・同意しない場合でもいかなる不利益も受けないこと  

・本調査が筑波大学医学医療系医の倫理審査委員会の承認を得ていること  

3）情報の保護・保管 

 回収した調査票は，共同利用棟 B103 研究室内の鍵のかかる書庫に厳重に保管する。調

査票のデータは連結不可能匿名化しデータベースに入力する。データ処理を行うコンピュ

ーターはインターネットや他の一切のコンピューターを切り離し，データはパスワードを

設定した USB に保管する。データを保管した USB および回収した調査票は，研究室内の

鍵付き保管庫に保管する。データは研究のためのみに使用し，研究終了後は 10 年間保存

する。研究成果の発表や出版に際しては，匿名化された情報を扱うため個人が特定される

ことはなく個人情報は保護される。  

4）利益相反 

 本研究は，博士論文作成のための研究の一環としてのみ実施した。企業等が本研究に参

加することおよび本研究に対して利益を提供することはない。  

 

５ 結果 

配布した調査票は、62 名より回答が得られた（回収率 22.8%）。「外来業務をクラークが

行っており、回答可能な看護師が不在である」との回答があった 1 件を除いた 61 名が解

析の対象となった（有効回答率 98.4%）。各回答に記入漏れがある場合には、記入漏れがあ

った項目のみ欠損値として扱い、他の項目への回答は解析の対象とした。  

1）対象者の属性 

 対象者の属性は、表 24 に示した。平均年齢は 41.1 歳（SD 7.7）であった。性別は、女

性が 57 名（93.4%）、男性が 4 名（6.6%）、最終学歴は専門学校が 44 名（72.1%）、短大・

大学が 13 名（21.3%）、大学院が 3 名（5.3%）であった。61 名（100%）全員が看護師免

許を所有していた。認定看護師資格保有者は 9 名（14.8%）であった。特定分野の内訳は、

慢性心不全看護 8 名（認定看護師全体に占める割合：89.9%）、集中ケア 1 名（11.1%）で

あった。専門看護師資格保有者は 2 名（3.3%）であった。特定分野の内訳は、慢性疾患看

護 1 名（専門看護師全体に占める割合：50.0%）、急性・重症患者看護 1 名（50.0%）であ

った。その他の資格を所有している者は 11 名（18.0%）であり、複数の資格を所有してい

る者がいた。他の資格の内訳は、保健師  5 名、教員免許 6 名（養護教諭 4 名、その他の分
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野 2 名）ケアマネージャー2 名、医療系認定資格として人工心臓管理技術認定士 1 名、心

臓リハビリテーション指導士 1 名、NST 専門療法士 1 名であった。経験年数は、看護師と

しての経験年数の平均が 17.7 年（SD 7.8）、循環器分野での経験年数の平均が 9.3 年（SD 

5.1）であった。 

 

2）プログラムの内容に対する評価 

①プログラムの介入方法の適切性に対する評価 

 プログラムの介入方法の適切性に対する評価結果は表 25～27 に示した。自由記述の内

容と抽出したカテゴリーは資料 17 に示した。 

介入形式に対する評価は 60 名（回答者全体における有効回答率 98.4%）より回答が得

られた。評価の内訳は、適切であると回答した者が 31 名（51.7%）、やや適切であると回

答した者が 15 名（25.0%）、どちらともいえないと回答した者が 11 名（18.3%）、あまり

適切ではないと回答した者が 3 名（5.0%）、適切ではないと回答した者はなかった（表 25

参照）。さらに、どちらともいえない、あまり適切ではない、と回答した者 14 名に対し、

適切であると思う介入方法について質問した結果、14 名より回答が得られた（回答率

100％）。その結果、適切であると思う介入方法への回答の内訳は、「集団での初期教育と集

団でのフォローアップ」が 1 名（7.1%）、「集団での初期教育と個別でのフォローアップ」

が 8 名（57.2%）、「個別での初期教育と集団でのフォローアップ」が 3 名（21.4%）、「その

他」が 2 名（14.3%）であった（表 26）。「その他」の介入方法として 1 名より得られた自

由記述の内容をカテゴリー化した結果、「臨機応変に選択する」が抽出された（表 27）（資

料 17）。 

介入の実施場所に対する評価は 60 名（回答者全体における有効回答率  98.4%）より回

答が得られた。評価の内訳は、適切であると回答した者が 28 名（46.7%）、やや適切であ

ると回答した者が 16 名（26.7%）、どちらともいえないと回答した者が 13 名（21.6%）、

あまり適切ではないと回答した者が 3 名（5.0%）、適切ではないとと回答した者はいなか

った（表 25 参照）。さらに、どちらともいえない、あまり適切ではない、適切ではないと

回答した者 16 名に対して、適切であると思う介入の実施場所を質問した結果、16 名より

回答が得られた（回答率 100％）。回答の内訳は、「定期受診とは別の日程で、外来で実施」

が 1 名（6.7%）、「定期受診に併せて、外来以外の場所で実施」が 9 名（56.3%）、「定期受

診とは別の日程で、外来以外の場所で実施」が 2 名（12.5%）、「その他」が 4 名（25.0%）
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であった（表 26）。「定期受診に併せて、外来以外の場所で実施」を選択した者より、自由

記述によって得られた適切な実施場所に対する回答より、「面談用の個室」というカテゴリ

ーが抽出された（表 27）（資料 17）。「その他」の自由記述欄の内容をカテゴリー化した結

果、「電話・メールの活用」が抽出された（表 27）（資料 17）。 

介入実施者に対する評価は 61 名（回答者全体における有効回答率 100%）より回答が得

られた。評価の内訳は、適切であると回答した者が 20 名（32.8%）、やや適切であると回

答した者が 12 名（19.7%）、どちらともいえないと回答した者が 25 名（41.0%）、あまり

適切ではないと回答した者が 3 名（4.9%）、適切ではないと回答した者が 1 名（1.6%）で

あった（表 25）。さらに、どちらともいえない、あまり適切ではない、適切ではないと回答

した者 29 名に対して、適切であると思う介入実施者を質問した結果、29 名より回答が得

られた（回答率 100％）。適切であると思う介入実施者への回答の内訳は、「外来以外の看

護師」が 15 名（51.3%）、「その他」が 14 名（48.3%）、「看護師以外の専門職」と回答した

者はいなかった（表 26 参照）。このうち、「外来以外の看護師」を選択した者が自由記述欄

に回答した適任者をカテゴリー化した結果、「循環器病棟の看護師」「専従の看護師」「認定

看護師」が抽出された（表 27）（資料 17）。「その他」を選択した者が自由記述欄に回答し

た結果をカテゴリー化した結果、「病棟との連携」「他職種との連携」が抽出された（表 27）

（資料 17）。 

介入期間に対する評価は 61 名（回答者全体における有効回答率 100%）より回答が得ら

れた。評価の内訳は、適切であると回答した者が 18 名（29.5%）、やや適切であると回答

した者が 16 名（26.2%）、どちらともいえないと回答した者が 20 名（32.8%）、あまり適

切ではないと回答した者が 7 名（11.5%）、適切ではないと回答した者はいなかった（表 25）。

さらに、どちらともいえない、あまり適切ではないと回答した者 27 名に対して、適切であ

ると思う介入実施者を質問した結果、27 名より回答が得られた（回答率 100％）。適切で

あると思う介入期間への回答の内訳は、「12 か月以上」が 5 名（18.5%）、「6 か月以上 12

か月未満」が 5 名（18.5%）、「6 か月間」が 6 名（22.2%）、「3 か月以上 6 か月未満」が 2

名（7.4%）、「3 か月未満」が 2 名（7.4%）、「その他」が 7 名（26.0%）であった（表 26）。

このうち、「その他」を選択した者が自由記述欄に回答した結果をカテゴリー化した結果、

「個別性に応じた対応」「期間を設けない」が抽出された（表 27）（資料 17）。 

介入回数に対する評価は 61 名（回答者全体における有効回答率 100%）より回答が得

られた。評価の内訳は、適切であると回答した者が 13 名（21.3%）、やや適切であると回
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答した者が 14 名（23.0%）、どちらともいえないと回答した者が 27 名（44.3%）、あまり

適切ではないと回答した者が 7 名（11.5%）、適切ではないと回答した者はいなかった（表

25）。さらに、どちらともいえない、あまり適切ではないと回答した者 34 名に対して、適

切であると思う介入実施者を質問した結果、33 名より回答が得られた（回答率 97.1％）。

適切であると思う介入回数への回答の内訳は、「初期教育の回数を増やす」が 6 名（19.4%）、

「フォローアップの回数を増やす」が 3 名（9.7%）、「フォローアップの回数を減らす」が

9 名（29.0%）、「その他」が 13 名（41.9%）であった（表 26 参照）。このうち、「初期教育

の回数を増やす」を選択した者が自由記述欄に回答した結果をカテゴリー化した結果、「2

～4 回」「電話フォローの追加」「理解できるまっで」が抽出された。「フォローアップの回

数を増やす」を選択した者が自由記述欄に回答した結果をカテゴリー化した結果、「12 か

月以降に追加」が抽出された。「フォローアップの回数を減らす」を選択した者が自由記述

欄に回答した結果をカテゴリー化した結果、「6 回」「徐々に間隔を空ける」「受診頻度に合

わせて調整」「3 回」が抽出された。「その他」を選択した者が自由記述欄に回答した結果

をカテゴリー化した結果、「個別性に応じた対応」が抽出された。（表 27）（資料 17）。 

介入の所要時間に対する評価は 61 名（有回答者全体における効回答率 100%）より回答

が得られた。評価の内訳は、適切であると回答した者が 29 名（47.5%）、やや適切である

と回答した者が 15 名（24.6%）、どちらともいえないと回答した者が 12 名（19.7%）、あ

まり適切ではないと回答した者が 5 名（8.2%）、適切ではないと回答した者はいなかった

（表 25）。さらに、どちらともいえない、あまり適切ではない、適切ではないと回答した

者 27 名に対して、適切であると思う介入の所要時間を質問した結果、26 名より回答が得

られた（回答率 96.3％）。適切であると思う介入の所要時間への回答の内訳は、「初期教育

の所要時間を増やす」が 2 名（7.7%）、「初期教育の所要時間を減らす」が 10 名（38.4%）、

「フォローアップの所要時間を増やす」が 2 名（7.7%）、「フォローアップの所要時間を減

らす」が 6 名（23.1%）、「その他」が 6 名（23.1%）であった（表 26）。このうち、「初期

教育の所要時間を増やす」を選択した者が自由記述欄に回答した結果をカテゴリー化した

結果、「理解出来るまで」が抽出された（表 27）（資料 17）。「初期教育の所要時間を減らす」

「フォローアップの所要時間を増やす」を選択した者が自由記述欄に回答した結果をカテ

ゴリー化した結果、「30～40 分」が抽出された（表 27、資料 17 参照）。「フォローアップ

の所要時間を減らす」を選択した者が自由記述欄に回答した結果をカテゴリー化した結果、

「15～20 分」が抽出された（表 27）（資料 17）。「その他」の意見として自由記述欄に回答
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した結果をカテゴリー化した結果、「時間的制約・マンパワー不足への懸念」が抽出された

（表 27）（資料 17）。 

 

②プログラムで提供する知識の必要性に対する評価 

 プログラムで提供する知識の必要性に対する評価の結果は表 28 に示した。 

 心不全の病因、基礎疾患に対する評価は 60 名（回答者全体における有効回答率 98.4%）

より回答が得られた。評価の内訳は、必要であると回答した者が 50 名（83.3%）、やや必

要であると回答した者が 7 名（11.7%）、どちらともいえないと回答した者が 2 名（3.3%）、

あまり必要ではないと回答した者が 1 名（1.7%）、必要ではないと回答した者はなかった。 

心不全の症状（呼吸困難）に対する評価は 61 名（回答者全体における有効回答率 100%）

より回答が得られた。評価の内訳は、必要であると回答した者が 59 名（96.8%）、やや必

要であると回答した者が 1 名（1.6%）、あまり必要ではないと回答した者が 1 名（1.6%）、

どちらともいえないと回答した者、必要ではないと回答した者はなかった。 

心不全の症状（下肢の浮腫）に対する評価は 61名（回答者全体における有効回答率 100%）

より回答が得られた。評価の内訳は、必要であると回答した者が 57 名（93.4%）、やや必

要であると回答した者が 4 名（6.6%）、どちらともいえないと回答した者、あまり必要で

はないと回答した者、必要ではないと回答した者はなかった。 

心不全の症状（易疲労感）に対する評価は 61 名（回答者全体における有効回答率 100%）

より回答が得られた。評価の内訳は、必要であると回答した者が 50 名（82.0%）、やや必

要であると回答した者が 10 名（16.4%）、どちらともいえないと回答した者が 1 名（1.6%）、

あまり必要ではないと回答した者、必要ではないと回答した者はいなかった。 

心不全の症状（咳）に対する評価は 61 名（回答者全体における有効回答率 100%）より

回答が得られた。評価の内訳は、必要であると回答した者が 44 名（72.1%）、やや必要で

あると回答した者が 14 名（23.0%）、どちらともいえないと回答した者が 3 名（4.9%）、あ

まり必要ではないと回答した者、必要ではないと回答した者はなかった。 

心不全の症状（急激な体重増加）に対する評価は 61 名（回答者全体における有効回答

率 100%）より回答が得られた。評価の内訳は、必要であると回答した者が 59 名（96.7%）、

やや必要であると回答した者が 2 名（3.3%）、どちらともいえないと回答した者、あまり

必要ではないと回答した者、必要ではないと回答した者はなかった。 

心不全の症状（睡眠時の呼吸困難）に対する評価は 61 名（回答者全体における有効回
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答率 100%）より回答が得られた。評価の内訳は、必要であると回答した者が 54 名（88.5%）、

やや必要であると回答した者が 5 名（8.2%）、どちらともいえないと回答した者が 2 名

（3.3%）、あまり必要ではないと回答した者、必要ではないと回答した者はいなかった。  

心不全の症状（動悸）に対する評価は 61 名（回答者全体における有効回答率 100%）よ

り回答が得られた。評価の内訳は、必要であると回答した者が 48 名（78.7%）、やや必要

であると回答した者が 9 名（14.8%）、どちらともいえないと回答した者が 3 名（4.9%）、

あまり必要ではないと回答した者が 1 名（1.6%）、必要ではないと回答した者はなかった。 

心不全の症状（食思不振）に対する評価は 61 名（回答者全体における有効回答率 100%）

より回答が得られた。評価の内訳は、必要であると回答した者が 40 名（65.6%）、やや必

要であると回答した者が 14 名（23.0%）、どちらともいえないと回答した者が 6 名（9.8%）、

あまり必要ではないと回答した者が 1 名（1.6%）、必要ではないと回答した者はなかった。 

心不全の症状（腹部膨満感）に対する評価は 61名（回答者全体における有効回答率 100%）

より回答が得られた。評価の内訳は、必要であると回答した者が 40 名（65.6%）、やや必

要であると回答した者が 12 名（19.7%）、どちらともいえないと回答した者が 6 名（9.8%）、

あまり必要ではないと回答した者が 3 名（4.9%）、必要ではないと回答した者はなかった。 

処方されている薬物療法の目的に対する評価は 61 名（回答者全体における有効回答率

100%）より回答が得られた。評価の内訳は、必要であると回答した者が 53 名（86.9%）、

やや必要であると回答した者が 7 名（13.1%）、どちらともいえないと回答した者、あまり

必要ではないと回答した者、必要ではないと回答した者はなかった。 

セルフケアと予後との関係に対する評価は 60 名（回答者全体における有効回答率 98.4%）

より回答が得られた。評価の内訳は、必要であると回答した者が 48 名（79.0%）、やや必

要であると回答した者が 10 名（16.7%）、どちらともいえないと回答した者が 2 名（3.3%）、

あまり必要ではないと回答した者、必要ではないと回答した者はなかった。 

リスク因子を避けた生活（水分制限）に対する評価は 61 名（回答者全体における有効

回答率 100%）より回答が得られた。評価の内訳は、必要であると回答した者が 53 名

（85.9%）、やや必要であると回答した者が 6 名（9.9%）、どちらともいえないと回答した

者が 1 名（1.6%）、あまり必要ではないと回答した者が 1 名（1.6%）、必要ではないと回答

した者はなかった。 

リスク因子を避けた生活（塩分制限）に対する評価は 61 名（回答者全体における有効

回答率 100%）より回答が得られた。評価の内訳は、必要であると回答した者が 59 名
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（96.7%）、やや必要であると回答した者が 2 名（3.3%）、どちらともいえないと回答した

者、あまり必要ではないと回答した者、必要ではないと回答した者はなかった。 

リスク因子を避けた生活（服薬順守）に対する評価は 61 名（回答者全体における有効

回答率 100%）より回答が得られた。評価の内訳は、必要であると回答した者が 59 名

（96.7%）、やや必要であると回答した者が 2 名（3.3%）、どちらともいえないと回答した

者、あまり必要ではないと回答した者、必要ではないと回答した者はいなかった。 

リスク因子を避けた生活（適度な運動）に対する評価は 61 名（回答者全体における有

効回答率 100%）より回答が得られた。評価の内訳は、必要であると回答した者が 45 名

（73.8%）、やや必要であると回答した者が 13 名（21.3%）、どちらともいえないと回答し

た者が 3 名（4.9%）、あまり必要ではないと回答した者、必要ではないと回答した者はな

かった。 

リスク因子を避けた生活（休息）に対する評価は 61 名（回答者全体における有効回答

率 100%）より回答が得られた。評価の内訳は、必要であると回答した者が 47 名（77.0%）、

やや必要であると回答した者が 13 名（21.3%）、どちらともいえないと回答した者が 1 名

（1.6%）、あまり必要ではない、必要ではないと回答した者はいなかった。 

リスク因子を避けた生活（ストレスコントロール）に対する評価は 60 名（回答者全体

における有効回答率 98.4%）より回答が得られた。評価の内訳は、必要であると回答した

者が 39 名（65.0%）、やや必要であると回答した者が 18 名（30.0%）、どちらともいえな

いと回答した者が 3 名（5.0%）、あまり必要ではないと回答した者、必要ではないと回答

した者はいなかった。 

リスク因子を避けた生活（禁酒または飲酒制限）に対する評価は 61 名（回答者全体に

おける有効回答率 100%）より回答が得られた。評価の内訳は、必要であると回答した者

が 49 名（80.3%）、やや必要であると回答した者が 10 名（16.4%）、どちらともいえない

と回答した者が 2 名（3.3％）、あまり必要ではないと回答した者、必要ではないと回答し

た者はなかった。 

リスク因子を避けた生活（禁煙）に対する評価は 61 名（回答者全体における有効回答

率 100%）より回答が得られた。評価の内訳は、必要であると回答した者が 58 名（95.1%）、

やや必要であると回答した者が 3 名（4.9%）、どちらともいえないと回答した者、あまり

必要ではないと回答した者、必要ではないと回答した者はなかった。 

リスク因子を避けた生活（肥満予防）に対する評価は 61 名（回答者全体における有効
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回答率 100%）より回答が得られた。評価の内訳は、必要であると回答した者が 47 名

（77.0%）、やや必要であると回答した者が 14 名（23.0%）、どちらともいえないと回答し

た者、あまり必要ではないと回答した者、必要ではないと回答した者はなかった。 

リスク因子を避けた生活（便秘予防）に対する評価は 61 名（回答者全体における有効

回答率 100%）より回答が得られた。評価の内訳は、必要であると回答した者が 37 名

（60.7%）、やや必要であると回答した者が 21 名（34.4%）、どちらともいえないと回答し

た者が 3 名（4.9%）、あまり必要ではないと回答した者、必要ではないと回答した者はな

かった。 

リスク因子を避けた生活（予防接種）に対する評価は 61 名（回答者全体における有効

回答率 100%）より回答が得られた。評価の内訳は、必要であると回答した者が 32 名

（52.5%）、やや必要であると回答した者が 22 名（36.1%）、どちらともいえないと回答し

た者が 6 名（9.8%）、あまり必要ではないと回答した者が 1 名（1.6%）、必要ではないと回

答した者はなかった。 

セルフモニタリングの方法（体重測定）に対する評価は 61 名（回答者全体における有

効回答率 100%）より回答が得られた。評価の内訳は、必要であると回答した者が 57 名

（93.4%）、やや必要であると回答した者が 4 名（6.6%）、どちらともいえないと回答した

者、あまり必要ではないと回答した者、必要ではないと回答した者はなかった。 

セルフモニタリングの方法（血圧測定）に対する評価は 61 名（回答者全体における有

効回答率 100%）より回答が得られた。評価の内訳は、必要であると回答した者が 53 名

（86.9%）、やや必要であると回答した者が 8 名（13.1%）、どちらともいえないと回答した

者、あまり必要ではないと回答した者、必要ではないと回答した者はなかった。 

セルフモニタリングの方法（検脈）に対する評価は 61 名（回答者全体における有効回

答率 100%）より回答が得られた。評価の内訳は、必要であると回答した者が 38 名（62.3%）、

やや必要であると回答した者が 18 名（29.5%）、どちらともいえないと回答した者が 5 名

（8.2%）、あまり必要ではないと回答した者、必要ではないと回答した者はなかった。 

セルフモニタリングの方法（下肢の浮腫）に対する評価は 60 名（回答者全体における

有効回答率 98.4%）より回答が得られた。評価の内訳は、必要であると回答した者が 52 名

（86.7%）、やや必要であると回答した者が 8 名（13.3%）、どちらともいえないと回答した

者、あまり必要ではないと回答した者、必要ではないと回答した者はなかった。 
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③ 教育的介入における指導方法の実行可能性に対する評価 

 教育的介入における指導方法の実行可能性に対する評価の結果は、表 29、30 に示した。 

知識の提供・強化に対する評価は 61 名（回答者全体における有効回答率 100%）より回

答が得られた。評価の内訳は、実施可能であると回答した者が 20 名（32.8%）、やや実施

可能であると回答した者が 29 名（47.5%）、どちらともいえないと回答した者が 6 名（9.8%）、

やや実行困難であると回答した者が 4 名（6.6%）、実行困難であると回答した者が 2 名

（3.3%）であった（表 29 参照）。どちらともいえない、やや実行困難である、実行困難で

あると回答した者 12 名に対して、その理由を自由記述にて質問した結果、9 名より回答が

得られた（回答率 75.0％）。自由記述欄への回答からは、「マンパワー不足」「高齢患者の能

力的限界」「時間的制約」が抽出された（表 30）（資料 17）。 

目標設定・行動計画に対する評価は 60 名（回答者全体における有効回答率 98.4%）よ

り回答が得られた。評価の内訳は、実施可能であると回答した者が 12 名（20.0%）、やや

実施可能であると回答した者が 24 名（40.0%）、どちらともいえないと回答した者が 15 名

（25.0%）、やや実行困難であると回答した者が 6 名（10.0%）、実行困難であると回答した

者が 3 名（5.0%）であった（表 29）。どちらともいえない、やや実行困難である、実行困

難であると回答した者 24 名に対して、その理由を自由記述にて質問した結果、13 名より

回答が得られた（回答率 51.4％）。自由記述欄への回答からは、「高齢患者の能力的限界」

「毎日記録することの難しさ」「時間的制約」が抽出された（表 30）（資料 17）。 

症状・行動の確認に対する評価は 60 名（回答者全体における有効回答率 98.4%）より

回答が得られた。評価の内訳は、実施可能であると回答した者が 21 名（35.0%）、やや実

施可能であると回答した者が 25 名（43.3%）、どちらともいえないと回答した者が 8 名

（13.3%）、やや実行困難であると回答した者が 4 名（6.7%）、実行困難であると回答した

者が 1 名（1.7%）であった（表 29 参照）。どちらともいえない、やや実行困難である、実

行困難であると回答した者 13 名に対して、その理由を自由記述にて質問した結果、7 名よ

り回答が得られた（回答率 53.8％）。自由記述欄への回答からは、「条件付きの実行可能性」

「高齢患者の能力的限界」「時間的制約」が抽出された（表 30）（資料 17）。 

行動調整に対する支援に対する評価は 61 名（回答者全体における有効回答率 100%）よ

り回答が得られた。評価の内訳は、実施可能であると回答した者が 20 名（32.3%）、やや

実施可能であると回答した者が 31 名（50.8%）、どちらともいえないと回答した者が 4 名

（6.6%）、やや実行困難であると回答した者が 4 名（6.6%）、実行困難であると回答した者
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が 2 名（3.2%）であった（表 35）。どちらともいえない、やや実行困難である、実行困難

であると回答した者 10 名に対して、その理由を自由記述にて質問した結果、4 名より回答

が得られた（回答率 40.0％）。自由記述欄への回答からは、「時間的制約」「介入実施者の能

力に対する懸念」が抽出された（表 30）（資料 17）。 

本プログラムに対する意見を自由記述により質問した結果、22 名（回答者全体における

有効回答率 36.1%）より回答が得られた。自由記述の内容カテゴリー化した結果、「肯定的

な意見」「実行可能性を懸念する意見」「改良に向けた意見」「スタッフ教育に関する意見」

が抽出された（表 31）（資料 17）。 

 

3）外来における慢性心不全患者に対する患者指導の実態 

 外来における慢性心不全患者に対する患者指導の実態への回答結果は、表 32～35 に示

した。 

患者指導の実施状況は、60 名（回答者全体における有効回答率 98.4%）より回答が得ら

れた。回答の内訳は、「全員に実施している」と回答した者が 1 名（1.7%）、「指導が必要

な者のみ実施している」と回答した者が 36 名（60.0%）、「希望者のみ実施している」と回

答した者が 3 名（5.0%）、「実施していない」と回答した者が 20 名（33.3%）であった（表

32 参照）。「実施していない」と回答した者 18 名に対して、その理由を自由記述により質

問した結果、11 名より回答が得られた（回答率 61.1％）。自由記述欄への回答をカテゴリ

ー化した結果、「患者指導への取り組みがない」「時間的制約・マンパワー不足」が抽出さ

れた。（表 33）（資料 17）。 

患者指導の実施方法は、40 名（未実施者を除く回答者全体における有効回答率 97.6%）

より回答が得られた。回答の内訳は、「個別・対面での実施」をありと回答した者が 38 名

（95.0%）、「個別・電話での実施」をありと回答した者が 3 名（7.5%）、「集団での実施」

をありと回答した者はいなかった（表 32）。 

 患者指導の実施頻度は、40 名（未実施者を除く回答者全体における有効回答率 97.6%）

より回答が得られた。回答の内訳は、「定期的に実施」と回答した者が 16 名（40.0%）、「不

定期に実施」と回答した者が 22 名（55.5%）、「その他」と回答した者が 2 名（5.0%）であ

った（表 32）。「定期的に実施」と回答した者 16 名に対して頻度を自由記述により質問し

た結果、13 名より回答が得られた（回答率 81.3％）。定期的に実施する頻度の自由記述の

内容をカテゴリー化した結果、「定期外来受診時」が抽出された（表 39）（資料 17）。「不定
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期に実施」と回答した者 22 名に対してどのような時に実施するのか自由記述により質問

した結果、11 名より回答が得られた。不定期に実施する場合の実施時期の内容をカテゴリ

ー化した結果、「指導の必要性を感じた時」「症状増悪時」「医師の指示があった時」が抽出

された（表 33）（資料 17）。 

 患者指導を実施する場合の所要時間は、40 名（未実施者を除く回答者全体における有効

回答率 97.6%）より回答が得られた。回答の内訳は、「5 分～15 分」と回答した者が 17 名

（42.5%）、「20 分～30 分」と回答した者が 15 名（37.5%）、「30 分～60 分」と回答した者

が 8 名（20.0%）であった（表 32）。 

 患者指導の実施者は、40 名（未実施者を除く回答者全体における有効回答率 97.6%）よ

り回答が得られた。回答の内訳は、「看護師が実施」と回答した者が 28 名（70.0%）、「看

護師以外の専門職が実施」と回答した者が 1 名（2.5%）、「看護師と他の専門職が実施」と

回答した者が 11 名（27.5%）であった（表 32）。看護師が実施する場合の所属部署を自由

記述により質問した結果、30 名より回答が得られた。所属部署の内訳は、「循環器外来」

が 13 名（43.4%）、「外来」が 10 名（33.3%）、「病棟」が 6 名(10.0%)、「心リハ外来」が 1

名（3.3%）であった（表 38）。看護師以外の専門職が実施する場合の実施者を自由記述に

より質問した結果、12 名より複数回答が得られた。内訳は、「医師」が 7 名（35.0%）、「栄

養士」が 8 名（40.0%）、「理学療法士」が 4 名（20.0%）、「薬剤師」が 1 名（5.0%）であ

った（表 32）。 

 主な指導内容は、34 名（未実施者を除く回答者全体における有効回答率 82.9%）より回

答が得られた。自由記述の内容は、実施している介入の内容と指導項目に分類された。そ

れぞれの項目についてカテゴリーを抽出した結果、実施している介入の内容については、

「知識の提供・強化（29 件）」「セルフケア実施状況の確認（8 件）」「記録の振り返り（7

件）」「理解度の確認（5 件）」「行動調整に対する支援（3 件）」「症状のアセスメント（2 件）」

「目標設定と評価（2 件）」「介護者教育（1 件）」が抽出された（表 41、資料 17 参照）。指

導項目については、「体重（14 件）」「水分（13 件）」「心不全症状（11 件）」「食事（10 件）」

「服薬（10 件）」「塩分（9 件）」「活動（7 件）」「心不全（6 件）」「セルフモニタリング（6

件）」「血圧（6 件）」「生活指導（6 件）」「症状増悪時の対応（6 件）」「受診のタイミング（5

件）」「セルフケア（3 件）」「感染予防（3 件）」「心理社会的側面（3 件）」「休息（2 件）」

「浮腫（2 件）」「呼吸困難（2 件）」「合併症（1 件）」「禁煙（1 件）」「飲酒制限（1 件）」「睡

眠（1 件）」が抽出された（表 34）（資料 17）。 
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患者指導の効果は、40 名（未実施者を除く回答者全体における有効回答率 94.9%）より

回答が得られた。回答の内訳は、「得られる」と回答した者が 7 名（17.5%）、「時々得られ

る」と回答した者が 20 名（50.0%）、「どちらともいえない」と回答した者が 9 名（22.5%）、

「それほど得られない」と回答した者が 2 名（7.5%）、「得られない」と回答した者が 1 名

（2.5%）であった（表 32）。 

慢性心不全患者に対して指導を行う上での課題は、39 名（回答者全体における有効回答

率 63.9%）より回答が得られた。自由記述の内容をカテゴリー化した結果、「時間・場所の

確保（13 件）」「患者指導体制の構築（8 件）」「指導が困難な患者への介入（8 件）」「スタ

ッフ教育（8 件）」「他職種・他部署との連携（7 件）」「人員確保（5 件）」「家族への指導（5

件）」「指導効果の確認・評価（4 件）」「アセスメント能力の向上（3 件）」「診療報酬上の評

価獲得（2 件）」「スタッフからの理解・協力の獲得（2 件）」「要指導患者の抽出（2 件）」

「個別性を重視した指導（2 件）」「継続的な介入の実施（2 件）」「施設入所者への指導（1

件）」「教材の確保（1 件）」「早期介入（1 件）」「アセスメントシートの開発（1 件）」「心理

的サポート（1 件）」「社会資源の紹介・調整（1 件）」が抽出された（表 35）（資料 17）。 

 

4）プログラムの有用性の検討 

 調査結果に基づき、事前に設定した評価基準に従ってプログラムの有用性を評価した結

果を表 36～38 に示した。 

① プログラム原案を構成する介入方法 

介入形式は、「適切である」「やや適切である」と回答した者は 76.5％であり、有用性の

評価は「十分ではない」であった。しかし、実際に患者指導を実施していると回答した者

41 名中 38 名（95%）が個別・対面の介入形式をとっており、本プログラムの介入形式は

現実的であり、適切であると判断し、介入形式は原則として原案通りとした。ただし、原

案には定期外来受診の間隔が 1 か月以上になる患者への対応について記載されていなかっ

たため、外来受診の間隔が 1 か月以上になる患者に対する介入形式を追加修正した。外来

受診の間隔が 1 か月以上になる患者に対しては、個別に電話によるフォローアップを行う

ことを追加立案した。（表 36） 

介入の実施場所は、「適切である」「やや適切である」と回答した者は 73.4％であり、有

用性の評価は「十分ではない」であった。しかし、「適切ではない」の回答率がわずか 3.6%

であったことと、適切な場所に対する回答の全てが「面談可能な個室」であったことから、
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外来において面談可能な個室を用意することができれば、修正は不要であると判断した。

ただし、入院中の初期教育の実施が追加になっているため、入院中の介入に関しては病棟

の面談可能な個室で行うこととし、原案を修正した。（表 36） 

介入実施者は、「適切である」「やや適切である」と回答した者は 52.5％であり、有用性

の評価は「十分ではない」であった。自由記述の内容からは、外来看護師が外来業務を抱

えた状態で教育的介入を実施することは非常に困難であることも明らかとなった。適任者

の自由記述には、専従者の配置を求める意見、病棟看護師との連携を求める意見が多くあ

った。したがって、得られた意見に従い、入院中の初期教育の実施者は病棟看護師に、外

来での初期教育とフォローアップの実施者は介入専従の看護師に原案の内容を修正した。

（表 36） 

介入期間は、「適切である」「やや適切である」と回答した者は 52.6％であり、有用性の

評価は「十分ではない」であった。しかし、適切であると思う介入期間については 6 か月

間が最も多いものの、12 か月以上を支持する意見も次いで多く、意見が分かれていた。本

プログラムが目指すセルフケアの習得は、行動変容を必要とするため、長期的な介入は必

須であると判断した。ゆえに、介入期間については原案通り 12 か月間の実施として、修正

は行わなかった。（表 36） 

介入の所要時間は、「適切である」「やや適切である」と回答した者は 72.1％であり、有

用性の評価は「十分ではない」であった。適切であると思う所要時間への回答は、「初期教

育の時間を減らす」が最も多かった。適切な時間への自由記述では 20～30 分という意見

が最も多く、所要時間を減らす内容で修正を行った。1 回あたりの所要時間は自由記述の

意見に従い 30 分程度とした。（表 36） 

介入回数は、「適切である」「やや適切である」と回答した者は 44.3％であり、有用性の

評価は「十分ではない」であった。適切であると思う回数への回答や自由記述の内容には、

プログラム原案の初期教育の回数が 1 回では不足であるという意見、フォローアップの回

数は 13 回では多いという意見が多かった。適切であると思う初期教育の回数は 2～3 回が

多かった。フォローアップの回数は、プログラムの進行とともに間隔を空ける、定期外来

受診時に合わせて実施することにして回数の設定しない方が良い等の意見が多かった。し

たがって、得られた意見に従い、初期教育の回数は 3 回に増やし、1 回目、2 回目は入院

中の実施、3 回目は退院後の実施に修正した。フォローアップの回数は、6 か月までは原案

通り 6 回（個別・対面あるいは電話いずれかの方法で実施）、6 か月を過ぎてからは、セル
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フケアの実施状況が良好な場合で定期外来受診の間隔が 1 か月以上になる場合には、受診

の間隔に合わせた実施に修正し、回数の設定は行わなかった。（表 36） 

 

② 教育的介入において提供する知識 

提供する知識に関しては、すべての項目が 85％を超える高い評価であった（表 37参照）。

ゆえに、提供する知識の内容は、原案通りとして修正は行わなかった。  

 

③ 教育的介入における指導方法 

 知識の提供・強化は、「実行可能である」「やや実行可能である」と回答した者が 80.3％、

であり、有用性の評価は「十分」であった。ただし、実施困難な理由の自由記述が 9 件寄

せられており、修正の必要性について検討する必要があると判断した。「どちらともいえな

い」～「適切ではない」と回答した理由の自由記述からは、「マンパワー不足」「時間的制

約」というカテゴリーが抽出された。他の項目に対する回答も含めて検討したところ、知

識の提供・強化の中は、初期教育における知識の提供の実行可能性を懸念する意見が多く

記述されていた。したがって、知識の提供・強化という指導方法は修正せず、初期教育に

おいて知識の提供・強化を行いやすいよう、初期教育の回数を増やす、1 回あたりの所要

時間を減らす、介入専任の看護師による教育の実施、という内容ににプログラム原案を修

正した。 

目標設定・行動計画は、「実行可能である」「やや実行可能である」と回答した者が 60.0％、

であり、有用性の評価は「十分ではない」であった。「どちらともいえない」～「適切では

ない」と回答した理由の自由記述欄からは、「記録することの難しさ」「高齢者の能力的限

界」というカテゴリーが抽出された。原案では、セルフケア実施計画書を使用し、本人に

よる目標設定と行動計画の立案、セルフケア実施計画書への記録を予定していたが、対象

が高齢者の場合、実行が難しいことが明らかとなった。したがって、目標設定・行動計画

という指導方法は変更せず、高齢者であっても実行可能となるよう、実施計画書の様式と

記録の方法を修正した。（表 38） 

 症状・行動のモニタリングは、「実行可能である」「やや実行可能である」と回答した者

が 78.3％、であり、有用性の評価は「十分ではない」であった。「どちらともいえない」～

「適切ではない」と回答した理由の自由記述欄からは、「条件付きの実行可能性」「高齢者

の能力的限界」というカテゴリーが抽出され、記録ができるならば可能、高齢者には困難
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等の意見が多く記述されていた。しかし、本項目は、患者がセルフモニタリングやセルフ

ケア実行計画の記録を毎日記入できていない場合であっても、看護師が患者と一緒に前回

のフォローアップ後の症状や自宅での行動を振り替えることで達成が可能な内容である。

したがって、原案の修正は行わなかった。（表 38） 

 行動調整に対する支援は、「実行可能である」「やや実行可能である」と回答した者が

83.1％、であり、有用性の評価は「十分」であった。ゆえに、原案の修正は行わなかった。  

 

5）プログラムの洗練 

 プログラム原案の有用性を評価した結果に従い、原案を以下の通りに修正し、洗練した。

なお、修正したプログラムの概要は、表 39 に示した。  

(1) 介入形式 

個別・対面による初期教育。個別・対面または電話による継続的なフォローアップ。  

(2) 介入実施場所 

 初期教育は、入院中と退院後初回外来受診時に実施する。対面によるフォローアップは

外来受診時に実施する。入院中の実施場所は、入院中の病棟の面接可能な個室である。外

来における実施場所は、外来にある面接可能な個室である。  

(3) 介入実施者 

 入院中の初期教育は、病棟の看護師であり、落ち着いて面談する時間が確保できる者が

実施する。外来または電話によるフォローアップは、プログラムの実施に当たり、介入を

専従で行う看護師が実施する。  

(4) 介入期間 

 介入は入院中からの開始し、退院後 12 か月間継続して実施する。 

(5) 介入回数 

 初期教育は、入院中に 2 回、退院後初回外来時に 1 回の合計 3 回実施する。フォローア

ップは、退院後 6 か月間は原則月 1 回、合計 6 回実施する。ただし、対面によるフォロー

アップは、定期外来受診時の実施を原則とするため、外来受診の間隔が 1 か月以上空いて

しまう場合には、対面でのフォローアップに代わり中間の時期に電話によるフォローアッ

プを実施する。退院後 6 か月を過ぎてからも、定期外来受診時の対面によるフォローアッ

プの実施を基本とするが、セルフケアの実施状況が良好であり、定期外来受診の間隔が 1

か月以上空いてしまう場合には、電話によるフォローアップは終了し、受診時に合わせた
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フォローアップのみ実施する。したがって、退院後 6 か月を過ぎてからのフォローアップ

に関しては、回数を設定しない。  

(6) 所要時間 

 初期教育は、3 回いずれも 30 分程度を予定している。フォローアップ 1～6 は、対面の

場合は 20 分～30 分、電話の場合は 10 分程度を予定している。フォローアップ 7～は、20

分程度を予定している。 

(7) 教材 

 プログラム原案の修正に伴い、以下の教材についても内容を修正または追加作成した。 

・セルフケア実施計画書の修正（資料 18） 

・学習指導案の修正：単元 1-初期教育①（表 40）、単元 1-初期教育②（表 41）、単元 1-初

期教育③（表 42） 

              単元 2-個別・対面によるフォローアップ（表 43 参照）、単元 2-電話による

フォローアップ（表 44） 

       単元 3（表 45） 

・電話用のアセスメントシートの追加作成（資料 19、20） 

  

６ 考察 

 本調査の回収率は 22.8％であり、サンプルサイズ算出時に見積もりをした回収率に比べ、

低い結果となった。しかし、回収した調査票の選択項目の回答の有効回答率はほぼ 100％

であり、自由記述に関しても概ね 50％以上の高い回答率が得られた。したがって、回答の

内容は標本を代表する意見として信頼性があると推察された。また、回答者の循環器分野

での経験年数の平均は 9 年以上であり、循環器看護に関しては一定以上の経験と知識を持

った看護師が回答をしていた。ゆえに、本調査の標本は内容妥当性を評価する専門家とし

ても妥当な集団であり、評価結果に関しても信頼性があると推察された。  

 プログラム原案を構成する介入方法の適切性については、すべての項目が 80％未満であ

り、十分ではないという評価結果であった。プログラム原案に対する意見には、「理想的だ

と思う」「良い取り組み」「教育の必要性を感じている」といった本原案を支持する肯定的

な意見が最も多く述べられていた半面、「現実的には難しい」「実際導入するとなると難し

い」等の実行可能性を懸念する意見が次いで多く述べられていた。適切性の評価が特に低

い結果となった介入回数、介入実施者、介入期間は、介入を実施する場合に医療機関の人
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員や時間的制約の影響を受ける項目であり、多くの回答者が日々経験している多忙な業務

の中では、プログラム原案通りに患者指導を行うことは困難であると感じていることが推

察された。近年、認定看護師や専門看護師の活躍の場として、看護専門外来の設置が拡大

しつつあるが、看護専門外来の多くは診療報酬で算定が認められた限られた領域である

[132]。外来業務に従事する一般の看護師は、検査説明や治療の介助に従事することで精一

杯であり、患者にゆっくりと向き合い生活状況について話し合う時間を持つことや、日常

生活の送り方に関して説明を行う時間を持つことは困難な実態があることが報告されてい

る[133]。したがって、本調査によって明らかとなった外来の患者指導の実態は、外来業務

に従事する看護師の実態をよく反映した結果であることが示唆された。ゆえに、本調査結

果に基づきプログラム原案を修正することで、プログラムの一般化可能性が高まることが

推察された。 

 プログラム原案は、介入実施者を外来看護師ではない看護師に変更する、初期教育を入

院中から開始する、介入 1 回あたりの所要時間を削減する、セルフケア実施状況の良好な

患者は介入の回数を減らす、個別対面のフォローアップの間隔を空ける代わりに電話によ

るフォローアップを追加するといった内容に修正し、実行可能性の向上を図った。外来に

おける患者指導の実態や患者指導を行う上での課題に対する回答からは、多くの回答者は

慢性心不全患者に対する指導の必要性を感じているにも関わらず十分な指導が実施出来て

いないこと、病院内に患者指導が実施できる体制が整っていない状況を問題に感じている

ことが明らかとなった。現在、100 万人規模とされている我が国の慢性心不全患者数は、

2025 年には 120 万人を超え、急性増悪による再入院が頻発することが予想されている

[134]。入院患者に対応する医療現場のスタッフの疲弊を予防するためにも、心不全の増悪

を予防するための患者指導体制の確立は多くの病院で実現されるべきである。また、慢性

心不全患者に対する介入については、「今は取り組みがないが、今後チーム結成を予定して

いる」「興味があるので今後の報告を期待している」等の積極的な意見が述べられており、

臨床現場で働く看護師にとっては関心の高いテーマであることが示唆された。ゆえに、今

後も本プログラムの開発を進め、構築したプログラムの有効性を検証し、成果についての

情報を発信していくことが、本研究における重要な課題であると考える。 

教育的介入において提供する知識の必要性については、すべての項目が 80％以上という

高い評価を得た。ただし、実際に介入を行う際には、患者の基礎疾患や生活習慣によって

注意すべき症状やリスク因子が異なるため、介入を行う看護師には、必要な情報に優先順
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位をつけ、選択する能力が求められる[135]。本プログラムの内容は、必要な知識を網羅的

に示しているものの、患者の個別性に合わせて情報に優先順位をつける思考過程にまでは

言及していない。プログラムへの意見や指導上の課題における自由記述には、スタッフ教

育に関する意見が多く記述されていた。本プログラムの実施に向けて、介入を実施するス

タッフの事前教育について具体的に検討していくことが今後の課題といえる。  

教育的介入における指導方法の実行可能性の評価は、本研究の独自的な部分であるセル

フエフィカシーと動機づけの強化のために行う「知識の提供・強化」「症状・行動のモニタ

リング」「目標設定・行動計画」「行動調整に対する支援」が実行可能な形でプログラムに

立案されているかどうかを評価するために行った。  

知識の提供・強化に対する評価は 80％を上回っていたものの、困難とする理由の自由記

述数が多かったため、自由記述の内容を考慮し、原案を修正した。症状・行動のモニタリ

ングは、わずかではあったが評価基準に届いていなかったため、原案を見直し修正した。

両項目を実行困難と評価した理由の自由記述には、高齢者や意欲のない患者へ介入するこ

との難しさを懸念する意見が寄せられていた。調査結果より、原案の初期教育の方法では、

高齢者やセルフケアの必要性をあまり感じていない患者には、1 回のセッションで行う学

習量が多く、負担が大きいことが推察された。したがって、修正案では参加する患者の負

担軽減を図るため、初期教育を分割し、家族の参加を基本とした。SCHFM[20]では、セル

フケアには独立して行う自律的なセルフケアと他者に相談し行う相談的セルフケアの両方

が含まれていることを明らかにしている。したがって、慢性心不全患者が高齢のため学習

することや継続して記録することが困難な場合であっても、家族等に相談し協力を得るこ

とが出来れば、プログラムに参加することは十分に可能であることが推察された。人が病

気になった時に対処する行動を病気対処行動というが、日本人の病気対処行動の特徴とし

て、自助行動よりも救助行動を求める傾向があることが知られている[136]。自助行動は自

律的なセルフケアに、救助行動は相談的なセルフケアに対応していると解釈ができる。し

かしながら、一般的にセルフケアという言葉からは、自律的セルフケアを想起してしまう

印象が強いため、実行可能性に対する評価が十分には至らなかった可能性があることが推

察された。プログラムに参加者する慢性心不全患者とその家族に対しては、自律的セルフ

ケアだけではなく、相談的セルフケアにも高い価値があることを周知し、自信や意欲の強

化につなげていく必要があると考える。 

目標設定・行動計画の実行可能性は 60%であり、指導方法に対する評価の中では、最も
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低い結果であった。実行困難と評価した理由の自由記述には、参加する患者の能力的な限

界や毎日継続して記録することの難しさが述べられていた。目標設定・行動計画の立案に

は、本研究において独自に作成したセルフケア実施計画書の活用を予定していたため、調

査結果にはセルフケア実施計画書に対する実行可能性の評価も含まれていることが推察さ

れた。そこで、セルフケア実施計画書の見直しを行い、初めは複数の行動に優先順位を付

ける方法をとっていた計画書の様式を、出来そうな行動を 1 つだけ決定し評価する、とい

う様式に修正した。目標設定・行動計画を達成することは、患者が、自分の行動の効果を

実感し、自信や意欲を獲得することにつながるため、保健行動を継続させるためには効果

的な支援であると考えられている[136]。修正案では、出来そうな行動を 1 つだけ決定し、

自信を獲得していくスモールステップの方法を用いたが、スモールステップを用いた指導

方法は、高齢者を対象とした場合であっても自己効力感の向上に効果があったことが報告

されている[137]。慢性心不全は高齢者に多い病態であるため、セルフケア実施計画書の様

式の修正による実行可能性の改善が期待される。  

行動調整に対する支援は実行可能性の評価が高く、原案の修正は行わなかった。在宅療

養を継続している患者は、疾患や障害を抱えて生活しており、在宅ケアに関わる看護師は

そのような患者が自分らしく健康的に生活できるよう支援することを目指している[138]。

行動調整の支援は、在宅ケアの本質につながる内容であり、多くの看護師が独自のケアの

手法として既に実践していた可能性がある。したがって、指導方法としても受け入れやす

く、実行可能性が高く評価されたことが推察された。  

 

７ 結論 

本研究は、システマティックレビューの結果と社会的学習理論に基づいて作成した慢性

心不全患者のセルフケア向上を目的とした教育的介入プログラム原案の有用性を検討し、

検討結果に従いプログラム原案の内容を見直しすることを目的として実施した。 

プログラム原案の主な見直し内容は以下の通りである。  

①初期教育は入院中から開始し入院中は病棟看護師が担当する。 

②退院後は外来で実施し介入専従の看護師が担当する。 

③外来でのフォローアップの欠席者へは電話によるフォローアップを行う。 

④介入期間は 12 か月間であるが回数は患者のセルフケアの状況により徐々に減らすもの

にする。 
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第 5 章 総括 

 

1 本研究の意義 

本研究は、慢性心不全患者のセルフケアに対するセルフエフィカシーを強化することに

よりセルフケアが向上することを目的として教育的介入プログラムを構築した。プログラ

ム原案に立案したセルフエフィカシーを強化する方法はシステマティックレビューより導

いたが、その内容は社会的学習理論において行動変容を支援する方法に適用が可能であり、

理論的に妥当な内容であることが推察された。また、本研究において実施したシステマテ

ィックレビューでは対象文献を心不全患者のセルフケア能力を向上させるための教育的介

入に特化して有効性が期待される介入方法を抽出した。したがって、既存のセルフマネジ

メントプログラムにおいて推奨されていた介入方法に比べて、対象者や介入を実施する状

況に適した知見が導かれている可能性が高いことが推察された。作成したプログラム原案

は、循環器外来に勤務する看護師の意見を用いて有用性の検討を行い、その結果に基づい

て修正を行った。修正後のプログラム案は、患者がセルフケアを適切に実行する上で重要

とされるセルフエフィカシーを強化することで、より一層患者の行動変容を促進する教育

プログラムなっているという点において、臨床実践における実行可能性が高い内容へと洗

練されたものと考える。 

 

２ 研究の限界と課題 

1）プログラムの効果検証について  

 本研究は、慢性心不全患者のセルフケアの向上を目的とした教育的介入プログラムを開

発し、効果検証を実施することを目的として研究計画を立案していた。しかし、限られた

研究期間ではプログラムを実施し、効果を検証する段階まで到達することができなかった。

この点が本研究の第一の限界といえる。今後は、本研究において構築したプログラムを実

施し、介入効果を検証して知見を蓄積すること、介入結果に基づきプログラム内容をさら

に洗練していくことが課題である。 

 また、プログラムの実行可能性および有用性を検証するために実施した質問紙調査の結

果、多くの臨床看護師は慢性心不全患者に対する増悪予防に向けた介入の必要性を感じて

おり、患者指導体制の標準化を求めていることが明らかとなった。しかし現実的には、時

間的制約や人員不足、所属する組織に患者指導の取り組みがないこと等が理由で、介入の
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実施が困難な状況であることも明らかとなった。本研究が開発に取り組んでいる慢性心不

全患者への教育的介入プログラムは、臨床現場において活用されることを最終的な目的と

している。したがって、患者指導体制の標準化を求める医療スタッフに対して、本プログ

ラムの開発過程と介入効果を検証した際にはその成果について情報を発信し、本研究の成

果を慢性心不全患者のケアの質向上および臨床予後改善のために活用することが課題であ

る。 

 

2）システマティックレビューについて  

 システマティックレビューでは、対象研究の質が必ずしも高いとはいえず、介入方法に

関する知見の信頼性を十分に確保出来なかった点が第二の限界である。本レビューの文献

検索過程においては「対象者」「介入目的」「介入方法」を軸として検索式を作成し、研究

デザインを RCT に限定するという方法をとった。しかし、検索式において「アウトカム指

標」を含めなかったことや、研究の選定基準において研究デザインを RCT に限定してし

まったことが影響し抽出される文献が少数になってしまった可能性が示唆された。さらに、

検索式の組み合わせに関しては、「介入方法」に関する単語として self-efficacy OR 

confidence と motivat* OR educat*を AND でつなげているが、この点も限界といえる。

motivat*は、介入方法の特徴として self-efficacy 、confidence と一緒の項目に含め、OR

を用い検索する方法を選択する方が適切であったといえる。今後プログラム開発を継続す

るに当たり、システマティックレビューの継続は不可欠な作業といえる。したがって、今

後実施するレビューにおいては、研究選定の過程に関して推敲を重ね、抽出文献数を増や

すことが課題である。  

 

3）プログラム原案について  

プログラム原案はシステマティックレビューに基づいて作成している。システマティッ

クレビューに関しては、上記の通り対象研究の質確保や研究選定の過程において限界が認

められた。ゆえに、そのようなレビューに基づいて作成したプログラム原案の内容の妥当

性は十分とは言えず、この点が第三の限界である。本研究では、これらの限界へ対応する

ため、作成したプログラム原案の有用性を検討し、臨床への適用が可能な内容へと見直し

を行った。今後は、実際にプログラム案を実践し、臨床への適用が可能であるか評価修正

する作業を繰り返し、プログラム案を洗練していくことが課題である。また、プログラム
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開発を継続していく上で最新文献の定期的なレビューは不可欠である。ゆえに、今後のレ

ビューにおいては、文献検索の方法を洗練し対象文献数を増やすこと、研究の質が確保さ

れた文献を選定しレビューの質を向上させることが課題といえる。 

 

３ 結論  

本研究は慢性心不全患者のセルフケア能力の向上を目指す目的で、患者がセルフケアを

適切に実行する上で重要とされるセルフエフィカシーに注目し、患者の認知的側面への働

きかけを通して行動変容を促進する教育的介入プログラムの原案を作成した。本研究によ

って構築した教育的介入プログラムには以下の特徴がある。  

①慢性心不全患者のセルフケア能力の向上は、患者の QOL の向上や臨床予後の改善をも

たらす。したがって、セルフケア能力の向上にとって有効性が期待される介入方法を構

築することは、慢性心不全の疾患管理にとって重要である。  

②プログラム原案は、心不全患者に対して実施したセルフケアへの介入研究を対象とした

システマティックレビューに基づき構築した。したがって、本研究が構築したプログラ

ム原案の内容は、既存のセルフマネジメントプログラムに比べ、対象の特性やセルフケ

アを実施する状況に適合している可能性が高い。  

③本研究が構築したプログラム原案は、日本の臨床において適用する場合の有用性を検討

し、検討結果に基づき内容を見直している。したがって、修正後のプログラム案は臨床

実践において実行可能性の高い内容へと洗練された可能性が高い。  

④本研究によって構築されたプログラムは、一般化を目指しており、開発の過程を明確に

示しているため再現性が高い。ゆえに、慢性心不全患者に対するケアの質向上に貢献す

るものになるといえる。 
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図 1 開発当初の Self-Care of Heart Failure Model の概念図 

図 2  The Situation-Specific Theory of Heart Failure Self-Care におけるセルフケアの

プロセスを示した概念図 
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図 1 開発当初の Self-Care of Heart Failure Model の概念図 

Riegel B.& Dickson V.V., 2008, A Situation-Specific Theory of Heart Failure Self-

care. Copyright 2008 by Wolters Kluwer Health/ Lippincott Williams & Wilkins.よ

り FIGURE1 を引用 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2  The Situation-Specific Theory of Heart Failure Self-Care におけるセルフケアの

プロセスを示した概念図 

Riegel B., Dickson V.V., & Faulkner M.K., 2015, The Situation-Specific Theory of Heart 

Failure Self-Care. Copyright 2015 by Wolters Kluwer Health, Inc. All right reserved.

より、Figure 1.を引用 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

図 3 The Situation-Specific Theory of Heart Failure Self-Care におけるセルフケア

と影響要因との関連を示した概念図  

Riegel B., Dickson V.V., & Faulkner M.K., 2015, The Situation-Specific Theory of 

Heart Failure Self-Care. Copyright 2015 by Wolters Kluwer Health, Inc. All right 

reserved.より、Figure 2.を引用 
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図 4 本研究の概念枠組み 

Riegel B., Dickson V.V., & Faulkner M.K., 2015, The Situation-Specific Theory of Heart Failure Self-Care. Copyright 2015 by Wolters 

Kluwer Health, Inc. All right reserved.、Figure 2.を一部改変。Self-efficacy は Situation のなかの Person に包含されている。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5 行動変容を意図した身体活動・運動プログラムにおけるプログラム開発から実践，評価に

至る流れ 

竹中晃司, 運動と健康の心理学, p.69. Copyright 2012 by 教文堂・渡辺製本.より“図 6.1 プログラム

開発から実践，評価に至る流れ（竹中，2007 より引用）”を引用 
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図6　文献研究に含める研究選定の流れ

8 studies included in the systematic

review.

20 full text publications assessed

for eligibility.

87publications identified from

database searches.

  CINAHL: n=35

  PubMed: n=22

  Cochrane: n=30

61 publications were screened for

eligibility by title and abstract.

26 duplicated publications were excluded.

41publications were excluded.

  Reasons for exclusion

  Not HF patients (n=5)

  Not RCT (n=18)

    : cohort n=1                    : development of tool  n=1

    : cross sectional  n=5      :  pretest posttest n=2

    : review  n=5                  : qualitative design  n=4

    : exploratory design n=1

  Focusing on medication or exercise (n=3)

  Multiple reports from same study (n=7)

  Pilot study (n=4)

  Other erason (n=4)

 

12 publications were excluded.

    Reasons for exclusion

    Not focusing on enhancing self-efficacy (n=7)

    RCT with 3-group (n=1)

    Not RCT (n=1)

       : pretest posttest  n=1

    Pilot study (n=2)

    Insufficient data (n=1)
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表 28 教育的介入で提供する知識に対する評価 



 

 

表 29 教育的介入における指導方法に対する評価 

表 30 教育的介入の指導方法が「どちらともいえない」～「実行困難」と回答した理由（自由

記述）より抽出したカテゴリー 

表 31 本プログラムに対する意見（自由記述）より抽出したカテゴリー 

表 32 外来における慢性心不全患者に対する患者指導の実態 

表 33 外来における慢性心不全患者に対する患者指導の実態の自由記述より抽出したカテゴリー 

表 34 外来で実施している主な指導内容（自由記述）より抽出したカテゴリー 
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表 37 教育的介入プログラム（原案）の有用性の検討結果 ②教育的介入において提供する知識
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表 38 教育的介入プログラム（原案）の有用性の検討結果 ③教育的介入における指導方法の実

行可能性 

表 39 慢性心不全患者に対するセルフケア向上のための教育的介入プログラム修正版概要 

表 40 学習指導案（単元 1－初期教育①） 

表 41 学習指導案（単元 1－初期教育②） 

表 42 学習指導案（単元 1－初期教育③） 

表 43 学習指導案（単元 2－個別・対面によるフォローアップ） 

表 44 学習指導案（単元 2－電話によるフォローアップ） 

表 45 学習指導案（単元 3） 



 

 

4 Barnarson 2012 Exclude Not RCT Integrative review HF patients English Journal article

8 Boyne 2014 Include RCT HF patients Unclear Self-care English Journal article

13 de la Port 2007 Include RCT HF patients Unclear Self-care English Journal article

16 DeWalt 2012 Include RCT HF patients Unclear Self-management English Journal article

17 Dickson 2014 Exclude Pilot study Pilot study HF patients Unclear Self-care English Journal article

Enhancing self-

efficacy

(Yes or No or

Unclear)

Interest of

intervention

Language Type of  records

1 Albert 2002 Exclude Not RCT Cross sectional

study

HF patients

ID First author,

year

Judgement

(Include or

Exclude)

Reason for exclusion Study design Participants

English Journal article

Journal article

3 Barnarson 2010 Exclude Intervention focused on medication RCT HF patients Medication English Journal article

2 Baghianimogha

dam 2013

Exclude Not RCT Cohort study HF patients English

Journal article

6 Boyne 2012 Exclude Not Journal article

Multiple reports from same study

(Same study as Boyne 2014)

Pilot test HF patients Yes Self-care English Abstract of

conference

5 Boyde 2013 Exclude Not RCT Pretest-posttest

study

HF patients English

Abstract of

conference

9 Brennan 2010 Exclude Not HF patients RCT chronic cardiac

disease

patients

Unclear Self-

management

English Journal article

7 Boyne 2013 Exclude Not Journal article

Multiple reports from same study

(Same study as Boyne 2014)

RCT HF patients Unclear Self-care English

Abstract of

conference

English Journal article

11 Butts 2014 Exclude Not Journal article

Multiple reports from same study

(Same study as Dunbar 2014)

RCT HF patients

10 Britz 2010 Exclude Not RCT Cross sectional

study

HF patients

Unclear Self-care English

Unclear Self-

management

English Journal article12 Cockayne 2014 Include RCT HF patients

Unclear self-management

depression

English Journal article

15 DeWalt 2009 Exclude Not Journal article

Multiple reports from same study

(Same study as DeWalt 2012)

RCT HF patients

14 Delaney 2010 Exclude Pilot study of RCT Pilot study HF patients

Unclear Self-

management

English Abstract of

conference

表 1 データベースより抽出された 61 文献を対象としたタイトルとアブストラクトからの適格基準の評価結果（その 1） 

次頁へ続く 



 

 

19 Dunbar 2008 Exclude Not RCT Review English Journal article

20 Dunbar 2014 Include RCT HF patients Unclear Self-care English Journal article

21 Duncan 2014 Exclude Focusing on exercise RCT HF patients Exercise English Journal article

22 Falk 2013 Exclude Not RCT Integrative review HF patients English Journal article

25 Huang 2014 Exclude Not RCT with 2groups RCT with 3 groups HF patients Unclear Self-Care English Journal article

28 Jurgens 2013 Include RCT HF patients Unclear Self-care English Journal article

30 Kline 2007 Include RCT HF patients Included Self-management English Journal article

31 Koelling 2005 Include RCT HF patients Unclear Self-care English Journal article

34 Lainscak 2012 Exclude Not HF patients RCT COPD patients English Journal article

35 Lockhart 2014 Exclude Not RCT Qualitative study HF patients English Journal article

39 Mangla2014 Exclude Multiple reports from same study Secondary analysis HF patients English Journal article

40 Mejía 2014 Exclude Multiple reports from same study Secondary analysis HF patients Unclear Costs English Journal article

English Journal article41 Meyerson &

Kline 2009

Exclude Not RCT Qualitative study HF patients

Journal article

37 Macabasco-

O'Connell 2011b

Exclude Not Journal article

Multiple reports from same study

(Same study as DeWalt 2012)

RCT HF patients

English Journal article

Included Self-care English Abstract of

conference

38 Maeda 2013 Exclude Not RCT Cross sectional

study

HF patients

36 Macabasco-

O'Connell 2011a

Exclude Not RCT Cross sectional stusy

(Analysis of baseline

data of RCT)

HF patients English

Journal article

33 LaFramboise

2009

Exclude Not RCT Qualitative study HF patients Unclear Heart failure

management

English Journal article

32 LaFramboise

2003

Exclude Pilot study Pilot study HF patients Unclear Heart failure

management

English

Journal article

29 Kauric-Klein

2012

Exclude Not HF patients RCT hemodialysis

patients

Self-care English Journal article

27 Jing-Yu Tan,

2012

Exclude Not HF patients Systematic review COPD patients English

Abstract of

conference

26 Jacob 2008 Exclude Not RCT Systematic review Patients with

HF and stroke

English Journal article

24 Holmes 2011 Exclude Not Journal article RCT HF patients Unclear Self-management English

Journal article

23 Gary 2006 Exclude Not RCT Pretest-posttest

study

HF patients Unclear Exercise English Journal article

18 Dougherty 2011 Exclude Not only HF patients RCT Cardiac

disease

patients

Yes Self-management English

表 1 データベースより抽出された 61 文献を対象としたタイトルとアブストラクトからの適格基準の評価結果（その 2） 

次頁へ続く 



 

 

42 Oliva 2010 Exclude Not RCT Exploratory study HF patients English Journal article

43 Paradis 2010 Include RCT HF patients Included Self-care English Journal article

44 Powell 2010 Include RCT HF patients Unclear Self-management English Journal article

45 Pressler 2013 Exclude Pilot study Pilot study HF patients Unclear Self-Care English Journal article

47 Riegel 2004 Include RCT HF patients Unclear Self-care English Journal article

50 Ross 2004 Include RCT HF patients Unclear Self-management English Journal article

51 Sadik 2005 Exclude Focusing on medication RCT HF patients Medication English Journal article

53 Sebern 2012 Include Unclear HF patients Unclear Self-care English Journal article

54 Shao 2013 Include RCT HF patients Included Self-management English Journal article

55 Smeulders 2010 Include RCT HF patients Unclear Self-management English Journal article

56 Smith 2014 Include RCT HF patients Unclear Self-management English Journal article

60 Yehle 2010 Exclude Not RCT Systematic review HF patients English Journal article

46 Reilly 2009 Exclude Not RCT Development of HF

knowledge test

English Journal article

Not RCT Cross sectional

study

HF patients English Journal article

49 RodrÃguez-GÃ

izquez 2012

Include RCT HF patients

Unclear Self-care English Abstract of

conference

Unclear Self-care English Journal article

52 Schou 2013 Exclude Not Journal article RCT HF patients

48 Riegel 2009 Exclude

Unclear Disease

management

English Journal article

58 Wright 2003 Include RCT HF patients

57 Tsuchihashi-

Makaya 2013

Include RCT HF patients

Unclear Self-management English Journal article

Abstract of

conference

Illness

perception

and lifestyle

English Journal article

61 Yingying 2014 Exclude Not Journal article RCT HF patients

59 Yan 2014 Exclude Not HF patients RCT myocardial

infarction

patients

Unclear Self-management English

表 1 データベースより抽出された 61 文献を対象としたタイトルとアブストラクトからの適格基準の評価結果（その 3） 



 

 

ID First author, year Judgement Reason for exclusion Study design Participants Enhancing self-efficacy

(reasons for judgement)

Interest of

intervention

No

(In order to achieve cost reduction, the intervention was

targeted at dischrge education.)

Self-care9 Koelling 2005 Exclude Not focusing on enhancing

self-efficacy

RCT with 2-group HF patients

No

(Although the intervention based on the theory of HF self-

care, there was no description regarding enhancing self-

efficacy. Instead, the intervention focused on acquiring

ability to recognize and respond to change in HF symptoms

through decreasing uncertainty about interpretations of

symptoms experienced.)

Self-care

8 Kline 2007 Exclude RCT with

3-group

RCT with 3-group HF patients Yes

(The intervention applied 2 nursing approaches to patients'

understanding and self-efficacy in managing heart failure.)

Self-management

7 Jurgens 2013 Exclude Not focusing on enhancing

self-efficacy

RCT with 2-group HF patients

Yes

("The intervention aimed to help patients and caregivers to

acquire the knowledge, skills, and motivation to comply with

treatment plan including self-care and behavior

change".Cited from study protocol.)

Self-care

3 Cockayne 2014 Include RCT with 2-group HF patients

Yes

(The intervention emphasised on improving knoeledge and

self-efficacy for self-care behavior because they were

antecedents of self-care.)

Self-care6 Dunbar 2014 Exclude Pilot study Pilot study HF patients

5 DeWalt 2012 Include RCT with 2-group HF patients

concomitant

DM type 2

Yes

("The intervention aimed to ensure mastery of content and to

build self-efficacy to conduct self-management activities.")

Self-management

Yes

("The researchers made a hypothesis that intervention will

lead to increased self-efficacy for self-care and better

adherence.")

Self-care1 Boyne 2014 Include RCT with 2-group HF patients

Yes

(The intervention of this study aimed to enpower patients to

manage their own condition, leading behavior change.)

Self-management

4 de la Port 2007 Include RCT with 2-group HF patients

表 2 フルテキストを吟味して適格基準を評価した結果 （その 1） 

次頁へ続く 



 

 

No Self-management20 Wright 2003 Exclude Not focusing on enhancing

self-efficacy

RCT HF patients

Included

The programme incorporated four strategies to enhance self-

efficacy expectancies.

Self-management

18 Smith 2014 Exclude Not focusing on enhancing

self-efficacy

RCT HF patients No Self-management

17 Smeulders 2010 Include RCT with 2-group HF patients

Unclear Self-care

16 Shao 2013 Include RCT with 2-group HF patients Yes

Intervention included five sessions to enhance self-

management through promoting self-efficacy.

Self-management

15 Sebern  2012 Exclude Not RCT Pretest-posttest

design

HF patients

No

(Although one of prioritized aspects of intervention was self-

concept as an element of empowerment and  motivation for

self-care, there ware no descriptions regarding enhancing

self-efficacy.)

Self-care

14 Ross 2004 Exclude Not aimed to improve self-

care

RCT with 2-group HF patients No

(The online system didn't focus on approach to enhancing

self-efficacy. )

Self-management

13 RodrÃguez-GÃ

izquez 2012

Exclude Insufficient information RCT with 2-group HF patients

Yes

(The intervention based on evidence from pilot study, which

showed self-management couseling plus heart failure

education improved self-efficacy at self-management. )

Self-management

12 Riegel  2004 Include RCT with 2-group HF patients Yes

(The intervention used peer support approach because peer

supports were expected  to increase patients' self-efficacy for

self-management.)

Self-care

11 Powell 2010 Include RCT with 2-group HF patients

10 Paradis 2010 Exclude Pilot study Pilot study HF patients Yes

(The intervention (motivational interviewing) aimed to

reinforce patient's self-efficacy.)

Self-care

19 Tsuchihashi-

Makaya 2013

Exclude Not focusing on enhancing

self-efficacy

RCT HF patients No Disease

management

表 2 フルテキストを吟味して適格基準を評価した結果 （その 2） 



 

 

First author,

year

(Country)

 Participants

 : n, mean age(SD),

   percentage of

male

NYHA

class

Setting Intervention

(Comparison between groups)

Follow up

duration

 O utcomes

Primary outcome

Disease-specific knowledge,

self-care, self-efficacy, and

adherence.

Cockayne

2014

(U.K)

Intervention

n=95, 70.3(12.6),

72.6%

Usual care

n=165, 70.8(10.9),

72.1%

Ⅱ-Ⅳ Open access HF

diagnostic clinics

and primary care.

(7 centers)

Intervention (Duration = 6wks. )

Up to six structured one-to-one education

sessions (initial education plus follow ups)  using

self-management manual.

Usual care

Participants received same manual as intervention

group and were asked to follow the manual on

their own.

12 mos. Primary outcome

Admission for any reason.

Secondary outcome

QOL, self-care behavior,

anxiety, and depression.

Boyne

2014

(The Nether-

land)

Intervention

n=197, 71.0(11.9),

58.4%

Usual care

n=185, 71.9(10.5),

60.0%

 Ⅱ-Ⅳ Outpatient clinic

of one of three

hospital.

Intervention (Duration =12mos.)

Oral and written information plus daily

telemonitoring and 2 planned outpatient visits.

Usual care

 Same information with intervention group, easy

access to HF nurses, and 4 planned outpatient

visits.

12 mos.

Primary outcome

HF related hospitalization

and/or all-cause mortality.

Secondary outcome

LVEF, NYHA class, NT-

proBNP, QOL, self-care

behavior, time to death,

utilization of HF medication,

and cost of care.

DeWalt

2012

(U.S.)

Multisession

n=303, 61.1(13.8),

52.0%

Single session

n=302, 60.3(12.3),

52.0%

Ⅱ-Ⅳ General internal

medicine and

cardiology clinic

at 4 cites.

Multisession (Duation =12 mos.)

A brief in-person education session plus

telephone follow-ups  (a mean of 14.2).

Single session

Same initial training session as multisession.

12 mos. Primary outcome

All-cause hospitalization or

death.

Secondary outcome

HF-related hospitalization,

emergency department visits,

and QOL.

de la Port 2007

(The Nether-

lands)

Intervention

n=118, 70.0(10.0),

66.0%

Usual care

n=122, 71.0(10.0),

79.0%

Ⅲ-Ⅳ 2 regional

teaching

hospitals.

Intervention (Duration =12mos.)

Usual care plus 9 scheduled contacts (one

telephone call and 8 one-to-one educational

sessions )  performed by a HF physician and a

cardiovascular nurse.

Usual care

Routine care according to the guideline at the

outpatient clinic.

12 mos.

Primary outcome

All-cause death or HF

hospitalization.

Secondary outcome

Death or HF hospitalization,

progression of HF, QOL,

adherence, self-efficacy at

self-management,  and

psychosocial function.

Riegel

2004

(U.S.)

Intervention

n=45, 72.6(13.0),

42.2%

Usual care

n=43, 73.3(13.1),

Ⅰ-Ⅳ 2 hospitals in a

large health care

delivery system,

Intervention (Duration = 3 mos.)

Individual peer support by mentor through home

visits and phone calls.

Usual care: In-patient education regarding HF.

3 mos. Primary outcome

HF self-care

Powell

2010

(U.S.)

Intervention

n=451, 63.8(13.7),

53.7%

Control

n=451, 63.4(13.3),

51.7%

ⅡorⅢ A single-center, 4

hospitals.

Intervention (Duration = 12 mos.)

18 2-hour group meetings using 18 Heart Failure

Tip sheets..

Control

18 Heart Failure Tip Sheets were mailed on the

same schedule as intervention group's meetings.

Average:

2.56 yrs.

Primary outcome

Self-efficacy for salt and fluid

control, HF-related self-

management behaviors, HF

symptoms, and health

service use.

Smeulders

2010

(The Nether-

lands)

Intervention

n=186, 66.6(11.0),

75.8%

Usual care

n=131, 66.8(10.1),

67.9%

ⅡorⅢ 6 hospitals. Intervention (Duration = 6 wks.)

6 weekly group sessions led by pairs of cardiac

nurse specialists and peer leaders.

Usual care

Usual medical care at outpatient clinic.

12 mos. Primary outcome:

Psychosocial attributes

(self-efficacy, perceived

control, cognitive symptom

management), Self-care

behavior, and QOL.

Shao

2013

(Taiwan)

Intervention

n=54, 72.2(5.7),

68.5%

Usual care

n=54, 71.9(5.3),

66.7%

Ⅰ-Ⅲ Cardiac clinics at

2 medical centers.

Intervention (Duration =12 wks.)

A common education session plus 5 scheduled

contacts (one home visit and 4 telephone follow

ups).

Usual care

Same education session plus planned three

telephone calls to keep participants' attention on

participation in programme.

12 wks.

表 3 文献研究に含めた研究の特性 



 

 

看護師

介入実施者

※介入群のみ実施
・セルフマネジメントと目標達成状況の評価
　：成功に対する称賛
　：問題がある場合は解決に向けて話し合う

ベースライン
3、6、12か月

de la Port ・教育セッション
（合計8回）
第1、2回：初期教育
第3回以降：症状・セルフ
ケアのチェックとカウンセリ
ング、教育の強化

12か月間 初期教育（第1、3週目）（介入群のみ実施）
・病因、薬剤療法の理由
・服薬方法と遵守の方法
・悪化時の症状とセルフモニタリングの重要性
・症状認知の方法と出現した症状への対処法
・病院に連絡するタイミング
・行動変容の方法
・病いへの対処法（心理）
・食品の塩分量の見分け方
教材
セルフモニタリング用ダイアリー

看護師
医師

※介入群のみ実施
実施のタイミング
5、7週目、3、6、9、12か月目

看護師が実施した内容
・カウンセリング
・チェックアップ（症状、セルフケア）
・教育の強化
・体操の演習
医師が実施した内容
・症状の診察と治療の適切性の評価
（6回目のセッション実施時に診察結果に基づいて患者の治療方
針を修正）

ベースライン
3,12カ月

Cockayne ・教育セッション
（合計6回）
第1回：初期教育
第2回以降：目標達成状況
の確認とフィードバック

6週間 初期教育（対照群へはテキスト配布のみ）
・プログラムとポケットダイアリーの紹介
・リスクファクターと薬物療法に関する話し合い
・疾患に関する誤解の修正
・目標設定（リラクゼーション、ウォーキング）
教材
セルフマネジメントマニュアルのDVD、リラクゼーショ
ンテープ、運動用DVD

フォローアップ内容 アウトカム測定の
タイミング

Boyne ・テレモニタリング
1回の初期教育と毎日のテ
レモニタリング
2回の計画的な診察

12か月間 初期教育（介入群・対照群に実施）
・心不全の症状・徴候
・症状出現時に支援を求める　こと（マネジメント）
・治療への順守の重要性
・運動の重要性
教材
テキスト
テレモニタリング装置

心不全看護師
看護助手

【介入群】
・テレモニタリング（症状・知識・行動のチェック）は毎日実施
・テレモニタリングの結果に応じて自動的に個人に合わせたメッ
セージを提供
・アラートがハイリスクの場合、随時電話で困難の特定と解決に向
けた助言を提供
・外来での面接を年に２回実施
【対照群】
年4回の外来での面接（医師１回、不全看護師3回）

ベースライン
3、6、9、12か月

First author 介入形式 介入期間 教育の内容/教材

表 4 各研究が実施した介入方法の詳細 （その 1） 

次頁へ続く 



 

 

ピアサポーター
（心不全患者）

健康教育者
訓練を受けた者

実施のタイミング
月1回以上の実施を勧めていたが、患者が希望しない場合は実
施しなくても良いことになっていた。
内容（介入群のみ実施）
以下のセルフケアについての助言
・食事・水分管理、服薬、禁煙、アルコール摂取
・食事、服薬計画をライフスタイルに統合する方法
・症状認知と症状管理
・医師とのコミュニケーションの取り方

ベースライン

3か月

Riegel ピアサポート
退院後のピアサポートの提
供

3か月 退院指導（介入群・対照群に実施）
一般的な退院指導を実施
教材
記述なし

実施のタイミング
1-2か月まで：5-8回（毎週1回実施）
・目標達成した場合は月1回の電話に減らす
・目標達成しない場合は、達成するまで毎週の電話を継続
内容（平均10分/回×14.2回の電話）
　・知識と行動の評価
　・追加情報（病院への連絡方法、動機づけ）
●第1、2回は以下の行動を評価した
　・体重測定の実施と記録
　・症状のアセスメント
　・利尿剤の調整法の指導
　・医師に電話するタイミング
●第3回以降は2回目までと同じ行動に薬物療法、減塩、運動を
加えて評価した

ベースライン
1、6、12か月

Powell グループミーティング 12か月間 グループセッションで扱ったテーマ
・セルフマネジメントの知識
　：服薬への順守 ：急激な体重増加
　：減塩食　　　　　：適度な運動
　：ストレスマネジメント
・スキルの訓練
　：セルフモニタリング　：認知の再構成
　：リラクゼーション
・困難の特定の方法
・困難を克服する方法
・Tipを実行する方法
※対照群には、グループミーティングと同じタイミング
でテキスト（Tip）を郵送した。
教材
教育用テキスト（18HF tip シート）

グループリーダー
看護師

内容（18回のタイミングの報告なし）
合計18回のグループミーティングのため、毎回が前回までの教育
セッションのフォローアップとしての役割を果たす

ベースライン
12か月

DeWalt 教育セッション
（初期教育と電話でのサ
ポート）

12か月間 初期教育（介入群・対照群に実施）
・セルフアセスメントの評価
・行動計画の作成
・減塩、運動、薬物療法へのアドヒアランスに対する
教育
教材
テキスト
デジタル体重計

表 4 各研究が実施した介入方法の詳細 （その 2） 

次頁へ続く 



 

 

期間

3か月間

【介入群】
・合計5回実施
　：退院後3日以内：自宅訪問1回
　：1、3、7、11週目：電話
【対照群】
3、7、11週目にリサーチアシスタントが電話をかけ、研究への関心
がなくならないようにした
（教育は実施せず）
内容
●自宅訪問
・行動のアセスメント
・心不全症状とセルフケアについて話し合い
・行動計画の作成
●電話
・セルフマネジメントへの考えや気持ちを質問
・問題の特定、と解決
・セルフモニタリングについての話し合い
：行動変容の強化と称賛
：新しい目標の設定
・テキストを使用してのモデリング強化
・モニタリング行動の強化

ベースライン
1、3か月

Shao 教育セッション
退院時に実施した初期教
育
自宅訪問と電話によるフォ
ローアップ

3か月 退院時の教育（介入群・対照群に実施）
・心不全の一般的知識
：原因
：症状
：コンプライアンス
：服薬
：推奨されている運動と食事
教材
教育用テキスト

看護師

Smeulders グループミーティング 6週間 グループセッションで扱ったテーマ
・急性心不全と慢性心不全の違い
・認知的症状の管理
・情動への対処
・運動
・リラクゼーション
・疲労の管理
・適度な運動
・健康的な食事
・医療機関との連携
・コミュニケーションスキル
・薬剤使用
・治療への意思決定
・抑うつ管理
※対照群には実施せず
教材
教育用テキスト

グループリーダー
看護師

実施のタイミング
週1回ずつ合計6回実施
内容（介入群のみ実施）
6回のセッションで扱ったテーマ

ベースライン
6週、6、12か月

表 4 各研究が実施した介入方法の詳細 （その 3） 



 

 

Random
sequence

generat ion
 (se lect ion

bias)

Al locat ion
concealment

(se lect ion bias)

Bl inding of
part ic ipants and

personne l
(per formance

bias)

Bl inding
outcome

assessment
(detect ion bias)

Incomplete
outcome data
(attr i r ion  bias)

Se lect ive
report ing

(report ing bias)

Other  bias Summary
assessments

with in  a study

Summary
assessments

across studies

Boyne 2014 Low risk Low risk High risk Low risk Low risk High risk Low risk High risk
Cockayne 2014 Low risk Low risk High risk Low risk Low risk Low risk Low risk Unclear
de la Port 2007 Low risk Low risk High risk Low risk Low risk Low risk Low risk Low risk
DeWalt 2012 Low risk Low risk Low risk Low risk Low risk High risk Low risk High risk
Smeulders 2010 Low risk Low risk High risk Low risk Low risk Low risk Low risk Low risk

de la Port 2007 Low risk Low risk High risk Low risk Low risk Low risk Low risk Low risk

Cokayne 2014 Low risk Low risk High risk High risk Low risk Low risk Low risk High risk
de la Port 2007 Low risk Low risk High risk High risk Low risk Low risk Low risk High risk
DeWalt 2012 Low risk Low risk Low risk Low risk Low risk High risk Low risk High risk
Powell 2010 Low risk Low risk Low risk Low risk Low risk Low risk Low risk Low risk
Smeulders 2010 Low risk Low risk High risk High risk Low risk Low risk Low risk High risk

Self-Care
Boyne 2014 Low risk Low risk High risk High risk Low risk High risk Low risk High risk
Cokayne 2014 Low risk Low risk High risk High risk Low risk Low risk Low risk High risk
de la Port 2007 Low risk Low risk High risk High risk Low risk Low risk High risk High risk
Riegel 2004 Low risk Unclear High risk High risk Low risk Low risk Low risk High risk
Shao 2013 Low risk Low risk High risk High risk Unclear Low risk Low risk High risk
Smeulders 2010 Low risk Low risk High risk High risk Low risk Low risk Low risk High risk

Boyne 2014 Low risk Low risk High risk High risk Low risk High risk Low risk High risk
Powell 2010 Low risk Low risk Low risk Low risk Low risk Low risk Low risk Low risk
Shao 2013 Low risk Low risk High risk High risk Unclear Low risk Low risk High risk
Smeulders 2010 Low risk Low risk High risk High risk Low risk Low risk Low risk High risk

QOL High risk

High risk

Self-efficacy High risk

Al l  cause mortal i ty

HF re lated hospital izat ion

Unclear

Low risk

表 5 バイアスのリスク評価結果（全体） 



 

 

Random sequence
generat ion
 (se lect ion bias)

Al locat ion
concealment
(se lect ion bias)

Bl inding of
part ic ipants and
personne l
(per formance bias)

Bl inding outcome
assessment
(detect ion bias)

Incomplete
outcome data
(attr i r ion  bias)

Se lect ive
report ing
(report ing bias)

Other  bias

Boyne 2014 Low ri sk Low ri sk High ri sk Low ri sk Low ri sk High ri sk Low ri sk
Participants were
assigned to a study arm
using a computer-
generated randomization
procedure.

Participants were
assigned to a study arm
using a computer-
generated randomization
procedure.

Before randomisation,
all potential participants
received informed
consent about study.
Because of study
design, blinding of
participants and
provider was difficult.

Clinical outcome (all
cause mortality) was
not influenced by lack
of blinding.

Data analysis was
based on intention to
treat principle. The
number of incomplete
data were balanced.

Although clinical
outcome (HF related
hospitalization or death)
and another patient
reported outcome
(depression and QOL)
were set in the protocol,
neither outcomes were
reported.

The study seems to
have no other bias.

Cockayne 2014 Low ri sk Low ri sk High ri sk Low ri sk Low ri sk Low ri sk Low ri sk
Participants were
assigned using a
computer-generated
randomization
procedure.

Allocations were
concealed from
participants and
researchers because
researchers used
remote telephone
randomisation service
by blinded person.

Before randomisation,
all potential participants
received informed
consent about study.
Because of study
design, blinding of
participants and
provider was difficult.

The information of
clinical outcome (all
cause mortality and
hospitalization, HF
related hospitalization)
were collected by
research nurse from
participants.

Regarding primary
outcome (admission),
missing data have been
imputed using LOCF.

Although study protocol
is not available, all
outcomes that were set
first were reported.

The study seems to
have no other bias.

de la Port 2007 Low ri sk Low ri sk High ri sk Low ri sk Low ri sk Low ri sk Low ri sk
Participants were
assigned using a
computer-generated
randomization
procedure.

Participants were
assigned using a
computer-generated
randomization
procedure.

Before randomisation,
all potential participants
received informed
consent about study.
Because of study
design, blinding of
participants and
provider was difficult.

Blinding of outcome
assessors was
conducted.
Regarding mortality,
there was no influence
from lack of blinding.

Regarding clinical
outcome (All cause
mortality, HF related
hospitalization), all data
were collected.
Statistiical analysis
was conducted based
on intention to treat
principle.

The study protocol is
available and all pre-
specified outcomes
were reported.

The study is likely to
have no other bias.

表 6 全死亡数に対するバイアスのリスク評価 （その 1） 
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DeWalt 2012 Low ri sk Low ri sk Low ri sk Low ri sk Low ri sk High ri sk Low ri sk

Allocation to study
group is done with
concealed, stratified,

block randomization by
the statistical team at
UNC. (study protocol:

DeWalt 2006).

Randomization
assignments are placed
in set of opaque.

Because both groups
received brief education
intervention initially,

blinding of participants
was conducted. Researt
assistants and

investigators remained
masked to study arm
assignment.

All assessors of
outcome status were
masked to study arm

and assignment.
Regarding mortality,
there was no influence

from lack of blinding.

Clinical outcome (all
cause mortality, HF
related hospitalization)

were collected from
medical record.
Incomplete data were

balanced in both arms.

Secondary outcomes
(HF knowledge, self-
efficacy, HF self-

management behavior)
that described in the
study protocol wasn't

reported with no reason.
Furthermore, the scores
of HFQOL were not

reported.

The study seems to
have no other bias.

Smeulders 2010 Low ri sk Low ri sk High ri sk Low ri sk Low ri sk Low ri sk Low ri sk

Investigators used a
computerized allocation

procedure.

Allocation were
performed by a blinded

researcher.

Before randomisation,
all potential participants

received informed
consent about study.
Because of study

design, blinding of
participants and
provider was difficult.

Clinical outcome (all
cause mortality) was

not influenced by lack
of blinding.

Incomplete outcome
data were balanced in

both groups.

The study protocol is
available and all pre-

specified outcomes
were reported.

The study seems likely
to have no other bias.

表 6 全死亡数に対するバイアスのリスク評価 （その 2） 



 

 

Random sequence
generat ion

 (se lect ion bias)

Al locat ion
concealment

(se lect ion bias)

Bl inding of
part ic ipants and

personne l
(per formance bias)

Bl inding outcome
assessment

(detect ion bias)

Incomplete
outcome data
(attr ir ion bias)

Se lect ive
report ing

(report ing bias)

Other  bias

de la Port 2007 Low ri sk Low ri sk High ri sk Low ri sk Low ri sk Low ri sk Low ri sk

Participants were

assigned using a

computer-generated
randomization

procedure.

Participants were

assigned using a

computer-generated
randomization

procedure.

Before randomisation,

all potential participants

received informed
consent about study.

Because of study

design, blinding of

participants and

provider was difficult.

Blinding of outcome

assessors was

conducted.
All cause of

hospitalization and

death were judged by 3

experienced physicians

who were blinded to

allocation status of

patients.

Regarding clinical

outcome (All cause

mortality, HF related
hospitalization), all data

were collected.

The study protocol is

available and all pre-

specified outcomes
were reported.

The study is likely to

have no other bias.

表 7 心不全に関連した入院に対するバイアスのリスク評価 



 

 

Random sequence
generat ion

 (se lect ion bias)

Al locat ion
concealment

(se lect ion bias)

Bl inding of
part ic ipants and

personne l
(per formance bias)

Bl inding outcome
assessment

(detect ion bias)

Incomplete
outcome data
(attr i r ion  bias)

Se lect ive
report ing

(report ing bias)

Other  bias

Cokayne 2014 Low ri sk Low ri sk High ri sk High ri sk Low ri sk Low ri sk Low ri sk
Participants were
assigned using a
computer-generated
randomization
procedure.

Allocations were
concealed from
participants and
researchers because
researchers used
remote telephone
randomisation service
by blinded person.

Before randomisation,
all potential participants
received informed
consent about study.
Because of study
design, blinding of
participants and
provider was difficult.

The data of QOL were
collected by self-
reported questionnaires.
There is a possibility
that the outcome of
QOL was influenced by
lack of blinding.

The outcome data of
QOL were analysed by
multilevel regression
model.

Although study protocol
is not available, all
outcomes that were set
first were reported.

The study seems to
have no other bias.
QOL was analysed by
multilevel regression
model including time×
group interaction and
adjustment for baseline
data.

de la Port 2007 Low ri sk Low ri sk High ri sk High ri sk Low ri sk Low ri sk Low ri sk
Participants were
assigned using a
computer-generated
randomization
procedure.

Participants were
assigned using a
computer-generated
randomization
procedure.

Before randomisation,
all potential participants
received informed
consent about study.
Because of study
design, blinding of
participants and
provider was difficult.

Although outcome
assessors were blinded,
QOL was assessed
based on self-reported
questionnaire.
There is a possibility
that the outcome of
QOL was influenced by
lack of blinding.

Statistiical analysis
was conducted based
on intention to treat
principle.
The information of
imputation for
incomplete data was
not reported.

The study protocol is
available and all pre-
specified outcomes
were reported.

The study is likely to
have no other bias.
QOL was analysed by
Willcoxson rank-sum
test at each time point.
Regarding RAND-36,
total score was used
for the analysis.

DeWalt 2012 Low ri sk Low ri sk Low ri sk Low ri sk Low ri sk High ri sk Low ri sk
Allocation to study
group is done with
concealed, stratified,
block randomization by
the statistical team at
UNC. (study protocol:
DeWalt 2006).

Randomization
assignments are placed
in set of opaque.

Because both groups
received brief education
intervention initially,
blinding of participants
was conducted. Researt
assistants and
investigators remained
masked to study arm
assignment.

All assessors of
outcome status were
masked to study arm
and assignment.

Incomplete data were
balanced in both arms.
HRQOL was analysed
by GEE.

Some secondary
outcomes (HF
knowledge, self-
efficacy, HF self-
management behavior)
that described in the
study protocol wasn't
reported with no reason.
Furthermore, the scores
of HFQOL were not
reported.

The study seems to
have no other bias.
QOL was analysed by
generslized estimating
equation(GEE) including
time×group interaction.

表 8 QOL に対するバイアスのリスク評価 （その 1） 
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Powell 2010 Low ri sk Low ri sk Low ri sk Low ri sk Low ri sk Low ri sk Low ri sk

Participants were
assigned using
automated

randomisation service
by telephone.

Participants were
assigned using central
randomization system

by telephone.

All staff, except for the
senior investigators,
and all patients were

blinded to trial
hypotheses by providing
neutral names for the

treatment groups.

Primary outcome data
obtained from medical
record. Clinical outcome

were assessed in
blinded fasion by a
team of cardiologists.

Incomplete outcome
data were balanced in
both groups over time.

Because QOL was
analysed by repeated
measures mixed effects

regression analysis,
imputation was not
applied.

The study protocol is
available and all pre-
specified outcomes

were reported.

The study seems likely
to have no other bias.

Smeulders 2010 Low ri sk Low ri sk High ri sk High ri sk Low ri sk Low ri sk Low ri sk
Investigators used a

computerized allocation
procedure.

Allocation were

performed by a blinded
researcher.

Before randomisation,

all potential participants
received informed

consent about study.
Because of study
design, blinding of

participants and
provider was difficult.

The data of QOL were

collected using self-
administered

questionnaires and
telephone interview by
blinded interviewer.

There is a possibility of
influence of lack of
blinding.

Incomplete outcome

data were balanced in
both groups.

Patient reported
outcome data (QOL,
self-care, self-efficacy)

were analysed by mixed
design.

The study protocol is

available and all pre-
specified outcomes

were reported.

The study seems likely

to have no other bias.
QOL was analysed by a

mixed model in which
group × time
interaction was

included.

表 8 QOL に対するバイアスのリスク評価 （その 2） 



 

 

Random sequence
generat ion

 (se lect ion bias)

Al locat ion
concealment

(se lect ion bias)

Bl inding of
part ic ipants and

personne l
(per formance bias)

Bl inding outcome
assessment

(detect ion bias)

Incomplete
outcome data
(attr i r ion  bias)

Se lect ive
report ing

(report ing bias)

Other  bias

Boyne 2014 Low ri sk Low ri sk High ri sk High ri sk Low ri sk High ri sk Low ri sk
Participants were
assigned to a study arm
using a computer-
generated randomization
procedure.

Participants were
assigned to a study arm
using a computer-
generated randomization
procedure.

Before randomisation,
all potential participants
received informed
consent about study.
Because of study
design, blinding of
participants and
provider was difficult.

The data of self-care
were collected by
postal questionnaires,
so there is a possibility
that they were
influenced by lack of
blinding.

Data analysis was
based on intention to
treat principle. The
number of incomplete
data were balanced in
both groups. Data
imputation was not
executed because GEE
analysis was conducted.

Although clinical
outcome (HF related
hospitalization or death)
and another patient
reported outcome
(depression and QOL)
were set in the protocol,
neither outcomes were
reported.

The study seems to
have no other bias.
Self-care was analysed
by multilevel regression
model including time×
group interaction and
adjustment for baseline
data.

Cokayne 2014 Low ri sk Low ri sk High ri sk High ri sk Low ri sk Low ri sk Low ri sk
Participants were
assigned using a
computer-generated
randomization
procedure.

Allocations were
concealed from
participants and
researchers because
researchers used
remote telephone
randomisation service
by blinded person.

Before randomisation,
all potential participants
received informed
consent about study.
Because of study
design, blinding of
participants and
provider was difficult.

The data of self-care
were collected by self-
reported questionnaires.
There is a possibility
that the outcome of
self-care was
influenced by lack of
blinding.

The outcome data of
self-care were analysed
by multilevel regression
model.

Although study protocol
is not available, all
outcomes that were set
first were reported.

The study seems to
have no other bias.
Self-care was analysed
by multilevel regression
model including time×
group interaction and
adjustment for baseline
data.

de la Port 2007 Low ri sk Low ri sk High ri sk High ri sk Low ri sk Low ri sk High ri sk
Participants were
assigned using a
computer-generated
randomization
procedure.

Participants were
assigned using a
computer-generated
randomization
procedure.

Before randomisation,
all potential participants
received informed
consent about study.
Because of study
design, blinding of
participants and
provider was difficult.

Although outcome
assessors were blinded,
self-care was assessed
based on self-reported
questionnaire.
There is a possibility
that the outcome of
self-care was
influenced by lack of
blinding.

Statistiical analysis
was conducted based
on intention to treat
principle.
The information of
imputation for
incomplete data was
not reported.

The study protocol is
available and all pre-
specified outcomes
were reported.

The study is likely to
have no other bias.
Self-care was analysed
by student's te-test or
Mann-Whiteny test at
each time point.

表 9 セルフケアに対するバイアスのリスク評価 （その 1） 
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表 9 セルフケアに対するバイアスのリスク評価 （その 2） 

Riegel & Carlson 2004 Low ri sk Unclear High ri sk High ri sk Low ri sk Low ri sk Low ri sk
Participants were
assigned using a
preassigned random
number sequence.

Participants were
assigned using a
preassigned random
number sequence by a
nurse research
associate. Blindi of
nurse research
associate was no
reported.

Before randomisation,
all potential participants
received informed
consent about study.
Because of study
design, blinding of
participants and
provider was difficult.

The data of self-care
was collected by self
reported questionnaire,
so there is a possibility
of influence of lack of
blinding.

Regarding self-care,
completed outcome
measurement were used
for analysis. The
number of missing data
was balanced.

Although study protocol
is not available, all
outcomes that were set
first were reported.

The study seems likely
to have no other bias.
Self-care was analysed
by repeated-measures
ANOVA including
adjustment for baseline
measurement.
(ANCOVA)

Shao 2013 Low ri sk Low ri sk High ri sk High ri sk Unclear Low ri sk Low ri sk
Participants were
assigned using sealed
envelope that set in a
computer generated
random number.

Allocations were
concealed from
participants and
researcher because of
using sequentially
numbered, opaque,
sealed envelopes.

Before randomisation,
all potential participants
received informed
consent about study.
Because of study
design, blinding of
participants and
provider was difficult.

The data of self-care
were collected by
research assistants
who was blinded to the
assignment using the
questionnaires by
telephone.
There is a possibility of
influence of lack of
blinding.

Incomplete outcome
data were balanced in
both groups.
Intention to treat
analysis was used.
The information of
imputation for missing
data was not reported.

Although study protocol
is not available, all
outcomes that were set
first were reported.

The study seems likely
to have no other bias.
Self-care was analysed
by repeated-measures
ANOVA models.
The baseline data
between groups were
not significantly
different according to t-
test.

Smeulders 2010 Low ri sk Low ri sk High ri sk High ri sk Low ri sk Low ri sk Low ri sk
Investigators used a
computerized allocation
procedure.

Allocation were
performed by a blinded
researcher.

Before randomisation,
all potential participants
received informed
consent about study.
Because of study
design, blinding of
participants and
provider was difficult.

The data of self-care
were collected using
self-administered
questionnaires and
telephone interview by
blinded interviewer.
There is a possibility of
influence of lack of
blinding.

Incomplete outcome
data were balanced in
both groups.
Self-care was analysed
by mixed design.

The study protocol is
available and all pre-
specified outcomes
were reported.

The study seems likely
to have no other bias.



 

 

Random sequence
generat ion

 (se lect ion bias)

Al locat ion
concealment

(se lect ion bias)

Bl inding of
part ic ipants and

personne l
(per formance bias)

Bl inding outcome
assessment

(detect ion bias)

Incomplete
outcome data
(attr i r ion  bias)

Se lect ive
report ing

(report ing bias)

Other  bias

Boyne 2014 Low ri sk Low ri sk High ri sk High ri sk Low ri sk High ri sk Low ri sk
Participants were
assigned to a study arm
using a computer-
generated randomization
procedure.

Participants were
assigned to a study arm
using a computer-
generated randomization
procedure.

Before randomisation,
all potential participants
received informed
consent about study.
Because of study
design, blinding of
participants and
provider was difficult.

The data of self-
efficacy were collected
by postal
questionnaires, so there
is a possibility that
they were influenced by
lack of blinding.

Data analysis was
based on intention to
treat principle. The
number of incomplete
data were balanced in
both groups. Data
imputation was not
executed because GEE
analysis was conducted.

Although clinical
outcome (HF related
hospitalization or death)
and another patient
reported outcome
(depression and QOL)
were set in the protocol,
neither outcomes were
reported.
The timing of outcome
measurement were
different with protocol.

The study seems to
have no other bias.
Self-efficacy was
analysed by multilevel
regression model
including time×group
interaction and
adjustment for baseline
data.

Powell 2010 Low ri sk Low ri sk Low ri sk Low ri sk Low ri sk Low ri sk Low ri sk
Participants were
assigned using
automated
randomisation service
by telephone.

Participants were
assigned using central
randomization system
by telephone.

All staff, except for the
senior investigators,
and all patients were
blinded to trial
hypotheses by providing
neutral names for the
treatment groups.

Primary outcome data
obtained from medical
record. Clinical outcome
were assessed in
blinded fasion by a
team of cardiologists.

Incomplete outcome
data were balanced in
both groups over time.
Because self-efficacy
was analysed by
repeated measures
mixed effects
regression analysis,
imputation was not
applied.

The study protocol is
available and all pre-
specified outcomes
were reported.

The study seems likely
to have no other bias.

Shao 2013 Low ri sk Low ri sk High ri sk High ri sk Unclear Low ri sk Low ri sk
Participants were
assigned using sealed
envelope that set in a
computer generated
random number.

Allocations were
concealed from
participants and
researcher because of
using sequentially
numbered, opaque,
sealed envelopes.

Before randomisation,
all potential participants
received informed
consent about study.
Because of study
design, blinding of
participants and
provider was difficult.

The data of self-
efficacy were collected
by research assistants
who was blinded to the
assignment using the
questionnaires by
telephone.
There is a possibility of
influence of lack of
blinding.

Incomplete outcome
data were balanced in
both groups.
Intention to treat
analysis was used.
The information of
imputation for missing
data was not reported.

Although study protocol
is not available, all
outcomes that were set
first were reported.

The study seems likely
to have no other bias.
Self-care was analysed
by repeated-measures
ANOVA models.
The baseline data
between groups were
not significantly
different according to t-
test.

表 10 セルフエフィカシーに対するバイアスのリスク評価 （その 1） 
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Smeulders 2010 Low ri sk Low ri sk High ri sk High ri sk Low ri sk Low ri sk Low ri sk

Investigators used a

computerized allocation
procedure.

Allocation were

performed by a blinded
researcher.

Before randomisation,

all potential participants
received informed

consent about study.

Because of study

design, blinding of
participants and

provider was difficult.

The data of self-

efficacy were collected
using self-administered

questionnaires and

telephone interview by

blinded interviewer.
There is a possibility of

influence of lack of

blinding.

Incomplete outcome

data were balanced in
both groups.

Self-efficacy was

analysed by mixed

design.

The study protocol is

available and all pre-
specified outcomes

were reported.

The study seems likely

to have no other bias.

表 10 セルフエフィカシーに対するバイアスのリスク評価 （その 2） 



 

 

 

First author Assessment index Method of

analysis

Reported outcomes

I=Intervention group, C=Control group

注）リスク比は、報告された死亡数と母数を基に、RevMan5.3を使用し算出した。

DeWalt The number of participants

who have died.

Analysis was not

conducted.

                                                      　    I                 C

   The number of events                 11                16

   Parameter                                   302              303

0.69

(0.32-1.45)

Boyne The number of participants

who have died.

Analysis was not

conducted.

                                                      　    I                 C

   The number of events                 18                12

   Parameter                                   197              185

1.41

(0.70-2.84)

de la Port ・The number of

participants who 　have

died.

・Rerative risk of incidence

rate with 95% CI.

・Risk difference with NNT.

Analysis was not

conducted.

                                                      　    I                 C

   The number of events                 12                23

   Parameter                                   118              122

                                       I               C              RR           RD

                                                                     (95%CI)    (NNT)

    Incidence rate     10.8/100 　20.6/100 　    0.52　       0.098

                                                                     (0.26-1.05)    (10)

0.54

(0.28-1.03)

◆Intervention implementation for 12 mos.

Risk ratio

(95% CI)

◆Intervention implementation for 3 mos.

Cockayne The number of participants

who have died.

Analysis was not

conducted.

                                                           I                  C

   The number of events                 10                12

   Parameter                                     95              165

1.45

(0.65-3.22)

Smeulders The number of participants

who have died.

Analysis was not

conducted.

                                                          I                  C

   The number of events                 18                12

   Parameter                                   186              131

1.06

(0.53-2.12)

表 11 ベースラインから 12 か月時点での全死亡数に対する介入の効果 



 

 

 

 
I=Intervention group, C=Control group

注）リスク比は、報告された死亡数と母数を基に、RevMan5.3を使用し算出した。

◆Intervention implementation for 12 mos.

Risk ratio

(95%CI)

0.47

(0.24-0.92)

First author Assessment index Method of analysis Result

de la Port The number of hospitalization for

worsening HF.

Analysis was not

conducted.

                                                      　    I                 C

   The number of events                 11                24

   Parameter                                   118              122

表 12 ベースラインから 12 か月時点での心不全に関連した入院に対する介入の効果 



 

 

Scale

(measured subscale)

Method of analysis Result

◆Intervention implementation for 6wks.

*: higher scores means higher QOL level. **: lower scores means higher QOL level.

"No difference" means that there was no significant difference in change between groups over time. 

Smeulders

2010

SF-36 (all subscale)

(Range, 0-100)*

Kansas City Cardiomyopathy

Questionnaire: KCCQ

(Range, 0-100)*

Mixed-effects linear

regression model including

group×time interaction.

SF-36: No difference.

KCCQ: There was a significant short-term effect (at 6wks.),  but

the difference between groups waned over time.

                                                  I            C           p value

(SF-36: physical health)

Summary score at baseline      35.2       35.7       (intteraction)

Summary score at 6 wks.        37.8       36.6           0.052

Summary score at 6 mos.        37.4       37.0           0.136

Summary score at 12 mos.      37.7       38.4           0.974

(SF-36: mental health)

Summary score at baseline      45.2       47.2

Summary score at 6 wks.        47.7       48.0           0.411

Summary score at 6 mos.        46.9       49.4           0.161

Summary score at 12 mos.      47.7       48.7           0.939

(KCCQ)

Summary score at baseline      59.0      65.6

Summary score at 6 wks.        65.7      67.1           0.005

Summary score at 6 mos.        64.8      68.3           0.052

Summary score at 12 mos.      66.9      69.6           0.118

◆Intervention implementation for 12 mos.

Cockayne

2014

Minnesota living  with heart

failure questionnaire: MLHFQ

(Range, 0-105)**

Multilevel regression model

including group×time

interaction.

No differencev over 12 mos. (p = 0.768)

The difference in change

QOL score were compared

by the Willcoxson rank-sum

test at each time point.

SF-36:  intervention group had a greater score than usual care

group at 12 months.

MLHFQ: iIntervention group had greater score than usual care

group at 3 and 12 months.

SF-36　　                   　          I            C              p value

Total score at baseline        45.12     46.77            0.506

Total score at 3 mos.          49.63     46.41            0.131

Total score at 12mos.         49.23     41.92            0.021

MLHFQ

Total score at baseline       42.5        42.6              0.958

Total score at 3 mos.         28.8        36.3              0.001

Total score at 12mos.        30.2        34.5              0.038

Powell

2010

SF-36(physical function, vitarity)

(Range, 0-100, respectively )*

Quality of Life Index (QLI )

cardiac-version

 (Health and functionin,

Psychological/Spiritual)

(Range of average, 1-6)*

Repeated-measures mixed-

effects regression analysis

including time×group

interaction.

No difference in both scales.

SF-36 (physical function)     I            C             p value

Score at baseline                   48.1       48.1        (intteraction)

Score at 12 mos.                   46.1       46.6              n.s.

SF-36 (vitality)

Score at baseline                   45.9       47.1

Score at 12 mos.                   46.6       49.2               n.s.

QLI-CV (satisfaction with health and function)

Average score at baseline      4.3         4.2

Average score at 12 mos.      4.5         4.3                 n.s.

QLI-CV (satisfaction with psychological/ spiritual)

Average score at baseline      4.7        4.8

Average score at 12 mos.      4.8        4.8                 n.s.

DeWalt

2012

Heart failure symptom scale:

HFSS

 (Range, 0-100)*

Generalized estimating

equation (GEE) including

group×time interaction.

Intervention group had a short-term effect (at 6mos), but the

difference between groups waned at 12-month.

　　                                p value

At baseline               (interaction)

At 1 mo.                      <0.001

At 6 mos.                       0.003

At 12mos.                      0.082

de la Port

2006

SF-36 (all subscale)

(Range, 0-100)*

MLHFQ**

表 13 QOL に対する介入の効果 



 

 

Scale

(measured subscale)

Method of analysis Result

*: higher scores means higher self-care level. **: lower scores means higher self-care level.

"No difference" means that there was no significant difference in change between groups over time. 

Riegel

2004

Self-Care of Heart Failure Index:

SCHFI  (total scores)

(Range, 0-300)*

Repeated-measures

ANOVA including

adjustment for baseline

measurement.

Intervention group had a significant improvement over time than

control group.

　　                           　         I            C                 p value

Total score at baseline      147.4    173.5

Total score at 90 days.     159.2    178.4               0.04

◆Intervention implementation for 6 wks.

Cockayne

2014

European Hear Failure Self-Care

Behavior Scale: EHFScBS

(Range, 12-60)**

Multilevel regression model

including group×time

interaction.

No difference over 12 mos. (p = 0.340)

Smeulders

2010

EHFScBS** Mixed-effects linear

regression model including

group×time interaction.

There was a significant short-term effect (at 6wks.),  but the

difference between groups waned over time.

　　                           　         I            C                p value

Total score at baseline      47.7       48.3        (interaction)

Total score at 6 wks.        49.8       48.7              0.008

Total score at 6 mos.        48.3       48.9              0.856

Total score at 12mos.       49.2       49.2              0.152

◆Intervention implementation for 3 mos.

de la Port

2007

EHFSCBSc** The difference between

groups were compared by

student's t-test at each time

points.

Intervention group had greater score than usual care group at 3 and

12 months.

　　                           　         I            C                p value

Total score at baseline      23.6      25.5               0.092

Total score at 3 mos.        20.8      26.3              <0.001

Total score at 12 mos.      23.8      30.2              <0.001

Shao

2013

Heart failure self-management

behavior: HFSmB

(Range, 10-50)**

(Original instrument was

EHFSCBs)

Repeated-measures

ANOVA model including

time ×group interaction.

The intervention group had a significant improvement over time.

　　                           　          I            C              p value

Total score at baseline      29.21      29.17     (interaction)

Total score at 4 wks.        26.21      30.52              -

Total score at 12 wks.      27.15      30.13           0.000

◆Intervention implementation for 12 mos.

Boyne 2014 EHFSCBSc** GEE including time×group

interaction.

Intervention group had a significant improvement over time than

control group.

　　                           　         I            C                p value

Total score at baseline      18.9      20.9          (interaction)

Total score at 3 mos.        17.4      20.0               0.004

Total score at 6 mos.        17.1      20.0               0.005

Total score at 12 mos.      17.4      20.8              <0.001

表 14 セルフケアに対する介入の効果 



 

 

Scale

 : measured subscale

Method of analysis Result

*: higher scores means higher self-efficacy level.

"No difference" means that there was no significant difference in change between groups over time. 

Powell

2010

Self-efficacy at self-management

(Range, average of 5 items: 1-10)*

Repeated-measures mixed-

effects regression including

time×group interaction.

No difference. But there was a significant time effect in both

groups.

                                                I         C         p value

Average score at baseline      7.6      7.6       (interaction)

Average score at 12 mos.      7.8      7.8           n.s.

 

◆Intervention implementation for 6 wks.

Boyne

2014

Barnason Efficacy Expectation

Scale (Range, 0-60)*

GEE including group×time

interaction.

Intervention group had a significant improvement than control

group at 6 months, but the difference disappeared at 12 months.

　　                           　         I            C                p value

Total score at baseline      53.2       51.2         (interaction)

Total score at 3 mos.        54.1       51.9              0.109

Total score at 6 mos.        55.6       51.7              0.002

Total score at 12mos.       54.9       52.3              0.192

Smeulders

2010

General self-efficacy Scale

(Range, 16-80)*

Cardiac self-efficacy questionnaire

(Range, 0-36)*

Mixed-effects linear

regression model including

group×time interaction.

No difference in both scales.

　　                           　          I            C               p value

General self-efficacy scale

Total score at baseline       55.2       57.4         (interaction)

Total score at 6 wks.         57.0       57.6             0.136

Total score at 6 mos.         56.3       58.4             0.817

Total score at 12mos.        57.9      58.4              0.116

Cardiac self-efficacy scale

Total score at baseline       34.6       35.0         (interaction)

Total score at 6 wks.         36.8       37.1             0.986

Total score at 6 mos.         35.6       37.3             0.170

Total score at 12mos.        36.9       36.4             0.241

◆Intervention implementation for 3 mos.

◆Intervention implementation for 12 mos.

Shao

2013

Self-efficacy for salt and fluid

control: Se-SFC (Range, 15-75)*

Repeated-measures

ANOVA models.

Intervention group had a significant improvement over time.

　　                           　          I            C             p value

Total score at baseline      41.55       43.57    (interaction)

Total score at 4 wks.       51.70       41.78             -

Total score at 12 wks.     50.83       41.94          0.000

表 15 セルフエフィカシーに対する介入の効果 



 

 

表 16 介入の有効性が認められた研究がセルフエフィカシーや動機づけを強化するために使用した方法（抜粋） 

 

Boyne de la Port DeWalt 

●患者個人のニーズに合わせた情報提供を繰り返した。 

 

介入の前提となった仮説 

繰り返しによる，患者個人に合わせ処方された情報は患

者の疾患に関する知識を高め，セルフケアを強化し，セ

ルフエフィカシーの向上とアドヒアランスの改善をも

たらす。 

対象者全員に行ったこと 

テレモニタリングンの装置を使用し、以下を実施。 

・症状、行動、知識の確認と評価。 

・個人に合わせた知識の提供。 

テレモニタリング結果不良患者に対し実施したこと 

・個別に電話をかけ、知識を強化した。 

・問題解決のための助言を行った。 

●行動的な戦略（behavioral strategy） 

知識・スキルの習得・動機づけを強化するための行動

戦略を強化した包括的な教育とカウンセリングを実施

した。 

 

包括的教育の内容 

・疾患・症状・治療に関する知識の提供。 

・セルフケアの重要性を説明。 

・行動を変容する方法の指導 

・疾患に伴う心理的問題に対処する方法を指導 

フォローアップで実施した内容 

・症状・ダイアリーの振り返り 

・カウンセリング 

●社会的認知理論と学習理論に基づいた教育を実施し、

動機づけメッセージを提供した。 
 

理論的前提 

行動要因（セルフケアのスキル）、個人的要因（セルフエ

フィカシー）、環境要因（セルフケアの実施を困難にし

ていること）との相互作用によって人の健康 QOL の向

上を導く。 

介入で実施した内容 

・教育用テキストを使用した個別の教育（疾患、セルフ

ケアスキルに関する知識の提供）。 

・悪化時の行動計画作成 

・知識とセルフケア行動の確認。 

・セルフケアの実施を困難にしていることの特定と解

決に向けた支援。 

Riegel Shao Smeulders 

●ソーシャルサポート理論に基づくピアサポートアプ

ローチ 

 

理論的前提 

ピアサポートは患者のセルフエフィカシーと臨床予後、

治療へのアドヒアランスを向上させる。 

 

介入の特徴 

・セルフケアを生活に取り込む方法について、ピアサポ

ーターが自分の経験に基づいて助言した。 

 

●Banduraのセルフエフィカシー理論に基づいたセルフ

マネジメントプログラム。 

 

介入の特徴（実施した内容） 

セルフエフィカシーを強化するため、介入方法に以下を

取り入れた。 

・経験による熟練（行動・症状の評価、目標設定） 

・社会的モデリング（成功したモデルが行った行動や態

度について説明） 

・社会的説得（家族への説得、問題の特定と解決に向け

た話し合い） 

・情動的喚起（セルフマネジメントについて話し合う） 

 

●Banduraのセルフエフィカシー理論に基づいたグルー

プセッション。 

 

理論的前提 

効力予期の強化は健康行動を変化させ，健康関連 QOL

を向上させ，心不全治療の利用を減少させる。 

介入で実施した内容 

・目標設定、行動計画の作成と達成状況の振り返り 

・症状管理方法に関する知識の提供 

・グループセッションによる社会的説得（個々の努力を

称賛、症状の解釈を共有、問題解決に対する助言、行

動変容への動機づけ） 



 

 

表 17 介入の有効性が認められた研究がセルフエフィカシーまたは動機づけを強化するために使用した方法（共通項目） 

    方法 

筆頭著者 
知識の提供・強化（提供した知識） 目標設定・行動計画（実施内容） 症状・行動の確認（実施内容） 行動調整への支援（実施内容） 

Boyne ○（疾患・症状、セルフケア） × 記述なし ○（テレモニタリング装置を使用し、患者

と実施者それぞれが、モニタリング結

果を確認。患者は、テレモニタリング装

置を使用する際に、モニタリングの実

施状況や実施結果を振り返ることが可

能。） 

○（テレモニタリングの装置が患者の回答

に応じて自動的に評価結果とメッセ

ージを送信。結果が不良の者には看護

師または看護アシスタントが電話で

助言した。） 

de la Port ○（疾患・症状、治療、セルフマネジメン

トの重要性） 

× 記述なし ○（患者はダイアリーを使用してセルフモ

ニタリングの結果を記録した。介入実

施者は患者と一緒に個別・対面で記録

と症状、セルフケア行動を確認した。） 

○（行動変容の方法、疾患と付き合うため

の心理的支援などについて看護師が

カウンセリングを実施した。） 

DeWalt ○（疾患、セルフケアスキル） ○（体重測定結果の記録、セルフモニタ

リングなどのセルフケアの行動計画

の作成） 

○（セルフモニタリングの結果は毎日記録

をした。健康教育者が患者と一緒に電

話で行動計画の達成状況を確認した。） 

○（目標が達成できていない場合には、問

題を特定し、患者と一緒に解決に向け

て話し合いを実施した。） 

Riegel ○（セルフケアスキル） × 記述なし × 記述なし ○ （セルフケアを生活に取り込む方法に

ついて、ピアサポーターが自分の経験

に基づいて助言した。） 

Shao ○（症状、セルフマネジメント） ○（患者自身がセルフマネジメントに関

する目標を設定） 
○（介入実施者が患者と一緒に対面または

電話で目標の達成状況を確認） 
○（目標達成できていない場合には、患者

と一緒に問題を特定し解決に向けた

話し合いを実施した。） 

Smeulders ○（症状管理方法） ○（患者自身がセルフマネジメントに関

する目標を設定） 
○（介入実施者とグループリーダー進行の

下、のグループメンバー同士が一緒に

目標の達成状況を確認） 

○（グループメンバーによるメンバー個々

の努力をサポートし、症状の解釈方法

や問題解決方法について話し合い、行

動変容への動機づけを行った。） 

○：実施していた、×：実施していなかった 



 

 

表 18 介入の有効性が認められた研究が実施していた介入方法 

 
介入効果 

 

介入形式 

 

介入期間 

 

介入頻度 

（実施のタイミング） 

フォローア

ップ期間 

アウトカム測定のタイミ

ング 

心
不
全
に
関
連
し
た
入
院 

そ
の
他
の
臨
床
指
標 

Q
O

L
 

セ
ル
フ
ケ
ア 

セ
ル
フ
エ
フ
ィ
カ
シ
ー 

初
期
教
育+

フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ 

（
個
別
） 

グ
ル
ー
プ
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ 

（
集
団
） 

 

6 

週 

間 

 

3 

か 

月 

 

12

か 

月 

  

3 

か 

月 

 

12 

か

月 

ベ
ー
ス
ラ
イ
ン
・
介
入
終
了
時 

ベ
ー
ス
ラ
イ
ン
・
介
入
の
中
間

時
点
・
介
入
終
了
時 

ベ
ー
ス
ラ
イ
ン
・
介
入
終
了

時
・
介
入
終
了
後
の
一
定
期
間 

Boyne － × 

(全入院) 

－ ○ △ 

(6) 

✔    ✔ 毎日（自動応答） 

随時（該当者のみ電話） 

2 回/12 か月（診察） 

 ✔ 
 

✔ 
 

de la Port ○ ○ 

(心不全による

入院 and/or 全

死亡, LVEF, 

NYHA) 

○ ○ － 

✔ 

   ✔ 8 回/12 か月 

(5,7w, 3,6,9,12m) 

 ✔ 

 ✔  

DeWalt － × 

(全入院 or 死亡) 

△ 

(6m) 

－ － 
✔ 

   ✔ 平均 14 回/年 

(2m まで 1 回/w, 2m 以降 

1 回/m) 

 ✔ 

 ✔  

Riegel － － － ○ － ✔   ✔  4 回/3 か月（中央値） ✔  ✔   

Shao － 
○ 

(心不全症状) 

－ ○ ○ 

✔   ✔  

5 回/3 か月 

(訪問：3d 以内 1 回、電話：

1,3,7,11w) 

 

✔   ✔  

Smeulders － － △ 

(6w) 

△ 

(6w) 

×  ✔ ✔   6 回/6 週 

(1,2,3,4,5,6w) 

 

 ✔ 

  ✔ 

注 1）介入効果 ○：フォローアップ期間を通してまたは終了時に有意な効果あり、△：フォローアップの途中で一時的な有意な効果あり、×：効果なし、 

－：アウトカム指標として測定していない 。△の場合、効果が認められた時点を（）に示した。 

注 2）介入効果「その他の臨床指標」の結果のセルの（）には、測定した指標を示した。注 3）✔：該当あり、空欄：該当なし  



 

 

表 19 カリキュラム開始時点における慢性心不全患者の準備状態の評価項目、評価指標、評価方法、教授プロセスにおける留意点 （その 1） 

項目 概念の説明 評価の指標 評価方法 教授プロセスにおける留意点 

セルフエフ

ィカシー 

 

セルフケアは自信（セルエフィカシー）によって強く影響を受

ける。自信はセルフケアと結果を仲介する因子あり、セルフケ

アを実行する全てのプロセスに影響する。 

1.セルフケアに対する自信の程度 

 

※0 から 10 までの数字の並んだ尺度

を使用する 

1.口頭 

※初期教育時に

評価する 

「動機づけ」に同じ。 

経験 セルフケアの発展をもたらす強力な要因。過去に疾患やセル

フケアに関する経験があることで、関連した反応をもたらすパ

ターンを識別し、特定の反応に関連する結末を予測し、特定の

状況にとって妥当な目標や行動を示すことが可能になる。経験

があり、反応のパターン照合が簡単に出来れば、特定の行動を

必要とする状況はすぐに思い出すことは可能であるが、経験が

なく状況がよくわからない場合は、シミュレーションによる熟

考を必要とする。 

1.心不全患者と診断されてからの期間

が 2 か月以上経過しているか 2 か月

未満であるか 

2.心不全患者をケアした経験の有無 

3.類似するセルフケアが必要な疾患の

既往歴の有無 

 

1.口頭 

2.口頭 

3.口頭 

※初期教育時に

評価する 

診断された期間が 2 か月未満、家

族に心不全またはセルフケアが

必要な慢性疾患の既往歴を持つ

者がいない場合、セルフケアが必

要な場面をイメージすることが

難しい可能性が高いため、代理的

学習を多く取り入れる。 

スキル セルフケアにとって不可欠な要素であり、セルフケアを実行

するための計画を立案し、目標を設定し、意思決定する能力。

罹患して何年も経つのにセルフケアが上達しない患者がいる

ものの、経験もスキルの上達には影響を及ぼす。医療従事者に

とっての課題は、患者がこれまでの経験から学んだことを同定

し、既に知っていることは正しいのかどうかを見極めること、

そしてセルフケアに不可欠なスキルを発展させることである。 

1.セルフケアを毎日実践しているかど

うか 

2.セルフケアに関する既存の知識とそ

の正確性（実践している内容が正しい

かどうかで評価する） 

1.口頭 

2.口頭、実演 

※初期教育時に

評価する 

既にセルフケアを毎日実践してい

る者以外の者（行わない日がある

または全く行っていない者）は出

来ない理由を検討し、改善に向け

て支援する。セルフケアのスキル

を誤って理解している者は修正す

る。 

  

次頁へ続く 



 

 

動機づけ 動機づけとは人に目標を達成させるための力となるもので、

内因性と外因性に分類される。内因性の動機付けはある課題を

実践してみたいという内的な思いによって動かされる。外因性

の動機づけは健康増進や他者を喜ばせるといった何らかの好

ましい理由のためにある特定の結果を導くよう行動を変化さ

せることをいう。多くのセルフケア行動は、少なくとも初め 

のうちは、外因性の動機づけによって誘導される。人がセルフ

ケアを行うきっかけとなるものは重要な他者がセルフケアの

重要性を認識しているなど外的な動機づけの場合が多い。 

1.セルフケアの重要性の理解の程度 

2.セルフケアに対する自信の程度 

 

※0 から 10 までの数字の並んだ尺度

を使用する 

 

1.口頭 

2.口頭 

※初期教育時に

評価する 

重要性、自信に対する評価が高い

者は行動変容の可能性が高く、評

価が低いものは行動変容する可能

性が低い。重要性、自信が低い場

合にはセルフケアを行う必要性と

効果について理解が得られるよう

説明する。自信に対しては、知識

やスキルが正しく習得されるよう

支援する。 

文化的信

念・価値 

セルフケアは自立を高く評価する国や文化においては重要で

あるが、家族が病気になった時に手厚く看病することが愛情を

示すことであると評価している国や文化ではそれほど重要に

思われていない。 

1.セルフケアの重要性の理解の程度 

 

※0 から 10 までの数字の並んだ尺度

を使用する 

 

1.口頭 

※初期教育時に

評価する 

「動機づけ」に同じ。 

習慣 習慣や日課はセルフケアの重要な影響要因。セルフケアを自分

の日課の一部にしてしまう人と、いつまでも仕事と捉える人が

いるが、セルフケアが上手くできる人というのは処方されたセ

ルフケアを自分の習慣になるまで時間をかけて発展させるこ

とが出来る人である。 

1.生活習慣に心不全のリスク因子があ

るかどうか 

  

1. 口頭 

※初期教育時に

評価する 

既に生活習慣にリスク因子がある

場合には、そのリスク因子と心不

全が関連することを示し、生活習

慣を変える必要性の理解を促す。 

また、変更する前の生活習慣に逆

戻りしないよう注意して観察し、

うまくできている点に対して外因

性の動機づけを強化する。 

機能的・認

知的能力 

セルフケアの実行には、求められた行動に従事するための機能

的能力が必要である。聴力、視力、手先の器用さ、行動の能力

の問題はセルフケアを困難にする。さらに、慢性疾患はセルフ

ケアへの参加を困難にする認知障害に関連することが知られ

ている。 

1.機能的能力の困難の有無と程度 

2.認知的能力の困難の有無と程度 

3.日常生活の状態 

1.2. 
対象者選定のス

クリーニング時

に評価する 

3. 口頭 

※初期教育時に

評価する 

重度の身体障害があるものは、自

力でのセルフケアの実施が困難と

判断し、本対象からは除外する。 

軽度でも認知機能に低下がある場

合には、教育的介入が困難なため、

対象から除外する。 

日常生活自立度に関する情報はセ

ルフケアの実施範囲、目標、家族

に期待する役割のなどを話し合う

際に役立てる。 

表 19 カリキュラム開始時点における慢性心不全患者の準備状態の評価項目、評価指標、評価方法、教授プロセスにおける留意点 （その 2） 

次頁へ続く 



 

 

他者の支援 

 

 

セルフケアは常に単独で行うわけではない。多くの慢性疾患患

者は、家族や友人の支援をうけ、専門家との協力関係のもとで

行われる。 

1.セルフケアをサポートしてくれる他

者の存在の有無 

2.他者との関係性（同居か否か） 

1.口頭 

2.口頭 

※初期教育時に

評価する 

サポートしてくれる他者の存在が

ある場合には、他者が患者の不足

を補うよう説明する。サポートの

提供者が不在の場合、セルフケア

の実施状況が悪くなる可能性、ス

トレス管理がうまくできない可能

性があるため、フォローアップで

セルフケアの実施状況やストレス

状態について注意を払う。 

ケアへのア

クセス 

 

慢性疾患のセルフケアは医療機関を受診後の専門職者の関わ

りの程度によって影響を受ける。しかし、実際は多くの人が多

様な理由で医療機関を受診できていないことが認められてい

る。そのような人々は医療職者以外の人々より助言を受けてい

るが、医療機関を利用せず専門家の助言を受けずに行ったセル

フケアは大抵が不十分な結果となる。 

1.受診頻度、受診時の移動手段、介助

者の有無 

2.これまでに疾患管理に関する支援を

専門職（栄養士、薬剤師、心臓リハ

ビリ指導士など）から受けているか

どうか 

1.口頭 

2.口頭 

※初期教育時に

評価する 

病院までの移動が大変な場合に

は、症状変化に気づいたときに初

めに電話での相談も可能であるこ

とを説明しておく。専門的な支援

を受けた経験がなく、支援が必要

と判断される場合、希望している

場合には調整を図る。 

注）Riegel ., Jaarsma T., & Stromberg, 2012, A Middle-Range Theory of Self-Care of Chronic Illness. Copyright 2012 by Wolters Kluwer Health/ 

Lippincot Williams & Wilkins. より、本文中に示されていたセルフケアの影響要因に関する記述を引用。 

注）本表は A Middle-Range Theory of Self-Care of Chronic Illness が示したセルフケアの影響要因に基づいて作成した。 

表 19 カリキュラム開始時点における慢性心不全患者の準備状態の評価項目、評価指標、評価方法、教授プロセスにおける留意点 （その 3） 

次頁へ続く 



 

 

単元 

 

目標 

 

指導内容 

 

セルフエフィカシー・動機づけ

の強化に用いる方法 

※（）は介入に用いる情報源 

介入により強化

するセルフケア

の影響要因 

実施 

場所 
指導者 

単元 1 

 

初期教育 

 

 

 

学習目標 

心不全やセルフケアに関する知識やス

キルを身につける 

 

行動目標 

・心不全の病因、症状、薬物治療につい

て理解する 

・心不全の疾患管理として必要なセルフ

ケアを理解する 

・セルフケアを実施した結果を予測する 

・セルフケアを実施することの重要性を

理解する 

 

・プログラム全体の流れと目標の確認をする。 

・心不全とセルフケアに関する基礎知識を理解させる

ために、心不全の病因、症状、薬物治療とセルフケ

アについてわかりやすく媒体を使って説明する。 

 

・セルフケアが心不全の予後に影響する重要な行動

であることを理解させるために、セルフケア行動が維

持できている成功事例を使って説明する。 

 

・セルフモニタリングの方法を演習し、出来たことを称

賛し、承認することにより、セルフケアを実施する能

力に自信を持たせる。 

 

 

・健康回復に対してどのような信念をもっているのか、

どのようなことを優先して生活してきたのかを確認す

る。 

 

・セルフケア実施計画書を作成させる。 

 

 

知識の提供・強化 

（言語的説得） 

 

 

知識の提供・強化 

（言語的説得） 

（代理的経験） 

 

行動調整への支援 

（遂行行動の達成） 

（言語的説得） 

（情動的喚起） 

 

行動調整への支援 

（言語的説得） 

 

 

目標設定・行動計画 

（遂行行動の達成） 

（情動的喚起） 

 

 

 

知識 

 

 

 

知識 

価値 

 

 

スキル 

経験 

自信 

 

 

経験 

価値 

 

 

自信 

 

外来 

 

 

 

外来 Ns. 

 

 

単元 2 

 

フォローア

ップ 1～6 

 

学習目標 

学習したセルフケアを日常生活に適用す

る 

 

行動目標 

・セルフモニタリングを毎日実施する 

・セルフケア実施計画の評価を毎日行う 

・リスク因子を回避した生活を送る 

・セルフケアを実施できるという自信をも

つ 

 

・セルフモニタリングの記録の結果およびセルフケア

実施計画書の達成状況を確認し、出来たところを褒

め、承認することで、継続の動機づけを行う。さら

に、実施計画の達成状況から、セルフケアと体調と

の関連を理解させる。 

 

・体調に良い変化をもたらした行動、悪い変化をもた

らした行動の評価ができるようになるために必要な

情報提供を行う。 

 

 

 

症状・行動の確認 

（遂行行動の達成） 

行動調整への支援 

（言語的説得） 

 

 

行動調整への支援 

（言語的説得） 

 

 

 

経験 

自信 

価値 

 

 

 

経験 

知識 

スキル 

 

外来 

(1～6) 

外来 Ns. 

(1～6) 

表 20 慢性心不全患者に対するセルフケア向上のための教育的介入プログラム原案 概要 （その 1） 

次頁へ続く 



 

 

 

 ・セルフモニタリングの結果より、行動が理想のセルフ

ケアと乖離している場合は、生活全体を分析し、影

響要因について内省させる。 

 

・内省結果に基づき、セルフケア実施計画書を作成さ

せる。 

 

行動調整への支援 

（言語的説得） 

（遂行行動の達成） 

 

目標設定・行動計画 

（遂行行動の達成） 

（情動的喚起） 

経験 

スキル 

自信 

 

自信 
  

単元 3 

 

フォローア

ップ 7～12 

 

学習目標 

セルフケアを習熟する 

 

行動目標 

・セルフモニタリングが習慣化する 

・リスク因子を回避した生活が習慣化す

る 

・セルフケアの実施を継続できるという自

信をもつ 

 

・セルフモニタリングの記録の結果およびセルフケア

実施計画書の達成状況を確認し、出来たところを褒

め、承認し、継続への動機づけを行う。 

 

 

・セルフモニタリングの結果より、行動が理想のセルフ

ケアと乖離している場合は、生活全体を分析し、影

響要因について内省させる。 

 

 

※必要な者に対してのみ実施 

・内省結果に基づき、セルフケア実施計画書を作成さ

せる。 

 

症状・行動の確認 

（遂行行動の達成） 

行動調整への支援 

（言語的説得） 

 

行動調整への支援 

（言語的説得） 

（遂行行動の達成） 

 

 

 

行動調整への支援 

（言語的説得） 

（遂行行動の達成） 

 

・経験 

・スキルの発展 

 

 

・セルフエフィカ

シーの強化 
外来 

(7～12) 
外来 Ns. 

表 20 慢性心不全患者に対するセルフケア向上のための教育的介入プログラム原案 概要 （その 2） 



 

 

単元 1（初期教育） 

指導テーマ 心不全とセルフケアの知識やスキルを身につけさせる 所要時間×回数 60分×1回（又は 2回） 

指導方法 個別の健康教育 想定する参加者 慢性心不全患者（家族含む） 想定するセッション実施者 外来看護師 

使用する教材 患者基本情報アセスメントシート、パンフレット、セルフモニタリング結果の記録手帳、セルフケア実施計画書、体重計、血圧計 

 時

間 
指導内容と方法 慢性心不全患者が行う活動 留意事項 

導

入 

10

分 

 

◆挨拶と自己紹介 

◆プログラム全体の流れと目標の確認をする。 

 

◆説明に対して注意を向ける。 

 

 

◆体調や後の予定をたずね、参加を妨げる要因が

ないことを確認してから開始する。 

◆体調が優れないときは中止とする。次回の予定

を確認しパンフレットのみ渡す。 

展

開 

40

分 

 

◆心不全とセルフケアに関する基礎知識を理解させるために、

心不全の病因、症状、薬物治療とセルフケアについてわかり

やすく媒体を使って説明する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆セルフケアが心不全の予後に影響する重要な行動であるこ

とを理解させるために、セルフケア行動が維持できている成功

事例を使って説明する。 

 

 

 

 

 

◆セルフモニタリングの方法を演習し、出来たことを称賛し承認

することにより、セルフケアを実施する能力に自信を持たせ

る。 

 

◆心不全とセルフケアに関する情報を得る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆セルフケアと予後の関係について理解する。 

 

 

 

 

 

 

 

◆体重測定、血圧測定、自己検脈、下肢の浮腫の

確認、その他の症状のモニタリング方法につい

て学習する。 

 

◆患者の心不全や原因疾患に対する理解度を確

認しながら説明し、誤解がある場合には修正す

る。 

◆アセスメントシート「冠危険因子」は診療記録

から事前に情報収集し、原因疾患の説明時に認

識と相違がないか確認する。 

◆説明に併せて関連情報を収集する。 

アセスメントシート「自覚症状」「心不全増悪

（再入院）の経験」「薬の副作用」へ情報を記

入する。学習者の準備状態（経験）の評価に活

用する。 

 

◆説明に併せて関連情報を収集する。 

アセスメントシート「リスク因子」へ情報を記

入する。学習者の準備状態（習慣）の評価に活

用する。 

◆該当するリスク因子があり、そのリスク因子に

対して誤解がある場合には修正する。 

 

 

◆多くのセルフケア行動は水分管理に関連して

おり、水分管理は予後に影響を与える重要な行

動であることを分かりやすく説明する。 

表 21 プログラム原案の学習指導案（単元 1） （その 1） 

次頁へ続く 



 

 

 

 

 

 

 

◆健康回復に対してどのような価値観や信念をもっている

のか、どのようなことを優先して生活してきたのかを確認

する。 

◆セルフケア実施計画書を作成させる。 

 

 

 

 

 

 

◆健康回復に対してどのような価値観や信念を

もっているのか自分の思いを話す。 

 

◆セルフケアの実施計画書を作成する。 

 

 

◆水分・塩分摂取量、運動メニューは事前に主治

医に確認し、対象患者に指示された内容を伝え

る。 

 

◆治療を優先させた生活が送れない場合にはど

のような価値観や信念が影響していたのか内

省を促す。 

◆作成の途中、セルフケアの重要性やセルフケア

を実施することへの自信について発問し、動機

づけの状態を評価する。 

 

ま

と

め 

10

分 

◆学習内容の振り返り。 

◆セルフケア実施計画の確認。 

◆次回の日程の確認。 

◆質問の受け付け。 

◆学習した内容を振り返る 

 

◆不明な点がないように配慮する。 

表 21 プログラム原案の学習指導案（単元 1） （その 2） 



 

 

単元 2（フォローアップ 1～6） 

指導テーマ 学習したセルフケアを日常生活に適用させる 所要時間×回数 30分×6回 

指導方法 個別の健康教育 想定する参加者 慢性心不全患者（家族含む） 想定するセッション実施者 外来看護師 

使用する教材 パンフレット、セルフモニタリング結果の記録手帳、セルフケア実施計画書、フォローアップシート 

 時

間 
指導内容 慢性心不全患者が行う活動 留意事項 

導

入 

5

分 

◆前回の内容を振り返る 

◆本時の説明 

  

◆前回の内容を復習する 

◆変化の有無について答える。 

変化があった場合には出現した症状や現在の状

態、変更後の治療方針について説明する。 

◆前回のセッションから体調や症状に変化はな

かったかについても確認する。 

◆本日の展開について分かりやすく説明する。 

展

開 

20

分 

◆セルフモニタリングの記録の結果およびセルフケア実施計画

書の達成状況を確認し、出来たところをほめる、承認すること

で、継続の動機づけを養う。さらに、実施計画の達成状況か

ら、セルフケアと体調との関連を理解させる。 

 

 

◆体調に良い変化をもたらした行動、悪い変化をもたらした行

動の評価ができるようになるために必要な情報提供を行う。 

 

 

◆セルフモニタリングの結果より、自分の行動が理想のセルフ

ケアと乖離している場合は、自己の生活全体を分析し、影響

要因について内省できる。 

◆内省結果に基づいて、行動の調整ができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆モニタリングの結果を振り返る。 

◆セルフケア実施計画の達成状況を振り返る 

・セルフケアの実施状況を振り返り、セルフケアの

実施が困難であったかどうかについての認識を

述べる。 

 

◆振り返りを行った自分の行動を評価する。 

 

 

 

◆セルフケアが出来なかった理由を考える。 

◆セルフケアを行うためには、どのような工夫が

出来るか考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆実施できなかった日がある場合、その日の状

況を想起させる。 

 

 

 

 

◆セルフケア行動が予後に関連することと、ど

のような症状が現れるのかについて分かりや

すく説明する。 

 

◆実際の行動が理想に近い場合には称賛し、

行動が継続されるよう動機づけする。 

◆治療を優先させた生活が送れない場合には

どのような価値観や信念が影響していたのか

内省を促す。 

◆関連情報の収集 

アセスメントシート「リスク因子」へ情報を記入

する。セルフケアの影響要因（習慣・スキル）の

評価に活用する。リスク因子の改善が難しく、

他の専門職の介入が必要な場合には調整す

る。 

調整が必要な場合には、フォローアップトシー

ト「多職種による再発予防による取り組み」へ

情報を記入する。 

 

表 22 プログラム原案の学習指導案（単元 2） （その 1） 

次頁へ続く 



 

 

 

 

◆セルフケア実施計画書を作成させる。 

 

 

 

 

 

 

◆セルフケア実施計画書を作成する。 

 

 

◆内省の結果に基づいて、どのような行動を調

整すればよいのか考えさせる。 

◆関連情報の収集 

フォローアップシート「セルフケアを実施するこ

との重要性」「セルフケアを実施することへの

自信」へ情報を記入する。 

 動機づけの状態、信念・価値の評価に活用す

る。 

 

ま

と

め 

5

分 

◆本時の振り返り。 

◆セルフケア実施計画の確認 

◆次回日程確認 

◆質問の受け付け 

◆振り返りを行う。 ◆不明な点がないように配慮する 

表 22 プログラム原案の学習指導案（単元 2） （その 2） 



 

 

表 23 プログラム原案の学習指導案（単元 3） 

単元 3（フォローアップ 7～12） 

指導テーマ セルフケアを習熟する 所要時間×回数 20～30分×6回 

指導方法 個別の健康教育 想定する参加者 慢性心不全患者（家族含む） 想定するセッション実施者 外来看護師 

使用する教材 パンフレット、セルフモニタリング結果の記録手帳、セルフケア実施計画書、フォローアップシート 

 時

間 
指導内容 慢性心不全患者が行う活動 留意事項 

導

入 

5

分 

◆前回の内容を振り返る。 

 

◆本時の説明。 

 

◆前回の内容を復習する 

◆変化の有無について答える。 

変化があった場合には出現した症状や現在の状

態、変更後の治療方針について説明する。 

 

・前回のセッションから体調や症状に変化はな

かったかについても確認する。 

・本日の展開について分かりやすく説明する。 

展

開 

20

～

30

分 

 

◆セルフモニタリングの記録の結果およびセルフケア実施計画

書の達成状況を確認し、出来たところをほめて承認し、行動変

容への自信を持たせる。 

 

◆自分行動に対する評価、評価結果に対する分析を行い、内

省を促す。 

◆セルフケアを実施するための行動の自己調整ができる。 

 達成できていない行動は、成功した事例の説明を通して、行

動変容を促す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆セルフケア実施計画書を作成させる。※該当者のみ 

 

◆モニタリングの結果を振り返る 

◆セルフケア実施計画の達成状況を振り返る 

 

 

◆セルフケアの実施状況を振り返り、セルフケア

の実施が困難であったかどうかについての認識

を述べる。 

 

 

◆関連情報についても発問し、患者が自ら行

動調整の必要性を自覚できるよう考えさせ

る。 

 

◆関連情報の収集 

アセスメントシート「リスク因子」へ情報を記

入する。セルフケアの影響要因（習慣・スキ

ル）の評価に活用する。リスク因子の改善が

難しく、他の専門職の介入が必要な場合に

は調整する。 

フォローアップシート「セルフケアを実施する

ことの重要性」「セルフケアを実施することへ

の自信」へ情報を記入する。動機づけの状

態、信念・価値の評価に活用する。 

◆セルフモニタリングの記録状況、セルフケア

実行計画が達成できている状況が 6 か月以

上持続した場合は、セルフケアを習得したと

評価し、実施計画書の作成は終了する。 

 

ま

と

め 

5

分 

◆本時の振り返り。 

◆次回日程確認 

◆質問の受け付け 

◆振り返りを行う。 ◆不明な点がないように配慮する 



 

 

 

表24　調査対象者の基本属性 n=61

n(%)

年齢, 平均（SD）, 歳 41.1  (7.7)

性別 女性 57 (93.4)
男性 4   (6.6)

最終学歴 専門学校 44 (72.1)
短大・大学 13 (21.3)
大学院 4   (6.6)

資格 認定看護 あり 9 (14.8)
なし 52 (85.2)

専門看護 あり 2   (3.3)
なし 59 (96.7)

その他の資格有 あり 11 (18.0)
なし 50 (82.0)

看護師としての経験年数, 平均(SD), 年 17.7  (7.8)

循環器分野での経験年数, 平均(SD), 年 9.3  (5.1)

勤務部署 循環器外来 22 (36.1)
一般外来 14 (23.0)
循環器病棟と外来の兼務 13 (21.3)
他の部署と外来の兼務 12 (19.6)

資格内訳
　認定看護師, n=9

慢性心不全看護 8 (89.9)
集中ケア 1 (11.1) 

　専門看護師, n=2
慢性疾患看護 1 (50.0)
急性・重症患者看護 1 (50.0)

　その他の資格, n=11
（複数所有者ありnのみ表示） 保健師 5

教員免許 6
　　 ：養護教諭 (4)
　　 ：その他 (2)
ケアマネージャー 2
医療系認定資格 3
　　：人工心臓管理技術認定士 (1)
　　：心臓リハビリテーション指導士 (1)
　　：NST専門療法士 (1)

項目

注)資格内訳は、資格の項目の「その他の資格」「認定看護師」「専門看護師」が有と回
答した者の所有している資格または特定の分野に関する内訳を示している。



 

 

 

表25　プログラムの介入方法に対する評価

ｎ

適切である

n (%)

やや適切

である
n (%)

どちらとも

いえない
n (%)

あまり適切

ではない
n (%)

適切ではない

n (%)

介入形式 60 31 (51.7) 15 (25.0) 11 (18.3) 3 (5.0) 0 (0.0)

介入の実施場所 60 28 (46.7) 16 (26.7) 13 (21.6) 3 (5.0) 0 (0.0)

介入実施者 61 20 (32.8) 12 (19.7) 25 (41.0) 3 (4.9) 1 (1.6)

介入期間 61 18 (29.5) 16 (26.2) 20 (32.8) 7 (11.5) 0 (0.0)

介入回数 61 13 (21.3) 14 (23.0) 27 (44.3) 7 (11.5) 0 (0.0)

介入の所要時間 61 29 (47.5) 15 (24.6) 12 (19.7) 5  (8.2) 0 (0.0)



 

 

 

表26　適切であると思う介入方法
項目 回答 n (%)

介入形式, n=14 集団での初期教育と集団でのフォローアップ 1   (7.1)
集団での初期教育と個別でのフォローアップ 8 (57.2)
個別での初期教育と集団でのフォローアップ 3 (21.4)
その他 2 (14.3)

介入の実施場所, n=16 定期受診とは別の日程で、外来で実施 1   (6.7)
定期受診に併せて、外来以外の場所で実施 9 (56.3)
定期受診とは別の日程で、外来以外の場所で実施 2 (12.5)
その他 4 (25.0)

介入実施者, n=29 外来以外の看護師 15 (51.3)
看護師以外の専門職 0   (0.0)
その他 14 (48.3)

介入期間, n=27 12か月以上 5 (18.5)
6か月以上12か月未満 5 (18.5)
6か月間 6 (22.2)
3か月以上6か月未満 2   (7.4)
3か月未満 2   (7.4)
その他 7 (26.0)

介入回数（複数回答）, n=33 初期教育の回数を増やす 6 (18.2)
フォローアップの回数を増やす 3   (9.1)
フォローアップの回数を減らす 9 (27.3)
その他 15 (45.4)

介入の所要時間（複数回答）, n=26 初期教育の所要時間を増やす 2   (7.7)
初期教育の所要時間を減らす 10 (38.4)
フォローアップの所要時間を増やす 2   (7.7)
フォローアップの所要時間を減らす 6 (23.1)
その他 6 (23.1)

注）表中の回答は、介入方法（介入形式、介入実施場所、介入実施者、介入期間、介入回数、介入の所
要時間）の適切性に関する設問項目に対して、「どちらともいえない」「あまり適切ではない」「適切ではな
い」と回答した者の意見を示している。



 

 

表27　「適切である介入方法」に関する設問の自由記述欄より抽出したカテゴリー

項目 カテゴリー 抽出数
適切であると思う介入形式

その他, n=1 臨機応変に選択する 1

適切であると思う介入の実施場所

定期受診に併せて、外来以外の場所で実施,　 n=4 面談用の個室 4

その他, n=1 電話・メールの活用 1

適切であると思う介入実施者

外来以外の看護師, n=14 専従の看護師 4
認定看護師 4
循環器病棟の看護師 6

その他, n=6 病棟との連携 9
他職種との連携 2

適切であると思う介入期間

その他, n=5 個別性に応じた対応 4
期間を設けない 1

適切であると思う介入回数

初期教育の回数を増やす, n=5 2～4回 3

電話フォローの追加 1
理解できるまで 1

フォローアップの回数を増やす, n=1 12か月目以降に追加 1

フォローアップの回数を減らす, n=6 6回 3
徐々に間隔を空ける 3
受診頻度に合わせて調整 1
3回 1

その他の意見, n=13 個別性に応じた対応 13

介入の所要時間

初期教育の所要時間を増やす, n=1 理解できるまで 1

初期教育の所要時間を減らす, n=5 30～40分 5

フォローアップの所要時間を増やす, n=1 理解できるまで 1

フォローアップの所要時間を減らす, n=2 15～20分 2

その他, n=3 時間的制約・マンパワー不足への懸念 3

注1）表中には自由記述の内容をカテゴリー化した結果を示した。
注2）表中の回答は、各設問に対して、「どちらともいえない」「あまり適切ではない」「適切ではない」と回答した者より
得た意見である。



 

 

 

表28　教育的介入で提供する知識に対する評価

◆心不全に関する知識

　心不全の病因、基礎疾患 60 50 (83.3) 7 (11.7) 2 (3.3) 1 (1.7) 0 (0.0)

　心不全症状（呼吸困難） 61 59 (96.8) 1 (1.6) 0 (0.0) 1 (1.6) 0 (0.0)

　心不全症状（下肢の浮腫） 61 57 (93.4) 4 (6.6) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

　心不全症状（易疲労感） 61 50 (82.0) 10 (16.4) 1 (1.6) 0 (0.0) 0 (0.0)

　心不全症状（咳） 61 44 (72.1) 14 (23.0) 3 (4.9) 0 (0.0) 0 (0.0)

　心不全症状（急激な体重増加） 61 59 (96.7) 2 (3.3) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

　心不全症状（睡眠時の呼吸困難） 61 54 (88.5) 5 (8.2) 2 (3.3) 0 (0.0) 0 (0.0)

　心不全症状（動悸） 61 48 (78.7) 9 (14.8) 3 (4.9) 1 (1.6) 0 (0.0)

　心不全症状（食思不振） 61 40 (65.6) 14 (23.0) 6 (9.8) 1 (1.6) 0 (0.0)

　心不全症状（腹部膨満感） 61 40 (65.6) 12 (19.7) 6 (9.8) 3 (4.9) 0 (0.0)

　処方されている薬物療法の目的 61 53 (86.9) 8 (13.1) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

◆セルフケアに関する知識

　セルフケアと予後との関係 60 48 (79.0) 10 (16.7) 2 (3.3) 0 (0) 0 (0.0)

　リスク回避（水分制限） 61 53 (85.9) 6 (9.9) 1 (1.6) 1 (1.6) 0 (0.0)

　リスク回避（塩分制限） 61 59 (96.7) 2 (3.3) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

　リスク回避（服薬順守） 61 59 (96.7) 2 (3.3) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

　リスク回避（適度な運動） 61 45 (73.8) 13 (21.3) 3 (4.9) 0 (0.0) 0 (0.0)

　リスク回避（休息） 61 47 (77.0) 13 (21.4) 1 (1.6) 0 (0.0) 0 (0.0)

　リスク回避（ストレスコントロール） 60 39 (65.0) 18 (30.0) 3 (5.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

　リスク回避（禁酒or飲酒制限） 61 49 (80.3) 10 (16.4) 2 (3.3) 0 (0.0) 0 (0.0)

　リスク回避（禁煙） 61 58 (95.1) 3 (4.9) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

　リスク回避（肥満予防） 61 47 (77.0) 14 (23.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

　リスク回避（便秘予防） 61 37 (60.7) 21 (34.4) 3 (4.9) 0 (0.0) 0 (0.0)

　リスク回避（予防接種） 61 32 (52.5) 22 (36.1) 6 (9.8) 1 (1.6) 0 (0.0)

　セルフモニタリング（体重測定） 61 57 (93.4) 4 (6.6) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

　セルフモニタリング（血圧測定） 61 53 (86.9) 8 (13.1) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

　セルフモニタリング（検脈） 61 38 (62.3) 18 (29.5) 5 (8.2) 0 (0.0) 0 (0.0)

　セルフモニタリング（下肢の浮腫） 60 52 (86.7) 8 (13.3) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

必要では

ない

n (%)n

必要である

n (%)

やや必要

である

n (%)

どちらとも

いえない

n (%)

あまり必要

ではない

n (%)



 

 

 

  

表29　教育的介入における指導方法に対する評価

n

実施可能

である

n (%)

やや実施可能

である

n (%)

どちらとも

いえない

n (%)

やや実施困難

である

n (%)

実施困難

である

n (%)

知識の提供・強化 61 20 (32.8) 29 (47.5) 6 (9.8) 4 (6.6) 2 (3.3)

目標設定・行動計画 60 12 (20.0) 24 (40.0) 15 (25.0) 6 (10.0) 3 (5.0)

症状・行動の確認 60 21 (35.0) 26 (43.3) 8 (13.3) 4 (6.7) 1 (1.7)

行動調整に対する支援 61 20 (32.3) 31 (50.8) 4 (6.6) 4 (6.6) 2 (3.2)



 

 

 

  

項目 カテゴリー 抽出数
知識の提供・強化, n=9 マンパワー不足 6

高齢患者の能力的限界 2
時間的制約 1

目標設定・行動計画, n=13 高齢患者の能力的限界 8
毎日記録することの難しさ 6
時間的制約 1

症状・行動の確認, n=7 条件付きの実行可能性 4
高齢患者の能力的限界 2
時間的制約 1

行動調整に対する支援, n=4 時間的制約 3
介入実施者の能力に対する懸念 2

注1）表中には自由記述の内容をカテゴリー化した結果を示した。

表30　教育的介入の指導方法が「どちらともいえない」～「実行困難」と回答した理由（自由記述）
　　　　より抽出したカテゴリー



 

 

 

表31　本プログラムに対する意見（自由記述）より抽出したカテゴリー n=22

カテゴリー 抽出数

肯定的な意見 11

実行可能性を懸念する意見 6

改良に向けた意見 6

スタッフ教育に関する意見 4
注1）表中には自由記述の内容をカテゴリー化した結果を示した。



 

 

表32　外来における慢性心不全患者に対する患者指導の実態

項目 回答 n (%)

実施状況, n=60 全員に実施している 1   (1.7)
指導が必要な患者のみ実施している 36 (60.0)
希望者のみ実施している 3   (5.0)
実施していない 20 (33.3)

実施方法(複数回答）, n=40 個別・対面での実施 あり 38 (95.0)
なし 2  (5.0)

個別・電話での実施 あり 3   (7.5)
なし 37 (92.5)

集団での実施 あり 0   0)
なし 40 (100)

実施頻度, n=40 定期的に実施 16 (40.0)
不定期に実施 22 (55.5)
その他 2   (5.0)

所要時間, n=40 5分～15分 17 (42.5)
20分～30分 15 (37.5)
30分～60分 8 (20.0)

実施者, n=40 看護師が実施 28 (70.0)
看護師以外の専門職が実施 1   (2.5)
看護師と他の専門職が実施 11 (27.5)

患者指導の効果, n=40 得られる 7 (17.5)
時々得られる 20 (50.0)
どちらともいえない 9 (22.5)
それほど得られない 3   (7.5)
得られない 1   (2.5)

循環器外来 13 (43.4)
外来 10 (33.3)
病棟 6 (10.0)
心リハ外来 1   (3.3)

医師 7 (35.0)
栄養士 8 (40.0)
理学療法士 4 (20.0)
薬剤師 1   (5.0)

注）所要時間は、自由記述の回答の内容を分数で分類した。

患者指導を実施する看護師の所属部署,
n=30

患者指導を実施するその他の専門職,
n=13（複数回答）



 

 

項目 カテゴリー 抽出数

患者指導を実施しない理由, n=11 患者指導への取り組みがない 7
時間的制約・マンパワー不足 5

定期外来受診時 13

指導の必要性を感じた時 5
症状増悪時 4
医師の指示があった時 1

注）表中には自由記述の内容をカテゴリー化した結果を示した。

表33　外来における慢性心不全患者に対する患者指導の実態の自由記述欄より抽出したカテゴリー

定期的に実施する場合のタイミング, n=13

不定期に実施する場合のタイミング, n=10



 

 

表34　外来で実施している主な指導内容（自由記述）よ抽出したカテゴリー n=34

項目 カテゴリー 抽出数

実施している介入の内容 知識の提供・強化 29
セルフケア実施状況の確認 8
記録の振り返り 7
理解度の確認 5
行動調整に対する支援 3
症状のアセスメント 2
目標設定と評価 2
介護者教育 1

指導項目 体重 14
水分 14
心不全症状 11
食事 10
服薬 10
塩分 9
活動 7
心不全 6
セルフモニタリング 6
血圧 6
生活指導 6
症状増悪時の対応 6
受診のタイミング 5
セルフケア 3
感染予防 3
心理社会的側面 3
休息 2
浮腫 2
呼吸困難 2
合併症 1
禁煙、飲酒制限 1
睡眠 1

注）表中には自由記述の内容をカテゴリー化した結果を示した。自由記述の内容は、実施している介
入の内容に関するものと、指導項目に関するものに分類されたため、項目別にカテゴリーを抽出した。



 

 

表35　慢性心不全患者に指導を行う上での課題（自由記述）よ抽出したカテゴリー
n=39

カテゴリー 抽出数
時間・場所の確保 13
患者指導体制の構築 8
指導が困難な患者への介入 8
スタッフ教育 8
他職種・他部署との連携 7
人員確保 5
家族への指導 5
指導効果の確認・評価 4
アセスメント能力の向上 3
診療報酬上の評価獲得 2
スタッフからの理解・協力の獲得 2
要指導患者の抽出 2
個別性を重視した指導 2
継続的な介入の実施 2
施設入所患者への指導 1
教材の確保 1
早期介入 1
アセスメントシートの開発 1
心理的サポート 1
社会資源の紹介・調整 1

注）表中には自由記述の内容をカテゴリー化した結果を示した。



 

 

表 36 教育的介入プログラム（原案）の有用性の検討結果 ①プログラム原案を構成する介入方法の適切性 （その 1） 

評価項目 

回答結果（％） 
有用性 

の評価 

原案修正

の有無 
修正内容 根拠 

適切で

ある 

適切で

はない 

介入の形式 76.7 5.0 不十分 有 個別・対面を原則とする。 

外来受診の間隔が1か月以上に

なる場合、電話によるフォロー

アップを行う。 

実際に患者指導を実施していると回答した者（n=38）の

95%が個別・対面の介入形式をとっていた。日程調整の行

い易さからも、集団よりも個別の方が現実的であり、適切

である。ただし、原案には外来受診の間隔が 1 か月以上に

なる患者に対するフォローアップの形式が示されていな

かったため、追加立案した。 

 

介入の実施

場所 

73.4 5.0 不十分 有 初期教育に病棟（入院中）を追

加する。 

病棟、外来いずれも、面談可能

な個室で実施する。 

「適切ではない」の回答率がわずか 3.6%であった。また、

適切な場所に対する回答の全てが「面談可能な個室」であ

ったことから、病棟、外来において面談可能な個室を使用

することは適切である。 

 

 

介入実施者 52.5 6.5 不十分 有 入院中の初期教育は病棟看護

師が実施する。 

外来での初期教育とフォロー

アップは専従可能な看護師が

実施する。 

「適切である」の回答率が 50%と低かった。自由記述の内

容からは、外来看護師が外来業務を抱えた状態で教育的介

入を実施することは非常に困難であることも明らかとな

った。適任者の自由記述には、専従者の配置を求める意見

が多くあったため、修正案に反映させた。 

 

介入期間 55.7 11.5 不十分 無  適切であると思う介入期間に対する意見は、「6 か月間」が

22％と最多であるが、12 か月以上必要であるという意見

も 19％であり意見が分かれている。セルフケアの習得は行

動変容を必要とするため長期的な介入が必須である。した

がって、介入期間については原案通り 12 か月間とした。 

 

 

介入の回数 44.3 11.5 不十分 有 初期教育を 3 回（入院中 2 回と

外来受診時 1 回）に増やす。 

フォローアップは、セルフケア

実施状況が良好であれば、7-12

「適切である」の回答率が最も低かった。「適切であると思

う介入回数」への回答としては、初期教育は増やすべき、

フォローアップは減らすべき、個別性に応じた対応をすべ

き、という意見が多かった。初期教育の回数を増やすべき

次頁へ続く 



 

 

注 1）回答結果の「適切である」には「やや適切である」を含む。注 2）回答結果の「適切ではない」には「あまり適切ではない」を含む。 

注 3）有用性の評価は、回答結果「適切である（「やや適切である」を含む）」が 80%以上の場合：有用性が高い（表中には「高い」と記載）、「適切ではない

（「やや適切ではない」を含む）」が 20%以上の場合：有用性が低い（表中には「低い」と記載）、「適切である（「やや適切である」を含む）」が 80%に満たな

い場合：有用性が十分ではない（表中には「不十分」と記載）、とした。 

の回数を減らす（外来受診日に

合わせた実施とし、月 1 回を原

則としない）。 

という意見は、初期教育で提供する情報を知識として定着

させるためにも妥当な考えであり、修正案として採用し

た。フォローアップについては、アンケートの意見より、

前半の 6 か月間は月 1 回の実施を原則とするが、プログラ

ム期間全体を通して毎月実施する必要はないと判断した。

後半は、患者のセルフケア実施状況が良好の場合には、受

診頻度に合わせて間隔を空け、回数を減らした。 

 

介入の所要

時間 

72.1 8.2 不十分 有 初期教育は 30 分程度/回に減ら

す。フォローアップは原案通り

の実施とする。 

適切であると思う所要時間への回答は、「初期教育の時間

を減らす」が最も多かった。適切な時間への自由記述では

30～40 分という意見が最も多かった。初期教育は回数を

修正し、3 回に増やしていることから、1 回あたりの時間

も修正し、30 分程度とした。 

 

表 36 教育的介入プログラム（原案）の有用性の検討結果 ①プログラム原案を構成する介入方法の適切性 （その 2） 



 

 

表 37 教育的介入プログラム（原案）の有用性の検討結果 ②教育的介入において提供する知識の必要性 （その 1） 

評価項目 

 

回答結果（％） 
有用性の評価 

原案修正の

有無 
修正内容 根拠 

必要である 必要ではない 

心不全の病因・基礎疾患 95.0 1.7 十分 無   

症状（呼吸困難） 98.4 1.6 十分 無   

症状（下肢浮腫） 100 0 十分 無   

症状（易疲労感） 98.4 0 十分 無   

症状（咳） 95.1 0 十分 無   

症状（急激な体重増加） 100 0 十分 無   

症状（睡眠時呼吸困難） 96.7 0 十分 無   

症状（動悸） 93.5 1.6 十分 無   

症状（食思不振） 88.6 1.6 十分 無   

症状（腹部膨満感） 85.3 4.9 十分 無   

薬物療法の目的 100 0 十分 無   

セルフケアと予後の関係 95.7 0 十分 無   

水分制限 95.8 1.6 十分 無   

塩分制限 100 0 十分 無   

服薬順守 100 0 十分 無   

適度な運動 95.1 0 十分 無   

休息 98.4 0 十分 無   

ストレスコントロール 95.0 0 十分 無   

飲酒制限 96.7 0 十分 無   

禁煙 100 0 十分 無   

肥満予防 100 0 十分 無   

次頁へ続く 



 

 

注1） 回答結果の「必要である」には「やや必要である」を含む。 

注2） 回答結果の「必要ではない」には「あまり必要ではない」を含む。 

注 3）有用性の評価は、回答結果の「必要である（「やや必要である」を含む）」が 80%以上の場合：有用性が高い（表中には「高い」と記載）、「必要

ではない（「あまり適切ではない」を含む）」が 20%以上の場合：有用性が低い（表中には「低い」と記載）、「必要である（「やや必要である」を

含む）」が 80%に満たない場合：有用性が十分ではない（表中には「不十分」と記載）、とした。 

 

便秘予防 95.1 0 十分 無   

予防接種 88.6 1.6 十分 無   

体重測定の方法 100 0 十分 無   

血圧測定の方法 100 0 十分 無   

検脈の方法 91.8 0 十分 無   

下肢浮腫の観察 100 0 十分 無   

表 37 教育的介入プログラム（原案）の有用性の検討結果 ②教育的介入において提供する知識の必要性 （その 2） 



 

 

評価項目 

 

回答結果（％） 
有用性 

の評価 

原案修正

の有無 
修正内容 根拠 

実施可能 

である 

実施困難 

である 

知識の提供・強化 80.3 9.9 十分 有 初期教育に病棟での実施 2 回

を追加し、1 回の所要時間を 30

分程度に減らした。 

 

評価結果は、「十分」であったが、理由の自由記述が多く、介入

方法に含まれる介入形式、介入回数にも関連する項目のため見直

しが必要であるか検討をした。 

「どちらともいえない」～「適切ではない」と回答した理由の自

由記述からは、【マンパワー不足】【時間的制約】といったカテゴ

リーが抽出された。「知識の提供・強化」の中でも、初期教育に

おける知識の提供の実行可能性が低く評価されていたことが推

察されたため、初期教育の実行を困難にしている要因を取り除く

よう、プログラム原案を修正した。 

目標設定・行動計画 60.0 15.0 不十分 有 セルフケア実施計画書の様式。 

記録は、本人ができない場合の

対策として、家族等による代行

を推奨する項目を加筆した。 

「どちらともいえない」～「適切ではない」と回答した理由の自

由記述欄からは、【記録することの難しさ】【高齢者の能力的限界】

というカテゴリーが抽出された。 

原案では、セルフケア実施計画書を使用し、本人による目標設定

と行動計画の立案、セルフケア実施計画書への記録を予定してい

たが、対象が高齢者の場合、実行が難しいことが明らかとなった。

したがって、高齢者であっても実行可能となるよう、実施計画書

の様式と記録の方法を修正した。 

症状・行動のモニタリング 78.3 8.4 不十分 無  「どちらともいえない」～「適切ではない」と回答した理由の自

由記述欄からは、【条件付きの実行可能性】【高齢者の能力的限界】

というカテゴリーが抽出され、記録ができなければ振り返りは困

難、という意見が多く記述されていた。しかし、本項目は、患者

がセルフモニタリングやセルフケア実行計画の記録を毎日記入

できていない場合であっても、看護師が患者と一緒に前回のフォ

ローアップ後の症状や自宅での行動を振り替えることで達成が

可能な内容である。したがって、修正は不要である。 

行動調整に対する支援 83.1 9.8 十分 無 内容妥当性の評価が「十分」で

あるため、原案の内容は修正し

ない。 

 

表 38 教育的介入プログラム（原案）の有用性の検討結果 ③教育的介入における指導方法の実行可能性  

注 1）回答結果の「実施可能である」には「やや実施可能である」を含む。注 2）回答結果の「実施困難である」には「やや実施困難である」を含む。 

注 3）有用性の評価は、回答結果の「実施可能である（「やや実施可能である」を含む）」が 80%以上の場合：有用性が高い（表中には「高い」と記載）、「実

施困難である（「やや実施困難である」を含む）」が 20%以上の場合：有用性が低い（表中には「低い」と記載）、「実施可能である（「やや実施可能であ

る」を含む）」が 80%に満たない場合：有用性が十分ではない（表中には「不十分」と記載）、とした。 



 

 

単元 

 

目標 

 

指導内容 

 

セルフエフィカシー・動機づけ

の強化に用いる方法 

※（）は介入に用いる情報源 

介入により強化

するセルフケア

の影響要因 

実施 

場所 

（回） 

指導者 

（回） 

単元 1 

 

初期教育 

1～3 

 

 

 

学習目標 

心不全やセルフケアに関する知識やス

キルを身につける 

 

行動目標 

・心不全の病因、症状、薬物治療につい

て理解する 

・心不全の疾患管理として必要なセルフ

ケアを理解する 

・セルフケアを実施した結果を予測する 

・セルフケアを実施することの重要性を

理解する 

 

・プログラム全体の流れと目標の確認をする。 

・心不全とセルフケアに関する基礎知識を理解させる

ために、心不全の病因、症状、薬物治療とセルフケ

アについてわかりやすく媒体を使って説明する。 

 

・セルフケアが心不全の予後に影響する重要な行動

であることを理解させるために、セルフケア行動が維

持できている成功事例を使って説明する。 

 

・セルフモニタリングの方法を演習し、出来たことを称

賛し、承認することにより、セルフケアを実施する能

力に自信を持たせる。 

 

 

・健康回復に対してどのような信念をもっているのか、

どのようなことを優先して生活してきたのかを確認す

る。 

 

・セルフケア実施計画書を作成させる。 

 

 

知識の提供・強化 

（言語的説得） 

 

 

知識の提供・強化 

（言語的説得） 

（代理的経験） 

 

行動調整への支援 

（遂行行動の達成） 

（言語的説得） 

（情動的喚起） 

 

行動調整への支援 

（言語的説得） 

 

 

目標設定・行動計画 

（遂行行動の達成） 

（情動的喚起） 

 

 

 

知識 

 

 

 

知識 

価値 

 

 

スキル 

経験 

自信 

 

 

経験 

価値 

 

 

自信 

 

病棟 

(1～2) 

 

外来 

(3) 

 

 

 

病棟 Ns. 

(1～2) 

 

専従 Ns. 

(3) 

 

 

単元 2 

 

フォローア

ップ 1～6 

 

学習目標 

学習したセルフケアを日常生活に適用す

る 

 

行動目標 

・セルフモニタリングを毎日実施する 

・セルフケア実施計画の評価を毎日行う 

・リスク因子を回避した生活を送る 

 

・セルフケアを実施できるという自信をも

つ 

 

・セルフモニタリングの記録の結果およびセルフケア

実施計画書の達成状況を確認し、出来たところを褒

め、承認することで、継続の動機づけを行う。さら

に、実施計画の達成状況から、セルフケアと体調と

の関連を理解させる。 

 

・体調に良い変化をもたらした行動、悪い変化をもた

らした行動の評価ができるようになるために必要な

情報提供を行う。 

 

 

 

 

症状・行動の確認 

（遂行行動の達成） 

行動調整への支援 

（言語的説得） 

 

 

知識の提供 

行動調整への支援 

（言語的説得） 

 

 

 

経験 

自信 

価値 

 

 

 

経験 

知識 

スキル 

 

 

外来 

(1～6) 

専従 Ns. 

(1～6) 

次頁へ続く 

表 39 慢性心不全患者に対するセルフケア向上のための教育的介入プログラム修正版 概要 （その 1） 



 

 

 

 ・セルフモニタリングの結果より、行動が理想のセルフ

ケアと乖離している場合は、生活全体を分析し、影

響要因について内省させる。 

 

・内省結果に基づき、セルフケア実施計画書を作成さ

せる。 

 

 

行動調整への支援 

（言語的説得） 

（遂行行動の達成） 

 

目標設定・行動計画 

（遂行行動の達成） 

（情動的喚起） 

 

経験 

スキル 

自信 

 

自信 

  

単元 3 

 

フォローア

ップ 7～12 

 

学習目標 

セルフケアを習熟する 

 

行動目標 

・セルフモニタリングが習慣化する 

・リスク因子を回避した生活が習慣化す

る 

・セルフケアの実施を継続できるという自

信をもつ 

 

・セルフモニタリングの記録の結果およびセルフケア

実施計画書の達成状況を確認し、出来たところを褒

め、承認し、継続への動機づけを行う。 

 

 

・セルフモニタリングの結果より、行動が理想のセルフ

ケアと乖離している場合は、生活全体を分析し、影

響要因について内省させる。 

 

 

※必要な者に対してのみ実施 

・内省結果に基づき、セルフケア実施計画書を作成さ

せる。 

 

症状・行動の確認 

（遂行行動の達成） 

行動調整への支援 

（言語的説得） 

 

行動調整への支援 

（言語的説得） 

（遂行行動の達成） 

 

 

 

行動調整への支援 

（言語的説得） 

（遂行行動の達成） 

 

 

経験 

スキル 

 

 

 

 

セルフエフィカ

シー 
外来 

(7～12) 
看護師 

 

表 39 慢性心不全患者に対するセルフケア向上のための教育的介入プログラム修正版 概要 （その 2） 



 

 

表 40 学習指導案（単元 1－初期教育①） （その 1） 

単元 1（初期教育 1） 

指導テーマ 心不全とセルフケアの知識やスキルを身につけさせる 所要時間×回数 30分×1回 

指導方法 個別の健康教育 想定する参加者 慢性心不全患者と家族 想定するセッション実施者 病棟 Ns. 

使用する教材 患者基本情報アセスメントシート、パンフレット（心不全手帳） 

 時

間 
指導内容と方法 慢性心不全患者が行う活動 留意事項 

導

入 

5

分 

 

◆挨拶と自己紹介。 

◆プログラム全体の流れと目標の確認をする。 

 

◆説明に対して注意を向ける。 

 

 

◆体調や後の予定をたずね、参加を妨げる要因が

ないことを確認してから開始する。 

◆体調が優れないときは中止とする。次回の予定

を確認しパンフレットのみ渡す。 

展

開 

20

分 

 

◆心不全とセルフケアに関する基礎知識を理解させるために、

心不全の病因、症状、薬物治療とセルフケアについてわかり

やすいパンフレット（心不全手帳）を使って説明する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆セルフケアが心不全の予後に影響する重要な行動であるこ

とを理解させるために、セルフケア行動が維持できている成功

事例を使って説明する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆心不全とセルフケアに関する情報を得る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆セルフケアと予後の関係について理解する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆患者の心不全や原因疾患に対する理解度を確

認しながら説明し、誤解がある場合には修正す

る。 

◆アセスメントシート「冠危険因子」は診療記録

から事前に情報収集し、原因疾患の説明時に認

識と相違がないか確認する。 

◆説明に併せて関連情報を収集する。 

アセスメントシート「自覚症状」「心不全増悪

（再入院）の経験」「薬の副作用」へ情報を記

入する。学習者の準備状態（経験）の評価に活

用する。 

 

◆説明に併せて関連情報を収集する。 

アセスメントシート「リスク因子」へ情報を記

入する。学習者の準備状態（習慣）の評価に活

用する。 

・該当するリスク因子があり、そのリスク因子に

対して誤解がある場合には修正する。 

◆水分・塩分摂取量、運動メニューについて、対

象患者に指示された内容を理解しているか確認

する。 

 

 

次頁へ続く 



 

 

◆健康回復に対してどのような価値観や信念をもっている

のか、これまでどのようなことを優先して生活してきたの

かについて確認する。 

 

◆セルフケアの重要性やセルフケアを実施することへの自

信について発問し、動機づけの状態を評価する。 

 

◆健康回復に対してどのような価値観や信念を

もっているのか語る。 

 

 

 

◆治療を優先させた生活が送れない場合にはど

のような価値観や信念が影響していたのか内

省を促す。 

 

◆アセスメントシート「セルフケアを実施するこ

との重要性」「セルフケアを実施することへの

自信」へ記入する。プログラムの効果を評価す

るため、今後の介入により変化するかどうか評

価する。 

 

ま

と

め 

5

分 

 

◆学習内容の振り返り。 

◆次回の日程の確認。 

◆質問の受け付け。 

 

◆学習した内容を振り返る 

 

 

◆不明な点がないように配慮する。 

表 40 学習指導案（単元 1－初期教育①） （その 2） 



 

 

表 41 学習指導案（単元 1－初期教育②） 

単元 1（初期教育 2） 

指導テーマ 心不全とセルフケアの知識やスキルを身につけさせる 所要時間×回数 30分×1回 

指導方法 個別の健康教育 想定する参加者 慢性心不全患者と家族 想定するセッション実施者 病棟 Ns. 

使用する教材 患者基本情報アセスメントシート、パンフレット（心不全手帳）、記録手帳、セルフケア実施計画書、体重計、血圧計 

 時

間 
指導内容と方法 慢性心不全患者が行う活動 留意事項 

導

入 

5

分 

 

◆挨拶と本時の進行について確認する 

◆前回セッションの学習内容を復習する。 

 

◆説明に対して注意を向ける。 

 

 

◆体調や後の予定をたずね、参加を妨げる要因が

ないことを確認してから開始する。 

◆体調が優れないときは中止とする。 

展

開 

20

分 

 

◆セルフモニタリングの方法を演習する。演習の結果、出来た

ことを褒め、承認し、動機付けを行う。 

◆セルフモニタリングの結果を記録する方法について、記録手

帳を用いて説明する。 

◆セルフモニタリング項目と増悪症状を関連付けて説明し、な

ぜモニタリングが必要であるか理解させる。 

 

 

◆セルフケア実施計画書を作成させる。また、作成したセル

フケア実施計画書への記入方法を説明する。 

 

 

◆体重測定・血圧測定・自己検脈の方法、下肢の

浮腫、自覚症状のモニタリング方法と記録方法

について学習する。 

 

 

 

 

 

◆健康回復への目標と、目標を達成するために、

優先して出来そうなセルフケアを決定する。 

 

 

 

◆患者本人の実施が難しい場合には、家族に一緒

に行ってもらうよう依頼する。 

◆増悪症状と判断する場合の基準を分かりやす

く示す。 

 

 

 

 

◆大きな目標よりも、実現出来そうな目標を設定

し、継続して実行出来そうな行動計画を立案さ

せる。 

◆患者本人の記入が難しい場合は、家族に一緒に

行ってもらうよう依頼する。 

ま

と

め 

5

分 

◆学習内容の振り返り。 

◆セルフケア実施計画の確認。 

◆次回の日程（退院後初回外来受診日）の確認。 

◆質問の受け付け。 

◆学習した内容を振り返る 

 

◆不明な点がないように配慮する。 



 

 

表 42 学習指導案（単元 1－初期教育③） 

単元 1（初期教育 3） 

指導テーマ 心不全とセルフケアの知識やスキルを身につけさせる 所要時間×回数 30分×1回 

指導方法 個別の健康教育 想定する参加者 慢性心不全患者と家族 想定するセッション実施者 介入専従 Ns. 

使用する教材 患者基本情報アセスメントシート、パンフレット（心不全手帳・記録手帳）、セルフケア実施計画書、体重計、血圧計 

 時

間 
指導内容と方法 慢性心不全患者が行う活動 留意事項 

導

入 

5

分 

 

◆挨拶と自己紹介。 

◆本時の進行について確認する。 

 

 

◆説明に対して注意を向ける。 

 

 

◆体調や後の予定をたずね、参加を妨げる要因が

ないことを確認してから開始する。 

◆体調が優れないときは中止とする。 

展

開 

20

分 

 

◆心不全症状、リスク因子、セルフケアについて、パンフ

レット（心不全手帳）を用いて説明する。 

◆セルフモニタリングの方法とモニタリング結果の記録方

法について確認する。不明な点がある場合には説明する。 

 

 

◆セルフケア実施計画書の記入方法について不明な点がな

いか確認する。不明な点がある場合には説明する。 

 

◆セルフケア実施計画書を作成させる。 

 

 

◆体重測定・血圧測定・自己検脈の方法、下肢の

浮腫、自覚症状のモニタリング方法と記録方法

について復習する。 

 

 

 

◆セルフケア実施計画書の記入方法について復

習する。 

 

◆健康回復への目標と、目標を達成するために、

優先して出来そうなセルフケアを決定する。 

 

 

 

◆不明な点がないように配慮する。 

 

 

 

 

 

◆不明な点がないように配慮する。 

 

 

◆大きな目標よりも、実現出来そうな目標を設定

し、継続して実行出来そうな行動計画を立案さ

せる。 

 

ま

と

め 

5

分 

◆学習内容の振り返り。 

◆セルフケア実施計画の確認。 

◆次回日程・緊急時受診方法の確認。 

◆質問の受け付け。 

◆学習した内容を振り返る 

 

◆不明な点がないように配慮する。 



 

 

表 43 学習指導案（単元 2－個別・対面によるフォローアップ）（その 1） 

単元 2（フォローアップ 1～6） 

指導テーマ 学習したセルフケアを日常生活に適用させる 所要時間×回数 
30分×6回程度（不定） 

外来受診の間隔が 1か月を超す場合は、6回未満になる。 

指導方法 個別の健康教育 想定する参加者 慢性心不全患者と家族 想定するセッション実施者 専従 Ns. 

使用する教材 フォローアップ用面接シート、パンフレット（心不全手帳）、記録手帳、セルフケア実施計画書 

 時

間 
指導内容 慢性心不全患者が行う活動 留意事項 

導

入 

5

分 

 

◆本時の進行について説明する。 

◆前回からの変化の有無を確認する。 

◆前回に学習した内容を振り返る。 

  

 

◆前回の内容を復習する 

◆変化の有無について答える。 

変化があった場合には出現した症状や現在の

状態、変更後の治療方針について説明する。 

 

◆本日の展開について分かりやすく説明する。 

◆前回のセッションから体調や症状に変化はなか

ったかについても確認する。 

 

展

開 

20

分 

◆セルフモニタリングの記録の結果およびセルフケア実施計画

書の達成状況を確認し、出来たところを褒め、承認し、継続

の動機づけを行う。 

 

 

 

◆実施計画の達成状況とセルフモニタリングの記録を振り返

り、セルフケアと症状に関連があることを理解させる。 

◆体調に良い変化をもたらした行動、悪い変化をもたらした行

動の評価ができるようになるために必要な情報提供を行う。 

 

 

◆セルフモニタリングの結果より、自分の行動が理想のセルフ

ケアと乖離している場合は、自己の生活全体を分析し、影響

要因について内省させる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆モニタリングの結果を振り返る。 

◆セルフケアの実施状況を振り返り、セルフケア

の実施が困難であったかどうかについての認

識を述べる。 

 

 

◆セルフケアの実施計画書を振り返りながら、自

分の行動を評価する。 

 

 

 

 

 

◆セルフケアが実施出来なかった理由を考える。 

◆セルフケアを実施するためには、どのような工

夫が出来るか考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆実施できなかった日がある場合、その日の状況

を想起させる。 

 

 

 

 

◆セルフケア行動が予後に関連することと、どの

ような症状が現れるのかについて分かりやすく

説明する。 

 

 

 

◆治療を優先させた生活が送れない場合にはど

のような価値観や信念が影響していたのか内省

を促す。 

◆関連情報の収集 

アセスメントシート「リスク因子」へ情報を記入す

る。セルフケアの影響要因（習慣・スキル）の評

価に活用する。リスク因子の改善が難しく、他の

専門職の介入が必要な場合には調整する。 

調整が必要な場合には、フォローアップトシート

「多職種による再発予防による取り組み」へ情報

を記入する。 

 

次頁へ続く 



 

 

 

 

◆内省結果に基づいて、セルフケア実施計画書を作成させる。 

 

 

 

◆セルフケア実施計画書を作成する。 

 

 

◆大きな目標よりも、実現出来そうな目標を設

定し、継続して実行出来そうな行動計画を立

案させる。 

◆患者本人の記入が難しい場合は、家族に一緒

に行ってもらうよう依頼する。 

◆関連情報の収集 

フォローアップシート「セルフケアを実施すること

の重要性」「セルフケアを実施することへの自

信」へ情報を記入する。 

→動機づけの状態、信念・価値の評価に活用

する。 

ま

と

め 

5

分 

 

◆本時の振り返り。 

◆セルフケア実施計画の確認 

◆次回日程・緊急時受診方法の確認。 

◆質問の受け付け 

 

◆振り返りを行う。 

 

◆不明な点がないように配慮する 

表 43 学習指導案（単元 2－個別・対面によるフォローアップ）（その 2） 



 

 

表 44 学習指導案（単元 2－電話によるフォローアップ） 

単元 2（電話によるフォローアップ） 

指導テーマ 学習したセルフケアを日常生活に適用させる 所要時間×回数 

10分程度。回数は不定。 

外来受診の間隔が 1か月を超す場合に、前回の受診後 4週

間頃に実施する。 

指導方法 個別の健康教育 想定する参加者 慢性心不全患者と家族 想定するセッション実施者 専従 Ns. 

使用する教材 電話用フォローアップシート、パンフレット（心不全手帳）、記録手帳、セルフケア実施計画書 

 時

間 
指導内容 慢性心不全患者が行う活動 留意事項 

導

入 

2

分 

 

◆挨拶。電話によるフォローアップの目的を説明する。 

◆受診後の変化（症状や療養環境など）の有無を確認する。 

 

 

◆前回の内容を復習する 

◆変化の有無について答える。 

 

 

◆電話の目的について分かりやすく説明する。 

◆返答しやすいように、具体的な症状を挙げて、

自覚がなかったか質問する。 

 

展

開 

7 

分 

程

度 

 

◆セルフモニタリングの記録の結果およびセルフケア実施計画

書の達成状況を確認し、出来たところを褒め、承認し、継続

の動機づけを行う。 

 

 

◆セルフモニタリングの結果より、自分の行動が理想のセルフ

ケアと乖離している場合は、自己の生活全体を分析し、影響

要因について内省させる。 

 

 

◆セルフケア実施計画書の内容を再認識させる。 

 

 

◆モニタリングの結果を振り返る。 

◆セルフケアの実施状況を振り返り、セルフケア

の実施が困難であったかどうかについての認

識を述べる。 

 

◆セルフケアが実施出来なかった理由を考える。 

◆セルフケアを実施するためには、どのような工

夫が出来るか考える。 

 

 

◆セルフケア実施計画書の内容を確認する。 

 

◆記録手帳とセルフケア実施計画書を手元に用

意してもらう。 

◆セルフケアについて困っていることはないか、

分からないことはないか尋ねる。 

 

◆治療を優先させた生活が送れない場合にはど

のような価値観や信念が影響していたのか内省

を促す。 

 

 

◆繰り返し確認することで、意識させる。 

 

ま

と

め 

1

分 

 

◆次回日程確認 

◆質問の受け付け 

 

◆振り返りを行う。 

 

◆不明な点がないように配慮する 



 

 

表 45 学習指導案（単元 3）（その 1） 

単元 3（フォローアップ 7～） 

指導テーマ セルフケアを習熟する 所要時間×回数 

20分程度を外来の定期受診に合わせて実施。 

セルフケア実施状況が良好の場合、電話によるフォローア

ップは行わない。 

指導方法 個別の健康教育 想定する参加者 慢性心不全患者と家族 想定するセッション実施者 専従 Ns. 

使用する教材 フォローアップ用面接シート、パンフレット（心不全手帳）、記録手帳、セルフケア実施計画書 

 時

間 
指導内容 慢性心不全患者が行う活動 留意事項 

導

入 

5

分 

 

◆本時の進行について説明する。 

◆前回からの変化の有無を確認する。 

◆前回に学習した内容を振り返る。 

  

 

◆前回の内容を復習する 

◆変化の有無について答える。変化があった場合

には出現した症状や現在の状態、変更後の治療

方針について説明する。 

 

◆本日の展開について分かりやすく説明する。 

◆前回のセッションから体調や症状に変化はなか

ったかについても確認する。 

 

展

開 

10

分 

 

◆セルフモニタリングの記録の結果を確認し、出来たところを褒

め、承認し、継続の動機づけを行う。 

 

 

 

◆セルフモニタリングの結果より、自分の行動が理想のセルフ

ケアと乖離している場合は、自己の生活全体を分析し、影響

要因について内省させる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆内省結果に基づいて、次回受診日までの行動目標を決定さ

せる。 

 

 

◆モニタリングの結果を振り返る。 

◆セルフケアの実施状況を振り返り、セルフケア

の実施が困難であったかどうかについての認

識を述べる。 

 

◆記録手帳を振り返りながら、自分の行動を評価

する。 

◆セルフケアが実施出来なかった理由を考える。 

◆セルフケアを実施するためには、どのような工

夫が出来るか考える。 

 

 

 

 

 

 

◆次回受診日までの行動目標を決定する。 

 

◆実施できなかった日がある場合、その日の状況

を想起させる。 

 

 

 

◆治療を優先させた生活が送れない場合にはど

のような価値観や信念が影響していたのか内省

を促す。 

◆関連情報の収集 

アセスメントシート「リスク因子」へ情報を記入す

る。リスク因子の改善が難しく、他の専門職の介

入が必要な場合には調整する。 

調整が必要な場合には、フォローアップトシート

「多職種による再発予防による取り組み」へ情報

を記入し、調整に向けて行動する。 

 

◆目標は、記録手帳のメモ欄に記入し、本人も

確認できるようにする。 

◆関連情報の収集 

フォローアップシート「セルフケアを実施すること

の重要性」「セルフケアを実施することへの自

信」へ情報を記入する。 

次頁へ続く 



 

 

→動機づけの状態、信念・価値の評価に活用

する。 

 

ま

と

め 

5

分 

 

◆本時の振り返り。 

◆セルフケア実施計画の確認 

◆次回日程確認 

◆質問の受け付け 

 

◆振り返りを行う。 

 

◆不明な点がないように配慮する 

表 45 学習指導案（単元 3）（その 2） 
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資料 19 電話用フォローアップシート 

資料 20 電話用フォローアップシートの活用方法 
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1. 心不全について 

①心不全の病態 

 ※心不全手帳参照 

 

②心不全を起こした原因疾患は何か  

 ※カルテより情報収集する 

 

③心不全の進行を示す症状や徴候  

呼吸困難、浮腫、易疲労感、咳、胸痛、急激な体重増加、睡眠時の呼吸困難、 

動悸、食思不振、悪心、腹部膨満感、など 

 

④心不全の悪化を招くリスク因子 

水分・塩分の過剰摂取、アルコール摂取、喫煙、服薬の中断、肥満、脂質異常症、 

糖尿病、高血圧症、抑うつや不安などの精神症状 

 

④薬物治療の目的と作用 

目的 心不全症状を軽減し、心臓の機能を安定させる 

主な経口治療薬 作用 

レニン・アンジオテンシン・ア

ルドステロン系抑制薬 

（薬剤名） 

ACE 阻害薬：レニベース、ロ

ンゲス、ゼストリルなど 

ARB：ブロプレスなど、 

抗アルドステロン薬：アルダ

クトンＡなど 

作用：心ポンプ機能が障害されることによって代償機構として活性化した

交感神経系やレニン・アンギオテンンシン系を抑制し、血管を拡張し心臓

を保護する。 

副作用：「空咳」は ACE 阻害薬投薬後 2～3 週間以内に高頻度に出現する。 

注意点：副作用の説明で「空咳」を強調すると頻度が増強するという報告

がある。ACE 阻害薬、ARB ともに血圧低下、腎機能悪化、高カリウム血症

に注意が必要。利尿剤併用時は過度の血圧低下に注意が必要。 

 

β遮断薬 

（薬剤名） 

アーチスト、メインテート 

 

作用：β受容体に結合し、ノルアドレナリンがβ受容体に結合することを

妨げ、交感神経の緊張を和らげる。交感神経の緊張が和らぐことで心拍数

を減少させ、心収縮を弱める。 

副作用：導入期に「重症心不全（特に低心拍出）」「徐脈」「高度弁逆流症」

「減負荷のかけにくい腎機能障害」が現れることがある。 

注意点：導入期は心不全悪化の把握が重要。低心拍出による急性悪化では、

尿量の低下、体重の増加、徐脈や伝導障害に留意する。β遮断薬の効果は、

導入完了後 2-3 か月程経過してから出現するため、導入完了時は不安定に

なっている可能性がある。油断して自己管理不良にならないよう説明

が必要。また、気管を狭くする作用があるため、気管支喘息患者には原

則禁忌。 

資料 1 初期教育時の教育者用資料 
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利尿薬 

（薬剤名） 

ループ利尿薬：ラシックス、ダ

イアート、ルプラック、 

サイアザイド系：フルイトラ

ン、ナトリックス、 

トルバプタン：サムスカなど 

作用：うっ血性心不全の症状であるナトリウムや水分の貯留を軽減し、浮

腫を改善し、血圧を下げる。 

副作用：ループ利尿剤では「電解質異常（低カリウム血症）」「代謝異常（高

尿酸血症、高血糖）」が高頻度で出現する。 

注意点：利尿剤の投与はレニン・アンジオテンシン系（RA系）を賦活化さ

せ、ナトリウムや水分の貯留を促進することがあるため、RA系との併用が

推奨されている。ループ利尿薬などのカリウム喪失性利尿薬は不整脈によ

る突然死を増やす可能性があるため、電解質の管理に注意が必要。安定化

した心不全で利尿薬を中断すると高率で水分貯留に傾き心不全の悪化を招

くため、自己判断での服薬量の中断は行わないよう説明が必要。外出前の

服薬時間調整について説明が必要。 

 

強心薬 

（薬剤名） 

ジゴシン、アカルディなど 

作用：心臓のβ受容体に結合して交感神経を刺激し、心拍出量の増加や心

収縮力の増大によって弱った心臓の働きを強化する。 

副作用：交感神経の過活動の状態が継続することにより心負荷が増大し、

「心筋障害」「不整脈」の増加がもたらされる。 

注意点：経口強心薬の生命予後の増悪が証明されており、使用されること

が少なくなっているが、QOL の改善や活動性の向上、肺うっ血状態からの

離脱を目的として使用されることがある。 

（日本心不全学会「心不全手帳（2012）」、真茅みゆき他「心不全教本」より抜粋） 
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2. セルフケアに関する情報 

①リスク因子を避けた健康的なライフスタイル 

推奨するライフスタイル 解説 

 

水分・塩分の制限 

塩分・水分の過剰摂取は体内の水分貯留を増加させ、心負荷を増加させ、心

不全を悪化させる。ただし、過度の水分制限は脱水による腎機能の悪化、脳

心血管系合併症を誘発する恐れがあるため注意。 

 

処方された服薬計画の 

順守 

薬物治療の目的は心不全症状の安定化と心負荷の軽減であるから、服薬順守

は治療成功の鍵となる。自己判断での服薬の中断は心不全の憎悪を招く要因

となっている。 

 

適度な運動と休息 

状態の安定した慢性心不全では、過度の安静は運動耐容能の低下を助長し、

労作時の易疲労感や呼吸困難などの症状を悪化させる要因となる。適度な運

動は運動耐容能を増して日常生活中の症状を改善し、QOL を高めることが明

らかにされている。 

ただし、心不全は原因疾患や重症度が一様ではないため、臨床所見や運動負

荷試験に基づいて医師の処方した運動メニューに従って個別の運動計画を作

成した上で慎重に行う必要がある。 

 

ストレスマネージメント・

リラクゼーション 

生体にストレスが負荷されると、交感神経系と視床下部下垂体副腎系

（HPAaxis）、精神的ストレス反応性神経体液因子が活性化され内分泌系、神

経系、免疫系などに対して様々な反応を引き起こし、病態の悪化をきたす。

また、過度の精神的ストレスは自己破壊的な行動を引き起こす要因となるた

め病態の悪化をきたすと考えられている。さらに、ストレスフルな状況は人

の行動を消耗させるため、人はストレスを感じている状況よりもストレスに

悩まされていない状況で行う行動に対して強い自信をもって成功を予期する

と考えられている。ただし、ストレスフルな状況を回避するだけでは不安は

一層強く喚起されるため、ストレスフルな状況にうまく対処する方法を習得

することが不安など否定的な情動の喚起を弱めると考えられている。 

特に循環器疾患は精神的ストレスとの強い関連が指摘されており、精神的ス

トレスの 1 つの表現型である抑うつ症状は心不全症例の 2～4 割に認められ

ているとの報告がある。さらに、抑うつは心不全の重症度とは独立した予後

規定因子となっている。 

精神的ストレスへのアプローチとしては、ストレス応答を理解し、患者にと

ってどのような事柄がストレッサーになっているのかを把握する必要があ

る。 

また、抑うつ症状に対しては専門的な治療が必要であることから、ストレス

マネジメントにおいて抑うつ症状のスクリーニングは重要で、抑うつの徴候 
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 が認められた場合には治療的介入が行われるよう医師への報告が必要である。 

＜ストレスへの生体反応＞ 

・不快で危機的な心理的変化 

 不安、緊張、過敏、抑うつ、焦燥、 

混乱などの情緒的反応 

 

・上記の心理的変化に伴う生理的反応 

 疲労、倦怠感、頭痛、動悸、息苦しさ、めまい、 

ふるえ、発汗などの自律神経症状 

 

＜抑うつ症状のスクリーニング方法＞ 

・抑うつ気分、興味や喜びの喪失の有無を確認（二質問法） 

・睡眠と食欲の異常の確認 

 

アルコール摂取制限 
アルコールは水分の過剰摂取につながるおそれがある。また、酒のつまみは塩

辛い物が多く、塩分の過剰摂取にもつながる恐れあり。 

 

禁煙 
喫煙はあらゆる心疾患の危険因子であり、血圧上昇も来す。心不全患者では禁

煙により死亡率や再入院率が低下することが示されている。 

 

肥満の改善 

肥満は糖・脂質代謝異常を来しやすく、高血圧のリスクを高めるため、肥満が

ある場合には総カロリーを制限する必要がある。栄養指導が必要な場合は管理

栄養士による介入が行われるよう調整する必要がある。 

 

排便コントロール 

水分制限により、便意傾向になる可能性がある。過度の努責は血圧上昇を招き、

心負荷を増大させるため、排便コントロールのため食物繊維の多い食品や海藻

類などを多く摂取することや緩下剤の服用について主治医に相談するなどの工

夫が必要。 

 

ワクチン接種 

インフルエンザワクチン接種はインフルエンザおよび肺炎球菌の重症合併を防

ぐ効果があり、冬季の死亡率低下に寄与することが知られている。よって、病

因によらず全ての心不全患者はインフルエンザワクチンを接種することが望ま

しい。 

（日本循環器学会「慢性心不全治療ガイドライン（2010 年改訂版）」「心血管疾患におけるリハビリテーション

に関するガイドライン（2012 年改訂版）」、真茅みゆき他「心不全教本」、和泉徹「エビデンスに基づく循環器

病予防医学-慢性心不全を防ぐ予防戦略とは-（2012）」、Albert Bandura「Self-efficacy: Toward a unifying 

theory of behavioral change(1977)」より抜粋） 
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②リスク因子を避けたライフスタイルの送り方 

推奨するライフスタイル 具体的な方法の説明の仕方 

水分・塩分の制限 1 日の摂取可能な水分量・塩分量の確認 

食品の塩分量・減塩メニューの提案などパンフレットを参照しながら説

明していく。管理栄養士による栄養指導との連携を図る。 

処方された服薬計画の 

順守 
飲み忘れ防止のための方法の提案（服薬カレンダー、服薬ボックス等） 

適度な運動と休息 医師に処方された運動メニューに従って、運動の方法を実演し、方法を

確認する。また、パンフレットを参照しながら運動を実施する時の注意

点と運動を控える時、休息を多くとる日の基準について説明する。 

ストレスマネージメント・リラク

ゼーション 

ストレスとうまく付き合う方法について、パンフレットを参照しながら

説明する。日常生活の中で、ストレス応答を経験することがあるかどう

か確認し、応答の経験がある場合には、ストレッサーの把握に努める。

※説明をしながら、抑うつ症状のスクリーニングと睡眠障害の有無につ

いて確認し、症状が疑われた場合は医師へ報告する。 

アルコール摂取制限 患者が飲酒を希望している場合は、どの位の量であれば摂取可能である

か医師へ確認し説明する。 

禁煙 
喫煙が習慣になっており禁煙が難しい場合には医師へ相談。 

肥満の改善 塩分制限と共に食事内容や調理方法について説明。管理栄養士との連携

を図る。 

排便コントロール 規則的な排便リズム作りと食事内容の改善について説明。緩下剤の服用

についても必要があれば医師に相談するよう提案。 

ワクチン接種 ワクチン接種の励行に加え、普段から感冒の予防に努めるよう基本的な

予防方法について説明する。 

（日本循環器学会「慢性心不全治療ガイドライン（2010年改訂版）」「急性心不全治療ガイドライン（2011年改

訂版）」、日本心不全学会「心不全手帳（2012）」、真茅みゆき他「心不全教本」、和泉徹「エビデンスに基づく循

環器病予防医学-慢性心不全を防ぐ予防戦略とは-（2012）」より抜粋） 

 

 

 

 

③セルフモニタリングの必要性 

セルフモニタリングの 

目的・意義 

目的：心不全の増悪症状や徴候の出現時に、それらを適切に認識する。 

意義：適切なセルフモニタリングを行い増悪症状や徴候を認知出来れば、速やかに

悪化を防ぐための対処行動がとれるが、症状や徴候を認知できなければ、対

処が遅れ急性増悪を招いてしまう可能性が高い。 

 

（日本循環器学会「慢性心不全治療ガイドライン（2010 年改訂版）」「急性心不全治療ガイドライン（2011 年改訂

版）」、日本心不全学会「心不全手帳（2012）」、真茅みゆき他「心不全教本」、和泉徹「エビデンスに基づく循環器

病予防医学-慢性心不全を防ぐ予防戦略とは-（2012）」より抜粋） 
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④セルフモニタリングが必要な項目 

項目 解説 

 

体重 

短期間での体重増加は体液貯留の指標として有用であり、日の単位で体重 2kg 以上の

増加は心不全の急性増悪を強く示唆する。年齢、合併症、心不全の状態により目標体

重および受診の目安となる体重増加は異なるため、医師による基準の設定が必要。尿

量低下、浮腫を伴う。 

 

血圧 

高血圧症は心不全の基礎心疾患の 1 つであり、心不全管理のためには血圧管理が必要

になる。また、心不全の急性増悪がある場合、血圧の上昇を伴っていることが多い。

心不全の急性増悪によりうっ血症状がある場合には 16cmH2O 血圧の上昇を認める。ま

た、低心拍出状態による末梢循環不全がある場合には血圧の低下を認める。 

 

脈拍 

心不全の代償機能として起こる交感神経の亢進に起因し脈拍は微弱で頻脈となる。こ

の場合、心筋障害等を要因として期外収縮や消失性不整脈を合併することにより、普

段は感じることのない心拍を動機として自覚することがある。また、心不全の急性増

悪時にはしばしば高度の徐脈、心房細動・心房粗動が出現するため、脈拍の変動が指

標となる。 

下肢の浮腫 短期間での体液の貯留は心不全の急性増悪を強く示唆するが、その指標としては体重

の他に下肢浮腫の出現も有用である。 

 

息切れ 

短期間での体液の貯留は心不全の急性増悪を強く示唆するが、肺うっ血を原因とする

労作時の息切れ、安静時の呼吸困難の出現は有用な指標となる。 

疲れやすさ 健常者は運動により運動骨格筋の血流は安静時の数倍から 10数倍に増加するが、心不

全の増悪により低心拍出がある場合、運動時の心拍出量増加および運動骨格筋の血流

の増加が著しく制限され、疲れやすさを自覚するようになる。 

食欲低下 右心不全による中心静脈圧の上昇に伴い消化器系臓器のうっ血に起因し、食欲低下、

悪心、腹部膨満感といった消化器症状が出現する。 

 

（日本循環器学会「慢性心不全治療ガイドライン（2010年改訂版）」「急性心不全治療ガイドライン（2011年改訂

版）」、日本心不全学会「心不全手帳（2012）」、真茅みゆき他「心不全教本」、和泉徹「エビデンスに基づく循環器

病予防医学-慢性心不全を防ぐ予防戦略とは-（2012）」より抜粋） 

 

 

⑤セルフモニタリングの方法と結果の記録の仕方 

・体重測定は毎日同じ時間に、同じような服装で行うよう説明する。 

・血圧測定、脈拍の測定方法、下肢浮腫の確認方法を実演し、患者と家族にも行ってもらい手技を確

認する。記録方法についてもパンフレットを参照しながら説明する。 

 ・モニタリングの結果、測定値の変化または自覚症状の出現がある場合は、活動制限や水分制限を行

いつつ、速やかに受診するまたは医療機関へ相談の電話をするよう説明しておく。 



 

 

セルフケア実施計画書                          期間   年   月   日 ～  年  月   日 

本人・家族の健康回復への目標 再発予防・健康維持のための目標（優先して取り組むセルフケアを選択） 

□食事管理   □水分管理  □内服管理    □適度な運動  □ストレス管理   

□体重・血圧測定、検脈    □自覚症状の観察 □その他（           ） 

 

優先

順位 
目標 ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ 

 □塩分を控えた食事を摂る（1 日   ｇ）               

 □水分制限を守る    （1 日   ml）               

 □薬の飲み忘れをしない               

 □決められた運動を行う               

 □イライラしたり、落ち込んだりしない               

 □体重測定、血圧測定、検脈を毎日行う               

 □自覚症状の確認を毎日行う               

 

優先

順位 
目標 ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ 

 
               

 □塩分を控えた食事を摂る（1 日   ｇ）               

 □水分制限を守る    （1 日   ml）               

 □薬の飲み忘れをしない               

 □決められた運動を行う               

 □イライラしたり、落ち込んだりしない               

 □体重測定、血圧測定、検脈を毎日行う               

 □自覚症状の確認を毎日行う               

※目標通り行動ができた日：○、あまりできなかった日：△、全く出来なかった日：× 

資料 2 プログラム原案のセルフケア実施計画書 
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患者基本情報アセスメントシート            評価日   年   月   日 

 患者氏名              男・女       生年月日    年    月   日（  歳）        

主治医： 看護師： 

他職種（    ）： 他職種（     ）： 

他職種（    ）： 他職種（     ）： 

 

診断名  合併症  

心不全と診断された時期    年   月   日 心不全による入院歴 □無 □有（       ） 

冠危険因子 

（既往歴） 

□高血圧  □脂質異常症  □糖尿病  □高尿酸血症   □慢性腎臓病（CKD） 

□肥満   □喫煙     □狭心症  □陳旧性心筋梗塞 □家族歴 

□その他（                                 ）  

活動時のリスク 

心機能 □正常 □低下（EF      %） 関節可動域制限 □無 □有（     ） 

不整脈 □無  □有（       ） 虚血（残存狭窄） □無 □有（     ） 

その他  

NYHA 心機能分類 □Ⅰ度 : 心疾患はあるが、身体活動の制限がない患者。 

日常的な身体活動の範囲では過度の疲労感、動悸、息切れ、強心発作は起こらない。 
 

□Ⅱ度 : 心疾患により身体活動の軽度制限をきたしている患者。 

     安静時は無症状。日常的な身体活動により疲労感、動悸、息切れ、狭心症発作が起こる。 
 

□Ⅲ度 : 心疾患により著しい身体活動の制限をきたしている患者。 

     安静時は無症状だが、日常的な身体活動以下で疲労感、動悸、息切れ、狭心症発作が起こる。 
 

□Ⅳ度 : 心疾患によりいかなる身体活動にも症状をともなう患者。 

     安静時にも心不全症状や狭心症症状が認められる。身体活動を行おうとすると、胸部不快感

が増強する。 

 

理想体重         kg: 現在の体重        kg BMI（18.5～25.9）          kg/m2 

目標血圧         ／      mmHg 現在の血圧（または家庭血圧）       ／     mmHg 

水分制限               ml/日まで 塩分制限               ｇ/日まで 

 

血液検査結果（検査日:     月   日） 

□HbA1c                                  % □LDL-C                               mg/dl 

□HDL-C                                mg/dl □中性脂肪               mg/dl 

□BNP                                  pg/ml □他（                   ） 

 

日常生活の自立度（実際に行っている活動） 

安静度 □ベッド上 □車椅子  □室内歩行  □屋外歩行 

歩行（移動） □車椅子（自立・他者操作）□介助歩行  □杖歩行  □屋内歩行  □屋外歩行 

□その他（                                ） 

調理 □自立   □介助   □未実施（調理者:                                        ） 

食品の買い物 □自立   □付添（付添者:               ） □未実施（実施者:                  ） 

清潔 □自立   □介助（          ）  ※□入浴 □シャワー □洗髪 □清拭                       

資料 3 患者基本情報アセスメントシート 
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運動耐容能 □良好    □低下   （健常人の     ％:                  METs）                    

運動内容・処方 
□呼吸訓練 □ストレッチ □筋力増強  □日常生活動作 □歩行 

※運動処方（                                  ） 

 

環境 □独居   □同居（     ） 家族の協力体制 □困難  □有（        ） 

職業 □無職   □休職中  □発症後退職  □退職予定   

□職業あり（職種:                    業務内容:         勤務時間:        ）        

通院方法 □徒歩  □電車・バス  □自家用車（本人運転・他者運転） 
 

※付添: □なし  □あり（            ）移動に要する時間（         ） 

通院頻度 （                                       ） 

  

リスク因子の有無 

水分制限 □未実施     

□忘れる日がある（     回/週実施） 

□実施している（平均的水分摂取量        ml/日） 

塩分制限 □未実施   

□忘れる日がある（     回/週実施） 

□実施している（平均的塩分摂取量        ml/日） 

服薬 □飲み忘れなし ※工夫していること: なし・あり（             ） 

□飲み忘れる日がある（        回/週程度:         日/回程度） 

※服薬を管理している人: 本人・他者（          ）           

運動 □未実施  □定期的に実施（内容:                     頻度:       ） 

休息 □疲れを感じたら休む  □疲れを感じても無理をすることがある 

ストレス 抑うつ症状の有無（二質問法） 

Ⅰ)この 1 か月間、気分が沈んだり、憂うつな気持ちになったりすることがよくありましたか 

 □なかった    □あった 

Ⅱ)この 1 か月間、どうしても物事に対して興味がわかない、あるいは心から楽しめない感が

よくありましたか 

 □なかった    □あった 

 

睡眠状況（アテネ睡眠尺度日本語版） 

※過去 1 か月間の睡眠について、少なくとも 3 回以上経験した内容を選択する 

①寝つきの問題について（寝床に入って電灯を消してから眠るまでに要した時間） 

 □問題なかった      □少し時間がかかった  □かなり時間がかかった 

 □非常に時間がかかったか、眠れなかった 
 

②夜間、睡眠途中に目が覚める問題について 

 □問題になる程ではなかった □少し困ることがあった □かなり困っている 

 □深刻な状態か、全く眠れなかった 
 

③希望する時間よりも早く目覚め、それ以上眠れない問題について 

 □そのようなことはなかった □少し早かった   □かなり早かった 

 □全く足りないか、全く眠れなかった 
 

④総睡眠時間について 

 □十分だった        □少し足りなかった □かなり足りなかった  

□全く足りないか、全く眠れなかった 
 

⑤全体的な睡眠の質について 

 □満足している       □少し不満     □かなり不満 

 □非常に不満か、全く眠れなかった  
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 ⑥日中の満足感について 

 □いつも通り    □少し低下   □かなり低下   □非常に低下 
 

⑦日中の活動について（身体的および活動的） 

 □いつも通り    □少し低下   □かなり低下   □非常に低下 
 

⑧日中の眠気について 

 □全くない     □少しある   □かなりある   □激しい 

飲酒 □しない   □することがある（頻度:           量:                    ） 

喫煙 □しない   □受動喫煙   □する（             本/日） 

肥満 □なし    □要指導 

便秘 □なし    □あり    ※排便パターン: 毎日・（        ）日に 1 回程度 

インフルエンザワクチン接種 □接種予定    □接種しない 

 

自覚症状の 

経験 

□経験なし 

□労作時の息切れ ※時期:              

生活への影響: なし・あり（                      ） 

□安静時呼吸困難 ※時期:              

生活への影響: なし・あり（                      ） 

□易疲労感・倦怠感※時期:              

生活への影響: なし・あり（                      ） 

□1 日で 2kg 以上の体重増加 

※時期:              

生活への影響: なし・あり（                      ） 

□食欲低下    ※時期:              

生活への影響: なし・あり（                      ） 

□睡眠障害    ※時期:              

生活への影響: なし・あり（                     ） 

薬の副作用 □経験なし 

□経験有 ※薬剤名:                    

症状: 

            生活への影響: なし・あり（                          ） 

       実施した対処行動: 

 

心不全増悪（再

入院）の経験 

□なし 

□あり ※時期:  

      症状: 

           生活への影響:  

原因: 

実施した対処: 

健康転帰: 

 

セルフモニタ

リング 

体重測定 □実践していない □実践している ※頻度: 毎日・週に（      ）回程度 
  

血圧測定 □実践していない □実践している ※頻度: 毎日・週に（      ）回程度  

                         実施者: 本人・他者（          ） 

自己検脈 □実践していない □実践している ※頻度: 毎日・週に（      ）回程度  

                         実施者: 本人・他者（          ） 
 

下肢の浮腫□確認していない □確認している ※頻度: 毎日・週に（      ）回程度  

                         実施者: 本人・他者（          ） 

その他（               ）   

     □確認していない □確認している ※頻度: 毎日・週に（      ）回程度  

                         実施者: 本人・他者（          ） 
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セルフケアを

実施すること

の重要性 

         

 

塩分を控えた食事を摂る 

 

水分制限を守る 

 

 

薬の飲み忘れをしない 

 

 

定期的に運動をする 

 

 

イライラしたり、 

落ち込んだりしない 

 

体重想定、血圧測定、 

検脈を毎日行う 

 

自覚症状の確認を毎日 

行う 

 

症状が現れたら、水分 

摂取と活動を控え、 

速やか隠受診する 

 

セルフケアを

実施すること

への自信 

 

 

塩分を控えた食事を摂る 

 

水分制限を守る 

 

薬の飲み忘れをしない 

 

定期的に運動をする 

 

イライラしたり、 

落ち込んだりしない 

 

体重測定、血圧測定、 

検脈を毎日行う 

 

自覚症状の確認を 

毎日行う 

 

症状が現れたら、水分 

摂取と活動を控え、 

速やか隠受診する 

 

全く重要

でない 

非常に重

要である 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

全く自信

がない 
非常に自

信がある 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
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多職種による再発予防への取り組み 

（他職種の支援・指導が必要な項目に✔を付ける） 

 

□『食事管理』について 

 □現状のまま継続    □要支援・指導 →（                         ） 

 

□『服薬管理』について 

 □現状のまま継続    □要支援・指導 →（                         ） 

 

□『運動』について 

 □現状のまま継続    □要支援・指導 →（                         ） 

 

□『ストレス管理』について 

 □現状のまま継続    □要支援・指導 →（                         ） 

 

□                   について 

□要支援・指導 →（                                    ） 

 

 

次回面接予定日        年    月    日  

 

注）本資料は日本循環器学会「心血管疾患におけるリハビリテーションに関するガイドライン」に紹介されていた

心臓リハビリ実施計画書の項目、書式を参考にして作成した。 
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フォローアップ用面接シート            評価日   年   月   日 

 

 患者氏名              男・女       生年月日    年    月   日（  歳） 

主治医： 看護師： 

他職種（    ）： 他職種（     ）： 

他職種（    ）： 他職種（     ）： 

 

前回のセッション以降の変化について 

緊急受診の有無 □なし □あり（受診日:         症状:                  転帰:                         ）                

処方薬の変更 □なし □あり（変更日:     内容:           理由:            ） 

 

リスク因子の有無 

水分制限 □未実施     

□忘れる日がある（     回/週実施） 

□実施している（平均的水分摂取量        ml/日） 

塩分制限 □未実施   

□忘れる日がある（     回/週実施） 

□実施している（平均的塩分摂取量        ml/日） 

服薬 □飲み忘れなし ※工夫していること: なし・あり（             ） 

□飲み忘れる日がある（        回/週程度:         日/回程度） 

※服薬を管理している人: 本人・他者（          ）           

運動 □未実施  □定期的に実施（内容:                   頻度:       ） 

休息 □疲れを感じたら休む  □疲れを感じても無理をすることがある 

ストレス 
 

抑うつ症状の有無（二質問法） 

Ⅰ)この 1 か月間、気分が沈んだり、憂うつな気持ちになったりすることがよくありまし

たか 

 □なかった    □あった 

Ⅱ)この 1 か月間、どうしても物事に対して興味がわかない、あるいは心から楽しめない

感がよくありましたか 

 □なかった    □あった 

 

睡眠状況 

※過去 1 か月間の睡眠について、少なくとも 3 回以上経験した内容を選択する 

①寝つきの問題について（寝床に入って電灯を消してから眠るまでに要した時間） 

 □問題なかった      □少し時間がかかった  □かなり時間がかかった 

 □非常に時間がかかったか、眠れなかった 
 

②夜間、睡眠途中に目が覚める問題について 

 □問題になる程ではなかった □少し困ることがあった □かなり困っている 

 □深刻な状態か、全く眠れなかった 
 

③希望する時間よりも早く目覚め、それ以上眠れない問題について 

 □そのようなことはなかった □少し早かった   □かなり早かった 

 □全く足りないか、全く眠れなかった 
 

④総睡眠時間について 

 □十分だった        □少し足りなかった □かなり足りなかった  

□全く足りないか、全く眠れなかった 

 

 

資料 4 フォローアップ用面接シート 
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⑤全体的な睡眠の質について 

 □満足している       □少し不満     □かなり不満 

 □非常に不満か、全く眠れなかった 
 

⑥日中の満足感について 

 □いつも通り    □少し低下   □かなり低下   □非常に低下 
 

⑦日中の活動について（身体的および活動的） 

 □いつも通り    □少し低下   □かなり低下   □非常に低下 
 

⑧日中の眠気について 

 □全くない     □少しある   □かなりある   □激しい 

飲酒 □しない   □することがある（頻度:           量:                    ） 

喫煙 □しない   □受動喫煙   □する（             本/日） 

肥満 □なし    □要指導 

便秘 □なし    □あり    ※排便パターン: 毎日・（        ）日に 1 回程度 
 

セルフモニタ

リング 

体重測定 □実践していない □実践している ※頻度: 毎日・週に（      ）回程度 
  

血圧測定 □実践していない □実践している ※頻度: 毎日・週に（      ）回程度  

                         実施者: 本人・他者（          ） 

自己検脈 □実践していない □実践している ※頻度: 毎日・週に（      ）回程度  

                         実施者: 本人・他者（          ） 
 

下肢の浮腫□確認していない □確認している ※頻度: 毎日・週に（      ）回程度  

                         実施者: 本人・他者（          ） 
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セルフケアを

実施すること

の重要性 

         

 

塩分を控えた食事を摂る 

 

水分制限を守る 

 

 

薬の飲み忘れをしない 

 

 

定期的に運動をする 

 

 

イライラしたり、 

落ち込んだりしない 

 

体重想定、血圧測定、 

検脈を毎日行う 

 

自覚症状の確認を毎日 

行う 

 

症状が現れたら、水分 

摂取と活動を控え、 

速やか隠受診する 

 

セルフケアを

実施すること

への自信 

 

 

塩分を控えた食事を摂る 

 

水分制限を守る 

 

薬の飲み忘れをしない 

 

定期的に運動をする 

 

イライラしたり、 

落ち込んだりしない 

 

体重測定、血圧測定、 

検脈を毎日行う 

 

自覚症状の確認を 

毎日行う 

 

症状が現れたら、水分 

摂取と活動を控え、 

速やか隠受診する 

 

 

全く重要

でない 

非常に重

要である 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

全く自信

がない 
非常に自

信がある 
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0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
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0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 



4 

 

多職種による再発予防への取り組み 

（他職種の支援・指導が必要な項目に✔を付ける） 

 

□『食事管理』について 

 □現状のまま継続    □要支援・指導 →（                         ） 

 

□『服薬管理』について 

 □現状のまま継続    □要支援・指導 →（                         ） 

 

□『運動』について 

 □現状のまま継続    □要支援・指導 →（                         ） 

 

□『ストレス管理』について 

 □現状のまま継続    □要支援・指導 →（                         ） 

 

□                   について 

□要支援・指導 →（                                    ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次回面接予定日        年    月    日  

 

注）本資料は日本循環器学会「心血管疾患におけるリハビリテーションに関するガイドライン」に紹介されていた

心臓リハビリ実施計画書の項目、書式を参考にして作成した。 

◆セルフケア実施状況に対する評価 

□改善         □変化なし       □悪化 

◆セルフケア実施計画書の遂行状況 

□改善         □変化なし       □悪化 
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患者基本情報アセスメントシート            評価日   年   月   日 

 患者氏名              男・女       生年月日    年    月   日（  歳）        

主治医： 看護師： 

他職種（    ）： 他職種（     ）： 

他職種（    ）： 他職種（     ）： 

 

診断名  合併症  

心不全と診断された時期    年   月   日 心不全による入院歴 □無 □有（       ） 

冠危険因子 

（既往歴） 

□高血圧  □脂質異常症  □糖尿病  □高尿酸血症   □慢性腎臓病（CKD） 

□肥満   □喫煙     □狭心症  □陳旧性心筋梗塞 □家族歴 

□その他（                                 ）  

活動時のリスク 

心機能 □正常 □低下（EF      %） 関節可動域制限 □無 □有（     ） 

不整脈 □無  □有（       ） 虚血（残存狭窄） □無 □有（     ） 

その他  

NYHA 心機能分類 □Ⅰ度 : 心疾患はあるが、身体活動の制限がない患者。 

日常的な身体活動の範囲では過度の疲労感、動悸、息切れ、強心発作は起こらない。 
 

□Ⅱ度 : 心疾患により身体活動の軽度制限をきたしている患者。 

     安静時は無症状。日常的な身体活動により疲労感、動悸、息切れ、狭心症発作が起こる。 
 

□Ⅲ度 : 心疾患により著しい身体活動の制限をきたしている患者。 

     安静時は無症状だが、日常的な身体活動以下で疲労感、動悸、息切れ、狭心症発作が起こる。 
 

□Ⅳ度 : 心疾患によりいかなる身体活動にも症状をともなう患者。 

     安静時にも心不全症状や狭心症症状が認められる。身体活動を行おうとすると、胸部不快感

が増強する。 

 

理想体重         kg: 現在の体重        kg BMI（18.5～25.9）          kg/m2 

目標血圧         ／      mmHg 現在の血圧（または家庭血圧）       ／     mmHg 

水分制限               ml/日まで 塩分制限               ｇ/日まで 

 

血液検査結果（検査日:     月   日） 

□HbA1c                                  % □LDL-C                               mg/dl 

□HDL-C                                mg/dl □中性脂肪               mg/dl 

□BNP                                  pg/ml □他（                   ） 

 

日常生活の自立度（実際に行っている活動） 

安静度 □ベッド上 □車椅子  □室内歩行  □屋外歩行 

歩行（移動） □車椅子（自立・他者操作）□介助歩行  □杖歩行  □屋内歩行  □屋外歩行 

□その他（                                ） 

調理 □自立   □介助   □未実施（調理者:                                        ） 

食品の買い物 □自立   □付添（付添者:               ） □未実施（実施者:                  ） 

清潔 □自立   □介助（          ）  ※□入浴 □シャワー □洗髪 □清拭                       

心不全・セルフケアに関する「経験」を評価 

心不全と診断されて 2 か月未満またはセルフケアが必要

な他の疾患の既往歴、心不全の家族歴の有無を評価し、経

験がない場合には、疾患やセルフケアの教育に代理的学

習を取り入れる。情報は事前に診療記録より収集する。 

現在の身体症状・疾患管理の状態を評価 

カリキュラム開始時点の疾患の管理状態が安定し

ているかどうかを評価する。短期間で状態に変化

が認められる場合には対象から除外する。 

情報は事前に診療記録より収集する。 

セルフケアを実行する際の目標値  

毎日の体重管理、水分・食事摂取の指標とする。 

事前に主治医に指示を確認しておく。 

「機能的能力」を評価  

セルフケアの実施範囲、目標、家族

に期待する役割のなどを話し合う

際に役立てる。 

「ケアへのアクセス」を評価 

これまでに、疾患管理に関して専門職からの支援をうけ

たことがあるか、現在受けているかを評価。支援を受けて

おらず、専門的な支援の必要性がある場合は連携に向け

て調整する。 

資料 5 患者基本情報アセスメントシートの活用方法 
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運動耐容能 □良好    □低下   （健常人の     ％:                  METs）                    

運動内容・処方 
□呼吸訓練 □ストレッチ □筋力増強  □日常生活動作 □歩行 

※運動処方（                                  ） 

 

環境 □独居   □同居（     ） 家族の協力体制 □困難  □有（        ） 

職業 □無職   □休職中  □発症後退職  □退職予定   

□職業あり（職種:                    業務内容:         勤務時間:         ）        

通院方法 □徒歩  □電車・バス  □自家用車（本人運転・他者運転） 
 

※付添: □なし  □あり（            ）移動に要する時間（         ） 

通院頻度 （                                  ） 

  

リスク因子の有無 

水分制限 □未実施     

□忘れる日がある（     回/週実施） 

□実施している（平均的水分摂取量        ml/日） 

塩分制限 □未実施   

□忘れる日がある（     回/週実施） 

□実施している（平均的塩分摂取量        ml/日） 

服薬 □飲み忘れなし ※工夫していること: なし・あり（             ） 

□飲み忘れる日がある（        回/週程度:         日/回程度） 

※服薬を管理している人: 本人・他者（          ）           

運動 □未実施  □定期的に実施（内容:                     頻度:       ） 

休息 □疲れを感じたら休む  □疲れを感じても無理をすることがある 

ストレス 

 

 

 

 

 

 

 

 

抑うつ症状の有無（二質問法） 

Ⅰ)この 1 か月間、気分が沈んだり、憂うつな気持ちになったりすることがよくありましたか 

 □なかった    □あった 

Ⅱ)この 1 か月間、どうしても物事に対して興味がわかない、あるいは心から楽しめない感が

よくありましたか 

 □なかった    □あった 

 

睡眠状況（アテネ睡眠尺度日本語版） 

※過去 1 か月間の睡眠について、少なくとも 3 回以上経験した内容を選択する 

①寝つきの問題について（寝床に入って電灯を消してから眠るまでに要した時間） 

 □問題なかった      □少し時間がかかった  □かなり時間がかかった 

 □非常に時間がかかったか、眠れなかった 
 

②夜間、睡眠途中に目が覚める問題について 

 □問題になる程ではなかった □少し困ることがあった □かなり困っている 

 □深刻な状態か、全く眠れなかった 
 

③希望する時間よりも早く目覚め、それ以上眠れない問題について 

 □そのようなことはなかった □少し早かった   □かなり早かった 

 □全く足りないか、全く眠れなかった 
 

④総睡眠時間について 

 □十分だった        □少し足りなかった □かなり足りなかった  

□全く足りないか、全く眠れなかった 
 

⑤全体的な睡眠の質について 

 □満足している       □少し不満     □かなり不満 

 □非常に不満か、全く眠れなかった 
 

 

セルフケア（適度な運動）の処方内容 

患者に合わせたセルフケアの実施方法を提案する

際の根拠とする。 

「他者の支援」「ケアへのアクセス」を評

価  

サポートしてくれる他者が要る場合には、患者の不

足を補うよう説明する。他者がいない場合にはセル

フケアの実施状況・ストレス管理が上手く出来ない

可能性あり、要注意。公的サポートを検討する。 

「習慣」の評価  

リスク因子が存在しているかどうかを評価する。

リスク因子が存在する場合には、習慣を変える必

要性について説明し理解を促す。 

専門的な支援の必要性についても評価する。 
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 ⑥日中の満足感について 

 □いつも通り    □少し低下   □かなり低下   □非常に低下 
 

⑦日中の活動について（身体的および活動的） 

 □いつも通り    □少し低下   □かなり低下   □非常に低下 
 

⑧日中の眠気について 

 □全くない     □少しある   □かなりある   □激しい 

飲酒 □しない   □することがある（頻度:           量:                    ） 

喫煙 □しない   □受動喫煙   □する（             本/日） 

肥満 □なし    □要指導 

便秘 □なし    □あり    ※排便パターン: 毎日・（        ）日に 1 回程度 

インフルエンザワクチン接種 □接種予定    □接種しない 

 

自覚症状 □経験なし 

□労作時の息切れ ※時期:              

生活への影響: なし・あり（                      ） 

□安静時呼吸困難 ※時期:              

生活への影響: なし・あり（                      ） 

□易疲労感・倦怠感※時期:              

生活への影響: なし・あり（                      ） 

□1 日で 2kg 以上の体重増加 

※時期:              

生活への影響: なし・あり（                      ） 

□食欲低下    ※時期:              

生活への影響: なし・あり（                      ） 

□睡眠障害    ※時期:              

生活への影響: なし・あり（                     ） 

薬の副作用 □経験なし 

□経験有 ※薬剤名:                    

症状: 

            生活への影響: なし・あり（                          ） 

       実施した対処行動: 

 

心不全増悪（再

入院）の経験 

□なし 

□あり ※時期:  

      症状: 

           生活への影響:  

原因: 

実施した対処: 

健康転帰: 

 

セルフモニタ

リング 

体重測定 □実践していない □実践している ※頻度: 毎日・週に（      ）回程度 
  

血圧測定 □実践していない □実践している ※頻度: 毎日・週に（      ）回程度  

                         実施者: 本人・他者（          ） 

自己検脈 □実践していない □実践している ※頻度: 毎日・週に（      ）回程度  

                         実施者: 本人・他者（          ） 
 

下肢の浮腫□確認していない □確認している ※頻度: 毎日・週に（      ）回程度  

                         実施者: 本人・他者（          ） 

その他（               ）   

     □確認していない □確認している ※頻度: 毎日・週に（      ）回程度  

                         実施者: 本人・他者（          ） 

「習慣」の評価  

※前頁参照 

「経験」の評価  

経験がない場合には症状のイメージがつきにくい

可能性があるため、教材を活用した代理的学習を

取り入れる。 

「スキル」の評価  

既にセルフケアを実践している者へは今後も継続さ

れるよう、セルフケアの効果を示し行動の価値づけ

を強化する。セルフケアが出来ていない者へは、出来

ない理由（阻害要因）を検討し、改善に向けて支援す

る。スキルに対する誤解がある場合には、修正する。 
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セルフケアを

実施すること

の重要性 

         

 

塩分を控えた食事を摂る 

 

水分制限を守る 

 

 

薬の飲み忘れをしない 

 

 

定期的に運動をする 

 

 

イライラしたり、 

落ち込んだりしない 

 

体重想定、血圧測定、 

検脈を毎日行う 

 

自覚症状の確認を毎日 

行う 

 

症状が現れたら、水分 

摂取と活動を控え、 

速やか隠受診する 

 

セルフケアを

実施すること

への自信 

 

 

塩分を控えた食事を摂る 

 

水分制限を守る 

 

薬の飲み忘れをしない 

 

定期的に運動をする 

 

イライラしたり、 

落ち込んだりしない 

 

体重測定、血圧測定、 

検脈を毎日行う 

 

自覚症状の確認を 

毎日行う 

 

症状が現れたら、水分 

摂取と活動を控え、 

速やか隠受診する 

 

 

 

全く重要

でない 

非常に重

要である 
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全く自信
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非常に自

信がある 
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0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

「動機づけ」「信念・価値」「自信」の評価  

「信念・価値」はセルフケアを実施することの重要性

で評価し、「自信」はセルフケアを実施することの自

信で評価する。「動機づけ」は、重要性と自信が高い

場合に高くなるため、両方の評価が高くなることを目

標とする。 

「重要性」が低い場合にはそのセルフケアの必要性と

期待される効果について理解が得られるよう説明す

る。「自信」が低い場合にはセルフケアに関する知識

やスキルが正しく習得されるよう支援する。 
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多職種による再発予防への取り組み 

（他職種の支援・指導が必要な項目に✔を付ける） 

 

□『食事管理』について 

 □現状のまま継続    □要支援・指導 →（                         ） 

 

□『服薬管理』について 

 □現状のまま継続    □要支援・指導 →（                         ） 

 

□『運動』について 

 □現状のまま継続    □要支援・指導 →（                         ） 

 

□『ストレス管理』について 

 □現状のまま継続    □要支援・指導 →（                         ） 

 

□                   について 

□要支援・指導 →（                                    ） 

 

 

次回面接予定日        年    月    日  

 

注）本資料は日本循環器学会「心血管疾患におけるリハビリテーションに関するガイドライン」に紹介されていた

心臓リハビリ実施計画書の書式を参考にして作成した。 

 

他職種の支援・指導の必要性の評価  

リスク因子の評価の結果、専門的な支援・指導の

必要性があると判断した場合には主治医へ報告。

他職種との連携に向けて働きかける。 
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フォローアップ用面接シート              評価日   年   月   日 

 患者氏名              男・女       生年月日    年    月   日（  歳） 

主治医： 看護師： 

他職種（    ）： 他職種（     ）： 

他職種（    ）： 他職種（     ）： 

 

前回のセッション以降の変化について 

緊急受診の有無 □なし □あり（受診日:         症状:                  転帰:                         ）                

処方薬の変更 □なし □あり（変更日:     内容:           理由:            ） 

 

リスク因子の有無 

水分制限 □未実施     

□忘れる日がある（     回/週実施） 

□実施している（平均的水分摂取量        ml/日） 

塩分制限 □未実施   

□忘れる日がある（     回/週実施） 

□実施している（平均的塩分摂取量        ml/日） 

服薬 □飲み忘れなし ※工夫していること: なし・あり（             ） 

□飲み忘れる日がある（        回/週程度:         日/回程度） 

※服薬を管理している人: 本人・他者（          ）           

運動 □未実施  □定期的に実施（内容:                   頻度:       ） 

休息 □疲れを感じたら休む  □疲れを感じても無理をすることがある 

ストレス 抑うつ症状の有無（二質問法） 

Ⅰ)この 1 か月間、気分が沈んだり、憂うつな気持ちになったりすることがよくありまし

たか 

 □なかった    □あった 

Ⅱ)この 1 か月間、どうしても物事に対して興味がわかない、あるいは心から楽しめない

感がよくありましたか 

 □なかった    □あった 

 

睡眠状況（アテネ睡眠尺度日本語版） 

※過去 1 か月間の睡眠について、少なくとも 3 回以上経験した内容を選択する 

①寝つきの問題について（寝床に入って電灯を消してから眠るまでに要した時間） 

 □問題なかった      □少し時間がかかった  □かなり時間がかかった 

 □非常に時間がかかったか、眠れなかった 
 

②夜間、睡眠途中に目が覚める問題について 

 □問題になる程ではなかった □少し困ることがあった □かなり困っている 

 □深刻な状態か、全く眠れなかった 
 

③希望する時間よりも早く目覚め、それ以上眠れない問題について 

 □そのようなことはなかった □少し早かった   □かなり早かった 

 □全く足りないか、全く眠れなかった 
 

④総睡眠時間について 

 □十分だった        □少し足りなかった □かなり足りなかった  

□全く足りないか、全く眠れなかった 
 

⑤全体的な睡眠の質について 

 □満足している       □少し不満     □かなり不満 

 □非常に不満か、全く眠れなかった 

前回からの変化の有無を評価 

心不全の症状や疾患管理の状態に大きな変化があ

る場合には、プログラムへの参加の継続が可能で

あるか評価するため主治医へ相談する。 

「習慣」「スキル」の評価  

セルフケアの実施状況とリスク因子の改善の有無

を評価する。 

セルフケアが実践出来ている者へは今後も継続さ

れるよう、セルフケアの効果を示し行動の価値づ

けを強化する。セルフケアが出来ていない者へは、

出来ない理由（阻害要因）を検討し、改善に向け

て支援する。スキルに対する誤解がある場合には、

修正する。 

リスク因子の回避について、専門的な支援の必要

性についても評価する。 

資料 6 フォローアップ用面接シートの活用方法 
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 ⑥日中の満足感について 

 □いつも通り    □少し低下   □かなり低下   □非常に低下 
 

⑦日中の活動について（身体的および活動的） 

 □いつも通り    □少し低下   □かなり低下   □非常に低下 
 

⑧日中の眠気について 

 □全くない     □少しある   □かなりある   □激しい 

飲酒 □しない   □することがある（頻度:           量:                    ） 

喫煙 □しない   □受動喫煙   □する（             本/日） 

肥満 □なし    □要指導 

便秘 □なし    □あり    ※排便パターン: 毎日・（        ）日に 1 回程度 

 

セルフモニタ

リング 

体重測定 □実践していない □実践している ※頻度: 毎日・週に（      ）回程度 
  

血圧測定 □実践していない □実践している ※頻度: 毎日・週に（      ）回程度  

                         実施者: 本人・他者（          ） 

自己検脈 □実践していない □実践している ※頻度: 毎日・週に（      ）回程度  

                         実施者: 本人・他者（          ） 
 

下肢の浮腫□確認していない □確認している ※頻度: 毎日・週に（      ）回程度  

                         実施者: 本人・他者（          ） 

「習慣」「スキル」の評価  

※前頁参照 
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セルフケアを

実施すること

の重要性 

         

 

塩分を控えた食事を摂る 

 

水分制限を守る 

 

 

薬の飲み忘れをしない 

 

 

定期的に運動をする 

 

 

イライラしたり、 

落ち込んだりしない 

 

体重想定、血圧測定、 

検脈を毎日行う 

 

自覚症状の確認を毎日 

行う 

 

症状が現れたら、水分 

摂取と活動を控え、 

速やか隠受診する 

 

セルフケアを

実施すること

への自信 

 

 

塩分を控えた食事を摂る 

 

水分制限を守る 

 

薬の飲み忘れをしない 

 

定期的に運動をする 

 

イライラしたり、 

落ち込んだりしない 

 

体重測定、血圧測定、 

検脈を毎日行う 

 

自覚症状の確認を 

毎日行う 

 

症状が現れたら、水分 

摂取と活動を控え、 

速やか隠受診する 

 

全く重要

でない 

非常に重

要である 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

全く自信

がない 
非常に自

信がある 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

「動機づけ」「信念・価値」「自信」の評価  

「信念・価値」はセルフケアを実施することの重要性

で評価し、「自信」はセルフケアを実施することの自

信で評価する。「動機づけ」は、重要性と自信が高い

場合に高くなるため、両方の評価が高くなることを目

標とする。 

「重要性」が低い場合にはそのセルフケアの必要性と

期待される効果について理解が得られるよう説明す

る。「自信」が低い場合にはセルフケアに関する知識

やスキルが正しく習得されるよう支援する。 
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多職種による再発予防への取り組み 

（他職種の支援・指導が必要な項目に✔を付ける） 

 

□『食事管理』について 

 □現状のまま継続    □要支援・指導 →（                         ） 

 

□『服薬管理』について 

 □現状のまま継続    □要支援・指導 →（                         ） 

 

□『運動』について 

 □現状のまま継続    □要支援・指導 →（                         ） 

 

□『ストレス管理』について 

 □現状のまま継続    □要支援・指導 →（                         ） 

 

□                   について 

□要支援・指導 →（                                    ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次回面接予定日        年    月    日  

注）本資料は日本循環器学会「心血管疾患におけるリハビリテーションに関するガイドライン」に紹介されていた

心臓リハビリ実施計画書の書式を参考にして作成した。 

他職種の支援・指導の必要性の評価  

リスク因子の評価の結果、専門的な支援・指導の

必要性があると判断した場合には主治医へ報告。

他職種との連携に向けて働きかける。 

◆セルフケア実施状況に対する評価 

□改善         □変化なし       □悪化 

◆セルフケア実施計画書の遂行状況 

□改善         □変化なし       □悪化 

プロセス評価 

フォローアップの回数を重ねても改善

しない場合には、原因を検討。必要があ

ればプログラム内容の見直しを行う。 



 

 

プログラムへの順守状態評価票（単元 1）（その 1） 

単元 1（初期教育） 

指導テーマ 心不全とセルフケアの知識やスキルを身につけさせる 所要時間×回数 60分×1回（又は 2回） 

指導方法 個別の健康教育 想定する参加者 慢性心不全患者（家族含む） 想定するセッション実施者 看護師 

使用する教材 患者基本情報アセスメントシート、パンフレット、セルフモニタリング結果の記録手帳、セルフケア実施計画書、体重計、血圧計 

 時

間 
指導内容と方法 慢性心不全患者が行う活動 理由 

導

入 

10

分 

 

◆挨拶と自己紹介 

◆プログラム全体の流れと目的、予定を理解させる。 

 

 

 

 

 

◆カリキュラムの内容に注意を向けて参加する。 

 

 

 

展

開 

40

分 

 

◆心不全とセルフケアに関する基礎知識を理解させるために、

心不全の病因、症状、薬物治療とセルフケアについてわかり

やすく媒体を使って説明する。 

 

 

 

 

 

◆セルフケアが心不全の予後に影響する重要な行動であるこ

とを理解させるために、セルフケア行動が維持できている成功

事例を使って説明する。 

 

 

 

 

◆セルフモニタリングの方法を演習し、出来たことを称賛し承認

することにより、セルフケアを実施する能力に自信を持たせる。 

 

 

 

 

 

◆心不全とセルフケアに関する情報を得る。 

 

 

 

 

 

 

 

◆セルフケアと予後の関係について理解する。。 

 

 

 

 

 

 

◆体重測定、血圧測定、自己検脈、下肢の浮腫の

確認、その他の症状のモニタリング方法につい

て学習する。 

 

 

 

 

出来なかった                  出来た 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

出来なかった                  出来た 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

出来なかった                  出来た 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

出来なかった                  出来た 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

出来なかった                  出来た 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

出来なかった                  出来た 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

出来なかった                  出来た 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 出来なかった                  出来た 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

資料 7 プログラム（原案）への順守状態評価票（単元 1） 

次頁へつづく 



 

 

 

◆健康回復に対してどのような価値観や信念をもっている

のか、どのようなことを優先して生活してきたのかを確認

する。 

 

 

 

 

◆セルフケア実施計画書を作成させる。 

 

 

 

 

 

◆健康回復に対してどのような価値観や信念を

もっているのか自分の思いを話す。 

 

 

 

 

 

◆セルフケアの実施計画書を作成する。 

 

 

 

 

ま

と

め 

10

分 

◆学習内容の振り返り。 

◆セルフケア実施計画の確認。 

◆次回の日程の確認。 

◆質問の受け付け。 

◆学習した内容を振り返る 

 

 

 

出来なかった                  出来た 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

出来なかった                  出来た 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

出来なかった                  出来た 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

出来なかった                  出来た 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

出来なかった                  出来た 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

出来なかった                  出来た 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

プログラムへの順守状態評価票（単元 1）（その 2） 



 

 

単元 2（フォローアップ 1～6） 

指導テーマ 学習したセルフケアを日常生活に適用させる 所要時間×回数 30分×6回 

指導方法 個別の健康教育 想定する参加者 慢性心不全患者（家族含む） 想定するセッション実施者 看護師 

使用する教材 パンフレット、セルフモニタリング結果の記録手帳、セルフケア実施計画書、フォローアップシート 

 時

間 
指導内容 慢性心不全患者が行う活動 理由 

導

入 

5

分 

 

◆前回の内容を振り返る 

◆本時の説明 

  

 

◆前回の内容を復習する 

◆変化の有無について答える。 

変化があった場合には出現した症状や現在の状

態、変更後の治療方針について説明する。 

 

 

展

開 

20

分 

◆セルフモニタリングの記録の結果およびセルフケア実施計画

書の達成状況を確認し、出来たところをほめる、承認すること

で、継続の動機づけを養う。さらに、実施計画の達成状況か

ら、セルフケアと体調との関連を理解させる。 

 

 

 

 

◆体調に良い変化をもたらした行動、悪い変化をもたらした行

動の評価ができるようになるために必要な情報提供を行う。 

 

 

 

 

◆セルフモニタリングの結果より、自分の行動が理想のセルフ

ケアと乖離している場合は、自己の生活全体を分析し、影響

要因について内省できる。 

 

 

 

◆モニタリングの結果を振り返る。 

◆セルフケア実施計画の達成状況を振り返る 

・セルフケアの実施状況を振り返り、セルフケアの

実施が困難であったかどうかについての認識を

述べる。 

 

 

 

◆振り返りを行った自分の行動を評価する。 

 

 

 

 

 

◆セルフケアが出来なかった理由を考える。 

 

 

 

 

 

 

プログラムへの順守状態評価票（単元 2）（その 1） 

出来なかった                  出来た 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
出来なかった                  出来た 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

出来なかった                  出来た 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
出来なかった                  出来た 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

出来なかった                  出来た 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

出来なかった                  出来た 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

出来なかった                  出来た 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

出来なかった                  出来た 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

資料 8 プログラム（原案）への順守状態評価票（単元 2） 

次頁へつづく 



 

 

◆内省結果に基づいて、行動の調整ができる。 

 

 

 

 

 

◆セルフケア実施計画書を作成させる。 

 

 

 

 

◆セルフケアを行うためには、どのような工夫が

出来るか考える。 

 

 

 

 

◆セルフケア実施計画書を作成する。 

ま

と

め 

5

分 

◆本時の振り返り。 

◆セルフケア実施計画の確認 

◆次回日程確認 

◆質問の受け付け 

◆振り返りを行う。  

 

出来なかった                  出来た 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

出来なかった                  出来た 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

出来なかった                  出来た 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

出来なかった                  出来た 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

出来なかった                  出来た 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

出来なかった                  出来た 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 



 

 

単元 3（フォローアップ 7～12） 

指導テーマ セルフケアを習熟する 所要時間×回数 20～30分×6回 

指導方法 個別の健康教育 想定する参加者 慢性心不全患者（家族含む） 想定するセッション実施者 看護師 

使用する教材 パンフレット、セルフモニタリング結果の記録手帳、セルフケア実施計画書、フォローアップシート 

 時

間 
指導内容 慢性心不全患者が行う活動 理由 

導

入 

5

分 

◆前回の内容を振り返る。 

◆本時の説明。 

 

 

 

 

 

 

 

◆前回の内容を復習する 

◆変化の有無について答える。 

変化があった場合には出現した症状や現在の状

態、変更後の治療方針について説明する。 

 

 

展

開 

20

～

30

分 

 

◆セルフモニタリングの記録の結果およびセルフケア実施計画

書の達成状況を確認し、出来たところをほめて承認し、行動

変容への自信を持たせる。 

 

 

 

 

◆自分行動に対する評価、評価結果に対する分析を行い、内

省を促す。 

 

 

 

 

◆セルフケアを実施するための行動の自己調整ができる。 

 達成できていない行動は、成功した事例の説明を通して、行

動変容を促す。 

 

 

 

 

 

 

◆モニタリングの結果を振り返る 

◆セルフケア実施計画の達成状況を振り返る 

 

 

 

 

◆セルフケアの実施状況を振り返り、セルフケア

の実施が困難であったかどうかについての認識

を述べる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

プログラムへの順守状態評価票（単元 3）（その 1） 

出来なかった                  出来た 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

出来なかった                  出来た 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

出来なかった                  出来た 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

出来なかった                  出来た 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

出来なかった                  出来た 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

出来なかった                  出来た 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

出来なかった                  出来た 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

資料 9 プログラム（原案）への順守状態評価票（単元 3） 

次頁へつづく 



 

 

 

◆セルフケア実施計画書を作成させる。※該当者のみ 
 

 

 

 

ま

と

め 

5

分 

◆本時の振り返り。 

◆次回日程確認 

◆質問の受け付け 

 

 

 

 

◆振り返りを行う。  

 

出来なかった                  出来た 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

出来なかった                  出来た 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

出来なかった                  出来た 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

プログラムへの順守状態評価票（単元 3）（その 2） 



 

 

心不全患者様のセルフケア向上プログラム アンケート 

 

 

本日は心不全患者様のセルフケア向上プログラムへご参加いただき、誠に有難うご

ざいました。プログラムの質向上を図る資料とさせて頂きますので、下記のアンケー

トにご協力をお願い致します。 

 

 

◆本日のプログラムについて、当てはまる回答を 1つ選び、○をつけて下さい。 

１ 時間について 

 ①適切である       ②まあ適切     ③どちらともいえない  

④あまり適切でない    ⑤適切でない  

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 内容は分かりやすかったですか 

 ①分かりやすかった   ②やや分かりやすかった  ③どちらともいえない 

 ④あまり分からなかった ⑤分からなかった 

 

３ 内容は満足するものでしたか 

 ①満足した       ②まあ満足した      ③どちらともいえない 

 ④あまり満足しなかった ⑤満足しなかった 

 

 

◆本日のプログラムに対するご意見、ご感想をご自由にご記入下さい。 

「④あまり適切でない」または「⑤適切でない」を選択した方は、お答えください。 

（当てはまる回答を 1つ選び、○をつけて下さい） 

 時間は ①とても長かった  ②長かった  ③やや長かった 

     ④とても短かった  ⑤短かった  ⑥やや短かった 

資料 10 アンケート用紙（初期教育実施後用） 



 

 

心不全患者様のセルフケア向上プログラム アンケート 

 

 

心不全患者様のセルフケア向上プログラムへご参加いただき、誠に有難うございま

した。プログラムの質向上を図る資料とさせて頂きますので、下記のアンケートにご

協力をお願い致します。 

 

 

◆第 2回～第 7回のプログラムについて、当てはまる回答を 1つ選び、○をつけて下

さい。 

１ 時間について 

 ①適切である       ②まあ適切     ③どちらともいえない  

④あまり適切でない    ⑤適切でない  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

２ 内容は分かりやすかったですか 

 ①分かりやすかった   ②やや分かりやすかった  ③どちらともいえない 

 ④あまり分からなかった ⑤分からなかった 

 

３ 内容は満足するものでしたか 

 ①満足した       ②まあ満足した      ③どちらともいえない 

 ④あまり満足しなかった ⑤満足しなかった 

 

 

◆プログラムに対するご意見、ご感想をご自由にご記入下さい。 

 

「④あまり適切でない」または「⑤適切でない」を選択した方は、お答えください。 

（当てはまる回答を 1つ選び、○をつけて下さい） 

 時間は ①とても長かった  ②長かった  ③やや長かった 

     ④とても短かった  ⑤短かった  ⑥やや短かった 

資料 11 アンケート用紙（フォローアップ中間時点用） 



 

 

心不全患者様のセルフケア向上プログラム アンケート 
 

心不全患者様のセルフケア向上プログラムへご参加いただき、誠に有難うございま

した。プログラムの質向上を図る資料とさせて頂きますので、下記のアンケートにご

協力をお願い致します。 

 

 

◆第 7回～最終回のプログラムについて、当てはまる回答を 1つ選び、○をつけて下

さい。 

１ 時間に付いて 

 ①適切である       ②まあ適切     ③どちらともいえない  

④あまり適切でない    ⑤適切でない  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 内容は分かりやすかったですか 

 ①分かりやすかった   ②やや分かりやすかった  ③どちらともいえない 

 ④あまり分からなかった ⑤分からなかった 

 

３ 内容は満足するものでしたか 

 ①満足した       ②まあ満足した      ③どちらともいえない 

 ④あまり満足しなかった ⑤満足しなかった 

 

 

◆プログラムに対するご意見、ご感想をご自由にご記入下さい 

 

 

資料 12 アンケート用紙（フォローアップ終了時用） 

「④あまり適切でない」または「⑤適切でない」を選択した方は、お答えください。 

（当てはまる回答を 1つ選び、○をつけて下さい） 

 時間は ①とても長かった  ②長かった  ③やや長かった 

     ④とても短かった  ⑤短かった  ⑥やや短かった 
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日本循環器学会指定研修施設一覧（日本循環器学会ホームページより（最終アクセス2016/2/11）
No 都道府県 施設名 郵便番号 所在地

1 茨城県 土浦協同病院 300-0053 土浦市真鍋新町11-7

2 （16施設） 東京医科大学茨城医療センター 300-0395 稲敷郡阿見町中央3-20-1

3 （医）社団常仁会牛久愛和総合病院 300-1296 牛久市猪子町896

4 筑波記念病院 300-2622 つくば市要1187-299

5 総合守谷第一病院 302-0102 守谷市松前台1-17

6 筑波メディカルセンター病院 305-8558 つくば市天久保1-3-1

7 筑波大学附属病院 305-8576 つくば市天久保2-1-1

8 茨城西南医療センター病院 306-0433 猿島郡境町2190

9 茨城県立中央病院 309-1793 笠間市鯉淵6528

10 水戸ブレインハートセンター 310-0004 水戸市青柳町4028

11 国立病院機構　水戸医療センター 311-3193 茨城郡茨城町桜の郷280

12 社会福祉法人水戸済生会総合病院 311-4198 水戸市双葉台3-3-10

13 日立製作所　ひたちなか総合病院 312-0057 ひたちなか市石川町20-1

14 小山記念病院 314-0030 鹿嶋市厨5-1-2

15 社会医療法人　愛宣会　ひたち医療センター 316-0036 日立市鮎川町2-8-16

16 （株）日立製作所日立総合病院 317-0077 日立市城南町2-1-1

17 栃木県 宇都宮記念病院 320-0811 宇都宮市大通り1-3-16

18 （11施設） 国立病院機構栃木医療センター 320-8580 宇都宮市中戸祭1-10-37

19 うつのみや病院 321-0143 宇都宮市南高砂町11-17

20 獨協医科大学病院 321-0293 下都賀郡壬生町北小林880

21 栃木県済生会宇都宮病院 321-0974 宇都宮市竹林町911-1

22 獨協医科大学日光医療センター 321-2593 日光市高徳632

23 新小山市民病院 323-0028 小山市若木町1-1-5

24 足利赤十字病院 326-0843 足利市五十部町284-1

25 佐野厚生総合病院 327-8511 佐野市堀米町1728

26 自治医科大学附属病院 329-0498 下野市薬師寺3311-1

27 国際医療福祉大学病院 329-2763 那須塩原市井口537-3

28 群馬県 医療法人鶴谷会鶴谷病院 370-0117 伊勢崎市境百々421

29 （12施設） 国立病院機構　高崎総合医療センター 370-0829 高崎市高松町36

30 群馬県立心臓血管センター 371-0004 前橋市亀泉町甲3-12

31 前橋赤十字病院 371-0014 前橋市朝日町3-21-36

32 群馬中央病院 371-0025 前橋市紅雲町1-7-13

33 群馬県済生会前橋病院 371-0821 前橋市上新田町564-1

34 群馬大学医学部附属病院 371-8511 前橋市昭和町3-39-15

35 伊勢崎市民病院 372-0817 伊勢崎市連取本町12-1

36 富士重工業健康保険組合太田記念病院 373-8585 群馬県太田市大島町455-1

37 邑楽館林医療事務組合館林厚生病院 374-8533 群馬県館林市成島町262-1

38 公立藤岡総合病院 375-8503 藤岡市藤岡942-1

39 医療法人北関東循環器病院 377-0061 渋川市北橘町下箱田740

40 埼玉県 埼玉メディカルセンター 330-0074 さいたま市浦和区北浦和4-9-3

41 （37施設） 自治医科大学附属さいたま医療センター 330-8503 さいたま市大宮区天沼町1-847

42 さいたま市民医療センター 331-0054 埼玉県さいたま市西区島根299-1

43 彩の国　東大宮メディカルセンター 331-0804 埼玉県さいたま市北区土呂町1522

44 川口工業総合病院 332-0031 川口市青木1-18-15

45 済生会川口総合病院 332-8558 川口市西川口5-11-5

46 埼玉協同病院 333-0831 川口市木曽呂1317

47 川口市立医療センター 333-0833 川口市大字西新井宿180

48 健仁会　益子病院 333-0847 川口市芝中田2-48-6

49 医療法人社団東光会戸田中央総合病院 335-0023 戸田市本町1-19-3

50 さいたま市立病院 336-8522 さいたま市緑区三室2460

51 医療法人社団松弘会　三愛病院 338-0837 さいたま市桜区田島4-35-17

52 さいたま赤十字病院 338-8553 さいたま市中央区上落合8-3-33

53 草加市立病院 340-8560 草加市草加2-21-1

54 三郷中央総合病院 341-8526 三郷市幸房745

55 みさと健和病院 341-8555 三郷市鷹野4-494-1

56 越谷市立病院 343-0023 越谷市東越谷10-47-1

57 埼玉東部循環器病院 343-0025 越谷市大澤3187-1

58 獨協医科大学越谷病院 343-8555 越谷市南越谷2-1-50

59 秀和総合病院 344-0035 春日部市谷原新田1200番地

60 春日部中央総合病院 344-0063 春日部市緑町5-9-4
61 春日部市立病院 344-8588 春日部市中央7-2-1

62 埼玉県済生会栗橋病院 349-1105 久喜市小右衛門町714-6

63 医療法人社団尚篤会赤心堂病院 350-1123 川越市脇田本町25-19

64 埼玉医科大学国際医療センター 350-1298 日高市山根1397-1

65 社会医療法人財団　石心会　埼玉石心会病院 350-1323 狭山市鵜の木1-33

66 埼玉医科大学総合医療センター 350-8550 川越市鴨田1981

67 国立病院機構　埼玉病院 351-0102 和光市諏訪2-1

68 新座志木中央総合病院 352-0001 新座市東北1丁目7-2
69 イムス富士見総合病院 354-0021 富士見市鶴馬1967-1

資料 13 質問紙調査対象施設一覧 
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70 小川赤十字病院 355-0397 比企郡小川町小川1525

71 国立病院機構　西埼玉中央病院 359-1151 所沢市若狭2-1671

72 防衛医科大学校病院 359-8513 所沢市並木3-2

73 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 360-0105 熊谷市板井1696

74 医療法人社団愛友会上尾中央総合病院 362-8588 上尾市柏座1-10-10

75 北里大学メディカルセンター 364-8501 北本市荒井6-100

76 深谷赤十字病院 366-0052 深谷市上柴町西5-8-1

77 千葉県 千葉市立青葉病院 260-0852 千葉市中央区青葉町1273-2

78 （36施設） 国立病院機構　千葉医療センター 260-8606 千葉市中央区椿森4-1-2

79 千葉大学医学部附属病院 260-8677 千葉市中央区亥鼻1-8-1

80 地域医療機能推進機構　千葉病院 260-8710 千葉市中央区仁戸名町682

81 千葉市立海浜病院 261-0012 千葉市美浜区磯辺3-31-1

82 千葉県救急医療センター 261-0012 千葉市美浜区磯辺3-32-1

83 医療法人社団誠馨会千葉中央メディカルセンター 264-0017 千葉市若葉区加曽利町1835-1

84 創進会みつわ台総合病院 264-0021 千葉市若葉区若松町531-486

85 医療法人財団明理会　新松戸中央総合病院 270-0034 松戸市新松戸1-380

86 （医財）東京勤労者医療会東葛病院 270-0174 流山市下花輪409番地

87 日本医科大学千葉北総病院 270-1694 印西市鎌苅1715

88 新東京病院 270-2232 松戸市和名ケ谷1271

89 千葉西総合病院 270-2251 松戸市金ケ作107-1

90 国保松戸市立病院 271-8511 松戸市上本郷4005

91 東京歯科大学市川総合病院 272-8513 市川市菅野5-11-13

92 鎌ヶ谷総合病院 273-0121 鎌ヶ谷市初冨929-6

93 船橋市立医療センター 273-8588 船橋市金杉1-21-1

94 医療法人沖縄徳洲会千葉徳洲会病院 274-8503 船橋市高根台2-11-1

95 千葉県勤労者医療協会船橋二和病院 274-8506 船橋市二和東5-1-1

96 医療法人社団保健会谷津保健病院 275-0026 習志野市谷津4-6-16

97 千葉県済生会習志野病院 275-8580 習志野市泉町1-1-1

98 東京女子医科大学八千代医療センター 276-8524 八千代市大和田新田477-96

99 柏市立柏病院 277-0825 柏市布施1-3

100 おおたかの森病院 277-0863 柏市豊四季113

101 東京慈恵会医科大学附属柏病院 277-8567 柏市柏下163-1

102 小張総合病院・小張総合クリニック 278-8501 野田市横内29-1

103 東京ベイ・浦安市川医療センター 279-0001 浦安市当代島3-4-32

104 順天堂大学医学部附属浦安病院 279-0021 浦安市富岡2-1-1

105 東邦大学医療センター佐倉病院 285-8741 佐倉市下志津564-1

106 成田赤十字病院 286-0041 千葉県成田市飯田町90-1

107 島田総合病院 288-0053 銚子市東町5-3

108 総合病院国保旭中央病院 289-2511 旭市イ-1326

109 労働福祉事業団千葉労災病院 290-0003 市原市辰巳台東2-16

110 千葉県循環器病センター 290-0512 市原市鶴舞575

111 君津中央病院 292-8535 木更津市桜井1010番地

112 亀田総合病院 296-8602 鴨川市東町929

113 帝京大学ちば総合医療センター 299-0111 市原市姉崎3426-3

114 東京都 日本大学病院 101-8309 千代田区神田駿河台1-6

115 （95施設） 三井記念病院 101-8643 千代田区神田和泉町1

116 東京逓信病院 102-8798 千代田区富士見2-14-23

117 聖路加国際病院 104-8560 中央区明石町9-1

118 国家公務員共済組合連合会虎の門病院 105-8470 港区虎ノ門2-2-2

119 東京慈恵会医科大学附属病院 105-8471 港区西新橋3-19-18

120 心臓血管研究所付属病院 106-0031 港区西麻布3丁目2番19号

121 東京都済生会中央病院 108-0073 港区三田1-4-17

122 国際医療福祉大学三田病院 108-8329 港区三田1-4-3

123 東京高輪病院 108-8606 港区高輪3-10-11

124 北里研究所病院 108-8642 港区白金5-9-1

125 永寿総合病院 110-8645 台東区東上野2-23-16

126 順天堂大学医学部附属順天堂医院 113-8431 文京区本郷3-1-3

127 東京医科歯科大学医学部附属病院 113-8519 文京区湯島1-5-45

128 日本医科大学付属病院 113-8603 文京区千駄木1-1-5

129 東京大学医学部附属病院 113-8655 文京区本郷7-3-1

130 浮間中央病院 115-0052 北区赤羽北2-21-19

131 東京北医療センター 115-0053 北区赤羽台4-17-56

132 東京女子医科大学東医療センター 116-8567 荒川区西尾久2-1-10

133 綾瀬循環器病院 120-0006 足立区谷中3-12-10

134 医療法人社団苑田会　苑田第一病院 121-0813 足立区竹の塚4-1-12

135 西新井ハートセンター病院 123-0845 足立区西新井本町1-12-8

136 博慈会記念総合病院 123-0864 足立区鹿浜5-11-1

137 イムス葛飾ハートセンター 124-0006 葛飾区堀切3-30-1

138 東京慈恵会医科大学葛飾医療センター 125-8506 葛飾区青戸6-41-2

139 東京都保健医療公社東部地域病院 125-8512 葛飾区亀有5-14-1
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140 東京都立墨東病院 130-8575 墨田区江東橋4-23-15

141 同愛記念病院 130-8587 墨田区横網2-1-11

142 社会福祉法人仁生社江戸川病院 133-0052 江戸川区東小岩2-24-18

143 東京臨海病院 134-0086 江戸川区臨海町1-4-2

144 葛西昌医会病院 134-8678 江戸川区東葛西6-30-3

145 医療法人社団順江会　江東病院 136-0072 江東区大島6-8-5

146 東芝病院 140-8522 品川区東大井6-3-22

147 大崎病院東京ハートセンター 141-0001 品川区北品川5-4-12

148 ＮＴＴ東日本関東病院 141-8625 品川区東五反田5-9-22

149 昭和大学病院 142-8666 品川区旗の台1-5-8

150 日本赤十字社東京都支部大森赤十字病院 143-8527 大田区中央4-30-1

151 東邦大学医療センター大森病院 143-8541 大田区大森西6-11-1

152 東京蒲田病院 144-0051 大田区西蒲田7-10-1

153 （財）東京都保健医療公社荏原病院 145-0065 大田区東雪谷4-5-10

154 （医）社団松和会　池上総合病院ハートセンター 146-0082 大田区池上6丁目1-19

155 東京都立広尾病院 150-0013 渋谷区恵比寿2-34-10

156 日本赤十字社医療センター 150-8935 渋谷区広尾4-1-22

157 ＪＲ東京総合病院 151-8528 渋谷区代々木2-1-3

158 独立行政法人国立病院機構　東京医療センター 152-8902 目黒区東ヶ丘2-5-1

159 国家公務員共済組合連合会三宿病院 153-0051 目黒区上目黒5-33-12

160 東邦大学医療センター大橋病院 153-8515 目黒区大橋2-17-6

161 総合病院厚生中央病院 153-8581 東京都目黒区三田1-11-7

162 東京共済病院 153-8934 目黒区中目黒2-3-8

163 自衛隊中央病院 154-8532 世田谷区池尻1-2-24

164 財団法人日産厚生会玉川病院 158-0095 世田谷区瀬田4-8-1

165 公立学校共済組合関東中央病院 158-8531 世田谷区上用賀6-25-1

166 東京医科大学病院 160-0023 新宿区西新宿6-7-1

167 大久保病院 160-8488 新宿区歌舞伎町2-44-1

168 慶應義塾大学病院 160-8582 新宿区信濃町35

169 ＪＣＨＯ　東京新宿メディカルセンター 162-8543 新宿区津久戸町5-1

170 国立国際医療研究センター 162-8655 新宿区戸山1-21-1

171 東京女子医科大学病院 162-8666 新宿区河田町8-1

172 東京警察病院 164-8541 中野区中野4-22-1

173 立正佼成会附属佼成病院 164-8617 中野区弥生町5-25-15

174 河北総合病院 166-8588 杉並区阿佐谷北1-7-3

175 医療法人財団荻窪病院 167-0035 杉並区今川3-1-24

176 東京山手メディカルセンター 169-0073 新宿区百人町3-22-1

177 東京都立大塚病院 170-8476 豊島区南大塚2-8-1

178 東京都健康長寿医療センター 173-0015 板橋区栄町35-2

179 豊島病院 173-0015 板橋区栄町33-1

180 博鳳会敬愛病院 173-0036 板橋区向原3-10-23

181 帝京大学医学部附属病院 173-8606 東京都板橋区加賀2-11-1

182 日本大学医学部附属板橋病院 173-8610 板橋区大谷口上町30-1

183 医療法人社団明芳会板橋中央総合病院 174-0051 板橋区小豆沢2-12-7

184 順天堂大学医学部附属練馬病院 177-0033 練馬区高野台3-1-10

185 練馬光が丘病院 179-0072 練馬区光が丘2-11-1

186 武蔵野赤十字病院 180-8610 武蔵野市境南町1-26-1

187 杏林大学医学部付属病院 181-8611 三鷹市新川6-20-2

188 榊原記念病院 183-0003 府中市朝日町3-16-1

189 府中恵仁会病院 183-8507 府中市住吉町5-21-1

190 東京都立多摩総合医療センター 183-8524 府中市武蔵台2-8-29

191 公立昭和病院 187-8510 小平市花小金井8-1-1

192 医療法人社団東光会西東京中央総合病院 188-0014 西東京市芝久保町2-4-19

193 多摩北部医療センター 189-8511 東村山市青葉町1-7-1

194 独立行政法人国立病院機構　災害医療センター 190-0014 立川市緑町3256

195 国家公務員共済組合連合会立川病院 190-8531 立川市錦町4-2-22

196 総合病院立川相互病院 190-8578 立川市錦町1-16-15

197 日野市立病院 191-0062 日野市多摩平4-3-1

198 東海大学医学部付属八王子病院 192-0032 八王子市石川町1838

199 東京医科大学八王子医療センター 193-0998 八王子市館町1163

200 町田市民病院 194-0023 町田市旭町2-15-41

201 東京西徳洲会病院 196-0003 昭島市松原町3-1-1

202 公立阿伎留医療センター 197-0834 あきる野市引田78-1

203 公立福生病院 197-8511 福生市加美平1-6-1

204 青梅市立総合病院 198-0042 青梅市東青梅4-16-5

205 東京慈恵会医科大学附属第三病院 201-8601 狛江市和泉本町4-11-1

206 国立病院機構　東京病院 204-8585 清瀬市竹丘3-1-1

207 多摩南部地域病院 206-0036 東京都多摩市中沢2-1-2

208 日本医科大学多摩永山病院 206-8512 多摩市永山1-7-1

209 社会医療法人財団大和会東大和病院 207-0014 東大和市南街1-13-12
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210 神奈川県 川崎市立川崎病院 210-0013 川崎市川崎区新川通12-1

211 （63施設） 総合新川橋病院 210-0013 川崎市川崎区新川通1-15

212 ＡＯＩ国際病院 210-0822 川崎市川崎区田町2-9-1

213 日本鋼管病院 210-0852 川崎市川崎区鋼管通1-2-1

214 川崎市立井田病院 211-0035 川崎市中原区井田2-27-1

215 聖マリアンナ医科大学東横病院 211-0063 川崎市中原区小杉町3-435

216 関東労災病院 211-8510 川崎市中原区木月住吉町1-1

217 日本医科大学武蔵小杉病院 211-8533 川崎市中原区小杉町1-396

218 社会医療法人財団石心会　川崎幸病院 212-0014 川崎市幸区大宮町31-27

219 総合高津中央病院 213-0001 川崎市高津区溝口1-16-7

220 帝京大学医学部附属溝口病院 213-8507 川崎市高津区溝口3-8-3

221 川崎市立多摩病院 214-8525 川崎市多摩区宿河原1-30-37

222 新百合ヶ丘総合病院 215-0026 川崎市麻生区古沢都古255

223 聖マリアンナ医科大学病院 216-8511 川崎市宮前区菅生2-16-1

224 けいゆう病院 220-8521 横浜市西区みなとみらい3-7-3

225 医療法人五星会菊名記念病院 222-0011 横浜市港北区菊名4-4-27

226 （労）横浜労災病院 222-0036 横浜市港北区小机3211

227 昭和大学横浜市北部病院循環器センター 224-8503 横浜市都筑区茅ヶ崎中央35-1

228 横浜総合病院ハートセンター 225-0025 横浜市青葉区鉄町2201

229 一般社団法人日本厚生団　長津田厚生総合病院 226-0027 横浜市緑区長津田4-23-1

230 昭和大学藤が丘病院 227-8501 横浜市青葉区藤が丘1-30

231 済生会横浜市東部病院 230-8765 横浜市鶴見区下末吉3-6-1

232 ＪＣＨＯ横浜中央病院 231-8553 横浜市中区山下町268

233 横浜市立みなと赤十字病院 231-8682 横浜市中区新山下3-12-1

234 横浜市立大学附属市民総合医療センター 232-0024 横浜市南区浦舟町4-57

235 済生会横浜市南部病院 234-8503 横浜市港南区港南台3-2-10

236 横浜市立大学附属病院 236-0004 横浜市金沢区福浦3-9

237 横浜南共済病院 236-0037 横浜市金沢区六浦東1-21-1

238 神奈川県立循環器呼吸器病センター 236-0051 横浜市金沢区富岡東6-16-1

239 横須賀共済病院 238-8558 横須賀市米が浜通1-16

240 横須賀市立うわまち病院 238-8567 横須賀市上町2-36

241 聖隷福祉事業団聖隷横浜病院 240-0023 横浜市保土ケ谷区岩井町215

242 葉山ハートセンター 240-0116 三浦郡葉山町下山口1898-1

243 横須賀市立市民病院 240-0195 横須賀市長坂1-3-2

244 横浜市立市民病院 240-8555 横浜市保土ケ谷区岡沢町56

245 横浜保土ヶ谷中央病院 240-8585 横浜市保土ケ谷区釜台町43-1

246 イムスグループ　横浜旭中央総合病院 241-0801 横浜市旭区若葉台4-20-1

247 聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 241-0811 横浜市旭区矢指町1197-1

248 大和成和病院 242-0006 大和市南林間9-8-2

249 大和市立病院 242-8602 大和市深見西8-3-6

250 海老名総合病院 243-0433 海老名市河原口1320

251 東名厚木病院 243-8571 厚木市船子232

252 厚木市立病院 243-8588 厚木市水引1-16-36

253 国際親善総合病院 245-0006 横浜市泉区西が岡1-28-1

254 国立病院機構　横浜医療センター 245-8575 横浜市戸塚区原宿3-60-2

255 湘南鎌倉総合病院 247-8533 鎌倉市岡本1370-1

256 国家公務員共済組合連合会横浜栄共済病院 247-8581 横浜市栄区桂町132

257 医療法人邦友会小田原循環器病院 250-0873 小田原市矢作296-1

258 小田原市立病院 250-8558 小田原市久野46

259 藤沢市民病院 251-8550 藤沢市藤沢2-6-1

260 相模野病院 252-0206 相模原市中央区淵野辺1-2-30

261 北里大学病院 252-0375 相模原市南区北里1-15-1

262 東芝林間病院 252-0385 相模原市南区上鶴間7-9-1

263 国立病院機構　相模原病院 252-0392 相模原市南区桜台18-1

264 財団法人同友会藤沢湘南台病院 252-0802 藤沢市高倉2345

265 相模原協同病院 252-5188 相模原市緑区橋本2-8-18

266 茅ヶ崎市立病院 253-0042 茅ヶ崎市本村5-15-1

267 医療法人社団康心会湘南東部総合病院 253-0083 茅ヶ崎市西久保500番地

268 平塚市民病院 254-0065 平塚市南原1-19-1

269 平塚共済病院 254-8502 平塚市追分9-11

270 秦野赤十字病院 257-0017 秦野市立野台1-1

271 東海大学医学部付属病院 259-1193 伊勢原市下糟屋143
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慢性心不全患者に対するセルフケ向上のための教育的介入プログラムの 

内容妥当性に関するアンケート調査へのご協力のお願い 

 

研究責任者：筑波大学医学医療系 

教授 高田 ゆり子 

 

 この文書は、「慢性心不全患者に対するセルフケ向上のための教育的介入プログラムの内容妥当性の

検証」を行うため、アンケート調査への参加をお願いするための説明文書です。 

 この説明文書をよくお読み頂き、アンケート調査にご協力をお願い申し上げます。 

  

 

1．研究テーマ 

 慢性心不全患者に対するセルフケ向上のための教育的介入プログラムの内容妥当性の検証 

 

2．慢性心不全患者に対するセルフケ向上のための教育的介入プログラムについて 

 現在、私たちは、慢性心不全患者様の予後改善とケアの質向上を目指して、セルフケ向上のための教

育的介入プログラムの開発を行っています。この度、心不全のセルフケア理論である Self-Care of 

Heart Failure Model や海外で実施された介入研究を対象とした文献レビューの結果に基づき、外来で

実施する教育的介入プログラムの原案を作成しました。しかし、本プログラムの内容は海外の文献に基

づき決定しているため、日本で実施する場合に内容が適切であるかどうかその妥当性は明らかにされて

いません。そこで、本プログラムの内容の妥当性について、実際に外来で慢性心不全患者様のケアに従

事している看護師の皆様よりご意見を頂き、内容の妥当性の検証が必要であると考えています。 

 

3．研究目的 

 本研究の目的は、海外文献に基づき構築した「慢性心不全患者に対するセルフケア向上のための教育

的介入プログラム」を日本において実施する場合の内容妥当性を、外来において慢性心不全患者のケア

に従事している看護師に意見に基づき検証することです。 

 

4．研究意義 

本プログラムの内容妥当性を、実際に外来において慢性心不全患者のケアに従事している看護師の意

見に基づき検証することで、構築したプログラムが日本においても実行可能であるかどうか評価するこ

とが可能になります。また、調査結果に基づきプログラムの内容を修正することで、日本の慢性心不全

患者に適したプログラムに洗練することが出来ます。 

 

（裏面もお読みください） 

  

資料 14 アンケート調査の依頼文書 



 

 

5．調査対象者 

循環器外来に勤務している看護師。 

本研究は、関東圏内にある日本循環器学会が指定する全ての循環器研修施設を調査対象施設としてア

ンケート調査へのご協力をお願いしております。 

 

6．調査内容 

 アンケート調査でご質問する内容は、①プログラム内容に対する評価、②外来における患者指導の実

態、の 2 点です。これらの内容について項目を分けてご質問いたします。回答に要する時間は 20 分程

度です。 

 

7．倫理的配慮 

1）本調査は筑波大学医学医療系医の倫理審査委員会の承認を得ております。対象者に対しては、いか

なる不利益も生じることのないよう十分な配慮をもって調査を実施いたします。 

2）本調査への参加はあくまで自由意思による参加であり、参加への同意が得られない場合であっても

いかなる不利益を被ることはありません。 

3）調査は匿名で行われるため、プライバシーは保護されます。研究成果を公表する際には、個人が特

定されることのないよう、統計学的分析の結果のみを報告いたします。 

4）調査により収集された情報のうち、アンケート調査の回答は、鍵のかかる保管庫に厳重に保管し、

研究終了後はシュレッターで粉砕し破棄いたします。アンケート調査より得た情報はパスワードを付

した USB に保存します。 

5）本研究によって得られた成果は、博士論文の一部として公表されることがあります。 

 

 

以上をお読み頂き、本調査にご協力頂ける場合は、アンケートへのご回答をお願いいたします。回答

をもって研究への参加に同意が得られたことと致します。なお、この説明文書はお手元への保管をお願

い致します。 

回答は、平成 28 年 3 月 31 日までに添付の封筒に封入し、ポストに投函して下さいますようお願い

申し上げます。お手数をお掛けして申し訳ありませんが、どうかよろしくお願い致します。 

 

 

 本調査に関するご質問、お問い合わせ等は、下記までご連絡下さいますようお願い申し上げます。 

 

 問い合わせ先：筑波大学医学医療系 教授 高田 ゆり子 

                              電話：029-853-3898 メール：takata@md.tsukuba.ac.jp 
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慢性心不全患者に対するセルフケア向上のための教育的介入プログラム（案） 

 

1. 目的 

 慢性心不全患者が本プログラムに参加することで、心不全やセルフケアに関する知識を学

習し，セルフケアのスキルを習得する。 

 

2. 対象 

 心不全が主要な原因で入院後に自宅へ退院し、継続的に外来通院が予定されている成人・

高齢者を対象とする。なお，NYHA 分類がⅣの者、重篤な併存疾患がある者、認知機能が低

下している者は介入の実施が困難であると考えられるため、本プログラムの対象からは除外

する。 

 

3. プログラムの概要 

介入の形式：個別・対面による初期教育と継続的なフォローアップ 

介入を実施するタイミングと場所：定期受診に併せて外来で実施 

介入実施者：外来を担当している看護師 

介入期間：12か月間 

介入の構成：初期教育 （1回） 

フォローアップ 1～6 （6回） 

フォローアップ 7～13 （6回） 

 

プログラムの概要は以下の通りである。 

【初期教育 （約 60分）】 

(1)学習目標 ：心不全やセルフケアに関する知識やスキルを身につける。 

(2)行動目標   

①心不全の病因、症状、薬物治療について理解する。 

②心不全の疾患管理としてのセルフケアを理解する。 

③セルフケアを実施した結果を予測する。 

④セルフケアを実施することの重要性を理解する。 

(3) 指導方法と内容 

①知識の提供・強化 

・心不全に関する知識（病因・基礎疾患、症状、薬物療法）、セルフケアに関する知識（セル

フケアと予後との関係、リスク因子を避けた生活）とスキル（セルフモニタリングの方法）

を提供する。 

： 

資料 15 プログラム原案（アンケート調査配布用） 
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②目標設定・行動計画 

・セルフケア実施計画書の作成を支援し、患者に次の 1 か月間に優先して実施するセルフケ

アについて、目標を設定させる。  

・セルフモニタリングの結果とセルフケア実施計画書の達成状況を毎日記録することを勧 

める。 

 

【フォローアップ 1～6 （約 30分/回）】 

 ※定期外来受診時に併せて実施する（原則月 1回） 

(1)学習目標：学習したセルフケアを日常生活に適用する 

(2)行動目標  

①セルフモニタリングを毎日実施する。 

  ②セルフケア実施計画の評価を毎日行う。 

③リスク因子を回避した生活を送る。 

④セルフケアを実施できるという自信をもつ。    

(3)指導方法と内容 

①知識の提供・強化 

・前回の介入の内容を振り返る。 

②症状・行動の確認 

・セルフモニタリングの結果とセルフケア実施計画書の達成状況を患者と一緒に確認し、1

か月間の症状と行動を振り返る。  

③行動調整への支援 

・実行した行動が患者の症状にどのような変化をもたらしたのかを評価し、行動の結果を予

測出来るようになることを支援する。 

・理想通りに行動できた場合には称賛し行動の継続に対する動機づけを行う。 

・理想通りの行動が出来なかった場合には、その要因を検討し、どのような行動調整が必要

であるのか話し合う。 

④目標設定・行動計画 

・セルフケア実施計画書の作成を支援し、患者に次の 1 か月間に優先して実施するセルフケ

アについて目標を設定させる。  

・セルフモニタリングの結果とセルフケア実施計画書の達成状況を毎日記録することを勧め

る。 
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【 フォローアップ 7～12 （約 20分/回）】 

※定期外来受診時に併せて実施する（原則月 1回） 

(1)学習目標：セルフケアを習熟する 

  (2)行動目標  

①セルフモニタリングの実施が習慣化する。 

②リスク因子を回避した生活が習慣化する。 

③セルフケアの実施を継続できるという自信をもつ。 

  (3)指導方法と内容 

①知識の提供・強化 

・前回の介入の内容の振り返りを行う。 

②症状・行動の確認 

・セルフモニタリングの結果を患者と一緒に確認し、1か月間の症状と行動を振り返る。  

③行動調整への支援 

・1 か月間の症状と行動を振り返り、理想通りに行動できた場合には称賛し行動の継続に対

する動機づけを行う。 

・1か月間の症状と行動を振り返り、理想通りの行動が出来なかった場合には、その要因を検

討し、どのような行動調整が必要であるのか話し合う。 

 

4.使用する教材 

本プログラムでは、教育用テキストとして「心不全手帳（日本心不全学会発行）」、セルフケア

の目標設定と行動計画の立案のために「セルフケア実施計画書」（資料①）、初期教育実施時に患

者様の基本情報を把握するために「患者基本情報アセスメントシート（資料②）」、フォローアッ

プ実施時にプログラム期間中の患者様の情報を把握するために「フォローアップ用面接シート」

(資料③)を教材として使用する。なお、評価はアウトカム評価とプロセス評価を行う。 



 

5 

 

資料① セルフケア実施計画書                      期間   年   月   日 ～  年  月   日 

本人・家族の健康回復への目標 再発予防・健康維持のための目標（優先して取り組むセルフケアを選択） 

□食事管理   □水分管理  □内服管理    □適度な運動  □ストレス管理   

□体重・血圧測定、検脈    □自覚症状の観察 □その他（           ） 

  

優先

順位 
目標 ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ 

 □塩分を控えた食事を摂る（1 日   ｇ）               

 □水分制限を守る    （1 日   ml）               

 □薬の飲み忘れをしない               

 □決められた運動を行う               

 □イライラしたり、落ち込んだりしない               

 □体重測定、血圧測定、検脈を毎日行う               

 □自覚症状の確認を毎日行う               

 

優先

順位 
目標 ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ 

 □塩分を控えた食事を摂る（1 日   ｇ）               

 □水分制限を守る    （1 日   ml）               

 □薬の飲み忘れをしない               

 □決められた運動を行う               

 □イライラしたり、落ち込んだりしない               

 □体重測定、血圧測定、検脈を毎日行う               

 □自覚症状の確認を毎日行う               

※目標通り行動ができた日：○、あまりできなかった日：△、全く出来なかった日：×
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              評価日   年   月   日 

 患者氏名              男・女       生年月日    年    月   日（  歳）        

主治医： 看護師： 

他職種（    ）： 他職種（     ）： 

他職種（    ）： 他職種（     ）： 

 

診断名  合併症  

心不全と診断された時期    年   月   日 心不全による入院歴 □無 □有（       ） 

冠危険因子 

（既往歴） 

□高血圧  □脂質異常症  □糖尿病  □高尿酸血症   □慢性腎臓病（CKD） 

□肥満   □喫煙     □狭心症  □陳旧性心筋梗塞 □家族歴 

□その他（                                 ）  

活動時のリスク 

心機能 □正常 □低下（EF      %） 関節可動域制限 □無 □有（     ） 

不整脈 □無  □有（       ） 虚血（残存狭窄） □無 □有（     ） 

その他  

NYHA 心機能分類 □Ⅰ度 : 心疾患はあるが、身体活動の制限がない患者。 

日常的な身体活動の範囲では過度の疲労感、動悸、息切れ、強心発作は起こらない。 
 

□Ⅱ度 : 心疾患により身体活動の軽度制限をきたしている患者。 

     安静時は無症状。日常的な身体活動により疲労感、動悸、息切れ、狭心症発作が起こる。 
 

□Ⅲ度 : 心疾患により著しい身体活動の制限をきたしている患者。 

     安静時は無症状だが、日常的な身体活動以下で疲労感、動悸、息切れ、狭心症発作が起こる。 
 

□Ⅳ度 : 心疾患によりいかなる身体活動にも症状をともなう患者。 

     安静時にも心不全症状や狭心症症状が認められる。身体活動を行おうとすると、胸部不快感

が増強する。 

 

理想体重         kg: 現在の体重        kg BMI（18.5～25.9）          kg/m2 

目標血圧         ／      mmHg 現在の血圧（または家庭血圧）       ／     mmHg 

水分制限               ml/日まで 塩分制限               ｇ/日まで 

 

血液検査結果（検査日:     月   日） 

□HbA1c                                  % □LDL-C                               mg/dl 

□HDL-C                                mg/dl □中性脂肪               mg/dl 

□BNP                                  pg/ml □他（                   ） 

 

日常生活の自立度（実際に行っている活動） 

安静度 □ベッド上 □車椅子  □室内歩行  □屋外歩行 

歩行（移動） □車椅子（自立・他者操作）□介助歩行  □杖歩行  □屋内歩行  □屋外歩行 

□その他（                                ） 

調理 □自立   □介助   □未実施（調理者:                                        ） 

食品の買い物 □自立   □付添（付添者:               ） □未実施（実施者:                  ） 

清潔 □自立   □介助（          ）  ※□入浴 □シャワー □洗髪 □清拭                       

運動耐容能 □良好    □低下   （健常人の     ％:                  METs）                    

心不全・セルフケアに関する「経験」を評価 

心不全と診断されてからの期間、セルフケアが必要な他の

疾患の既往歴、心不全の家族歴の有無を評価する。診断さ

れてからの期間が 2 か月未満、あるいはセルフケアの経験

がない場合には、疾患やセルフケアの教育に代理的学習を

取り入れる。情報は事前に診療記録より収集する。 

現在の身体症状・疾患管理の状態を評価 

カリキュラム開始時点の疾患の管理状態が安定している

かどうかを評価する。短期間で状態に変化が認められる場

合には対象から除外する。 

情報は事前に診療記録より収集する。 

セルフケアを実行する際の目標値  

毎日の体重管理、水分・食事摂取の指標とする。 

事前に主治医に指示を確認しておく。 

「機能的能力」を評価  

セルフケアの実施範囲、目標、家族に期待

する役割などを話し合う際に役立てる。 

「ケアへのアクセス」を評価 

これまでに疾患管理に関して専門職からの支援をうけたこ

とがあるか、または現在受けているかを評価する。支援を受

けておらず、専門的な支援の必要性がある場合は連携に向

けて調整する。 

資料② 患者基本情報アセスメントシートの活用方法 
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運動内容・処方 
□呼吸訓練 □ストレッチ □筋力増強  □日常生活動作 □歩行 

※運動処方（                                  ） 

 

環境 □独居   □同居（     ） 家族の協力体制 □困難  □有（        ） 

職業 □無職   □休職中  □発症後退職  □退職予定   

□職業あり（職種:                    業務内容:         勤務時間:         ）        

通院方法 □徒歩  □電車・バス  □自家用車（本人運転・他者運転） 
 

※付添: □なし  □あり（            ）移動に要する時間（         ） 

通院頻度 （                                  ） 

  

リスク因子の有無 

水分制限 □未実施     

□忘れる日がある（     回/週実施） 

□実施している（平均的水分摂取量        ml/日） 

塩分制限 □未実施   

□忘れる日がある（     回/週実施） 

□実施している（平均的塩分摂取量        ml/日） 

服薬 □飲み忘れなし ※工夫していること: なし・あり（             ） 

□飲み忘れる日がある（        回/週程度:         日/回程度） 

※服薬を管理している人: 本人・他者（          ）           

運動 □未実施  □定期的に実施（内容:                     頻度:       ） 

休息 □疲れを感じたら休む  □疲れを感じても無理をすることがある 

ストレス 

 

 

 

 

 

 

 

 

抑うつ症状の有無（二質問法） 

Ⅰ)この 1 か月間、気分が沈んだり、憂うつな気持ちになったりすることがよくありましたか 

 □なかった    □あった 

Ⅱ)この 1 か月間、どうしても物事に対して興味がわかない、あるいは心から楽しめない感が

よくありましたか 

 □なかった    □あった 

 

睡眠状況（アテネ睡眠尺度日本語版） 

※過去 1 か月間の睡眠について、少なくとも 3 回以上経験した内容を選択する 

①寝つきの問題について（寝床に入って電灯を消してから眠るまでに要した時間） 

 □問題なかった      □少し時間がかかった  □かなり時間がかかった 

 □非常に時間がかかったか、眠れなかった 
 

②夜間、睡眠途中に目が覚める問題について 

 □問題になる程ではなかった □少し困ることがあった □かなり困っている 

 □深刻な状態か、全く眠れなかった 
 

③希望する時間よりも早く目覚め、それ以上眠れない問題について 

 □そのようなことはなかった □少し早かった   □かなり早かった 

 □全く足りないか、全く眠れなかった 
 

④総睡眠時間について 

 □十分だった        □少し足りなかった □かなり足りなかった  

□全く足りないか、全く眠れなかった 
 

⑤全体的な睡眠の質について 

 □満足している       □少し不満     □かなり不満 

 □非常に不満か、全く眠れなかった 
 

 

 

 

セルフケア（適度な運動）の処方内容 

患者に合わせたセルフケアの実施方法を提案する際の

根拠とする。事前に主治医に確認する。 

「他者の支援」「ケアへのアクセス」を評価  

サポートをしてくれる者がいる場合には、患者のセルフ

ケアを補うよう説明する。サポートをしてくれる者がい

ない場合にはセルフケアの実施状況・ストレス管理が上

手く出来ない可能性あるため、要注意。公的サポートの

利用を検討する。 

「習慣」の評価  

リスク因子が存在しているかどうかを評価する。リスク

因子が存在する場合には、習慣を変える必要性について

説明し理解を促す。 

専門的な支援の必要性についても評価する。 
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 ⑥日中の満足感について 

 □いつも通り    □少し低下   □かなり低下   □非常に低下 
 

⑦日中の活動について（身体的および活動的） 

 □いつも通り    □少し低下   □かなり低下   □非常に低下 
 

⑧日中の眠気について 

 □全くない     □少しある   □かなりある   □激しい 

飲酒 □しない   □することがある（頻度:           量:                    ） 

喫煙 □しない   □受動喫煙   □する（             本/日） 

肥満 □なし    □要指導 

便秘 □なし    □あり    ※排便パターン: 毎日・（        ）日に 1 回程度 

インフルエンザワクチン接種 □接種予定    □接種しない 

 

自覚症状 □経験なし 

□労作時の息切れ ※時期:              

生活への影響: なし・あり（                      ） 

□安静時呼吸困難 ※時期:              

生活への影響: なし・あり（                      ） 

□易疲労感・倦怠感※時期:              

生活への影響: なし・あり（                      ） 

□1 日で 2kg 以上の体重増加 

※時期:              

生活への影響: なし・あり（                      ） 

□食欲低下    ※時期:              

生活への影響: なし・あり（                      ） 

□睡眠障害    ※時期:              

生活への影響: なし・あり（                     ） 

薬の副作用 □経験なし 

□経験有 ※薬剤名:                    

症状: 

            生活への影響: なし・あり（                          ） 

       実施した対処行動: 

 

心不全増悪（再

入院）の経験 

□なし 

□あり ※時期:  

      症状: 

           生活への影響:  

原因: 

実施した対処: 

健康転帰: 

 

セルフモニタ

リング 

体重測定 □実践していない □実践している ※頻度: 毎日・週に（      ）回程度 
  

血圧測定 □実践していない □実践している ※頻度: 毎日・週に（      ）回程度  

                         実施者: 本人・他者（          ） 

自己検脈 □実践していない □実践している ※頻度: 毎日・週に（      ）回程度  

                         実施者: 本人・他者（          ） 
 

下肢の浮腫□確認していない □確認している ※頻度: 毎日・週に（      ）回程度  

                         実施者: 本人・他者（          ） 

その他（               ）   

     □確認していない □確認している ※頻度: 毎日・週に（      ）回程度  

                         実施者: 本人・他者（          ） 

「経験」の評価  

経験がない場合には症状のイメージがつきにく

い可能性があるため、教材を活用した代理的学習

を取り入れる。 

「スキル」の評価  

既にセルフケアを実践している者へは今後も継続される

よう、セルフケアの効果を示し行動の価値づけを強化す

る。セルフケアが出来ていない者へは、出来ない理由（阻

害要因）を検討し、改善に向けて支援する。スキルに対す

る誤解がある場合には、修正する。 

「習慣」の評価  

※全頁参照 
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セルフケアを

実施すること

の重要性 

         

 

塩分を控えた食事を摂る 

 

水分制限を守る 

 

 

薬の飲み忘れをしない 

 

 

定期的に運動をする 

 

 

イライラしたり、 

落ち込んだりしない 

 

体重想定、血圧測定、 

検脈を毎日行う 

 

自覚症状の確認を毎日 

行う 

 

症状が現れたら、水分 

摂取と活動を控え、 

速やか隠受診する 

 

セルフケアを

実施すること

への自信 

 

 

塩分を控えた食事を摂る 

 

水分制限を守る 

 

薬の飲み忘れをしない 

 

定期的に運動をする 

 

イライラしたり、 

落ち込んだりしない 

 

体重測定、血圧測定、 

検脈を毎日行う 

 

自覚症状の確認を 

毎日行う 

 

症状が現れたら、水分 

摂取と活動を控え、 

速やか隠受診する 

 

 

 

全く重要

でない 

非常に重

要である 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

全く自信

がない 
非常に自

信がある 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

「動機づけ」「信念・価値」「自信」の評価  

「信念・価値」はセルフケアを実施することの重要性をど

のように捉えているかを質問することで、「自信」はセルフ

ケアを実施することに対する自信を質問することで評価す

る。「動機づけ」は、重要性と自信が高い場合に高くなるた

め、両方の評価が高くなることを目標とする。 

「重要性」が低い場合にはそのセルフケアの必要性と期待

される効果について理解が得られるよう説明する。「自信」

が低い場合にはセルフケアに関する知識やスキルが正しく

習得されるよう支援する。 
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多職種による再発予防への取り組み 

（他職種の支援・指導が必要な項目に✔を付ける） 

 

□『食事管理』について 

 □現状のまま継続    □要支援・指導 →（                         ） 

 

□『服薬管理』について 

 □現状のまま継続    □要支援・指導 →（                         ） 

 

□『運動』について 

 □現状のまま継続    □要支援・指導 →（                         ） 

 

□『ストレス管理』について 

 □現状のまま継続    □要支援・指導 →（                         ） 

 

□                   について 

□要支援・指導 →（                                    ） 

 

 

次回面接予定日        年    月    日  

 

注）本資料は日本循環器学会「心血管疾患におけるリハビリテーションに関するガイドライン」に紹介されていた

心臓リハビリ実施計画書の書式を参考にして作成した。 

 

他職種の支援・指導の必要性の評価  

リスク因子の評価の結果、専門的な支援・指導の必

要性があると判断した場合には主治医へ報告す

る。他職種との連携に向けて働きかける。 
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資料③ フォローアップ用面接シートの活用方法  

                           評価日   年   月   日 

 患者氏名              男・女       生年月日    年    月   日（  歳） 

主治医： 看護師： 

他職種（    ）： 他職種（     ）： 

他職種（    ）： 他職種（     ）： 

 

前回のセッション以降の変化について 

緊急受診の有無 □なし □あり（受診日:         症状:                  転帰:                         ）                

処方薬の変更 □なし □あり（変更日:     内容:           理由:            ） 

 

リスク因子の有無 

水分制限 □未実施     

□忘れる日がある（     回/週実施） 

□実施している（平均的水分摂取量        ml/日） 

塩分制限 □未実施   

□忘れる日がある（     回/週実施） 

□実施している（平均的塩分摂取量        ml/日） 

服薬 □飲み忘れなし ※工夫していること: なし・あり（             ） 

□飲み忘れる日がある（        回/週程度:         日/回程度） 

※服薬を管理している人: 本人・他者（          ）           

運動 □未実施  □定期的に実施（内容:                   頻度:       ） 

休息 □疲れを感じたら休む  □疲れを感じても無理をすることがある 

ストレス 抑うつ症状の有無（二質問法） 

Ⅰ)この 1 か月間、気分が沈んだり、憂うつな気持ちになったりすることがよくありまし

たか 

 □なかった    □あった 

Ⅱ)この 1 か月間、どうしても物事に対して興味がわかない、あるいは心から楽しめない

感がよくありましたか 

 □なかった    □あった 

 

睡眠状況（アテネ睡眠尺度日本語版） 

※過去 1 か月間の睡眠について、少なくとも 3 回以上経験した内容を選択する 

①寝つきの問題について（寝床に入って電灯を消してから眠るまでに要した時間） 

 □問題なかった      □少し時間がかかった  □かなり時間がかかった 

 □非常に時間がかかったか、眠れなかった 
 

②夜間、睡眠途中に目が覚める問題について 

 □問題になる程ではなかった □少し困ることがあった □かなり困っている 

 □深刻な状態か、全く眠れなかった 
 

③希望する時間よりも早く目覚め、それ以上眠れない問題について 

 □そのようなことはなかった □少し早かった   □かなり早かった 

 □全く足りないか、全く眠れなかった 
 

④総睡眠時間について 

 □十分だった        □少し足りなかった □かなり足りなかった  

□全く足りないか、全く眠れなかった 
 

⑤全体的な睡眠の質について 

 □満足している       □少し不満     □かなり不満 

 □非常に不満か、全く眠れなかった 

前回からの変化の有無を評価 

心不全の症状や疾患管理の状態に大きな変化があ

る場合には、プログラムへの参加の継続が可能で

あるか評価するため主治医へ相談する。 

「習慣」「スキル」の評価  

セルフケアの実施状況とリスク因子の改善の有無

を評価する。 

セルフケアが実践出来ている者へは今後も継続さ

れるよう、セルフケアの効果を示し行動の価値づ

けを強化する。セルフケアが出来ていない者へは、

出来ない理由（阻害要因）を検討し、改善に向けて

支援する。スキルに対する誤解がある場合には、

修正する。 

リスク因子の回避について、専門的な支援の必要

性についても評価する。 
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 ⑥日中の満足感について 

 □いつも通り    □少し低下   □かなり低下   □非常に低下 
 

⑦日中の活動について（身体的および活動的） 

 □いつも通り    □少し低下   □かなり低下   □非常に低下 
 

⑧日中の眠気について 

 □全くない     □少しある   □かなりある   □激しい 

飲酒 □しない   □することがある（頻度:           量:                    ） 

喫煙 □しない   □受動喫煙   □する（             本/日） 

肥満 □なし    □要指導 

便秘 □なし    □あり    ※排便パターン: 毎日・（        ）日に 1 回程度 

 

セルフモニタ

リング 

体重測定 □実践していない □実践している ※頻度: 毎日・週に（      ）回程度 
  

血圧測定 □実践していない □実践している ※頻度: 毎日・週に（      ）回程度  

                         実施者: 本人・他者（          ） 

自己検脈 □実践していない □実践している ※頻度: 毎日・週に（      ）回程度  

                         実施者: 本人・他者（          ） 
 

下肢の浮腫□確認していない □確認している ※頻度: 毎日・週に（      ）回程度  

                         実施者: 本人・他者（          ） 

  

「習慣」「スキル」の評価  

※全頁参照 



13 

 

セルフケアを

実施すること

の重要性 

         

 

塩分を控えた食事を摂る 

 

水分制限を守る 

 

 

薬の飲み忘れをしない 

 

 

定期的に運動をする 

 

 

イライラしたり、 

落ち込んだりしない 

 

体重想定、血圧測定、 

検脈を毎日行う 

 

自覚症状の確認を毎日 

行う 

 

症状が現れたら、水分 

摂取と活動を控え、 

速やか隠受診する 

 

セルフケアを

実施すること

への自信 

 

 

塩分を控えた食事を摂る 

 

水分制限を守る 

 

薬の飲み忘れをしない 

 

定期的に運動をする 

 

イライラしたり、 

落ち込んだりしない 

 

体重測定、血圧測定、 

検脈を毎日行う 

 

自覚症状の確認を 

毎日行う 

 

症状が現れたら、水分 

摂取と活動を控え、 

速やか隠受診する 

 

  

全く重要

でない 

非常に重

要である 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

全く自信

がない 
非常に自

信がある 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

「動機づけ」「信念・価値」「自信」の評価  

「信念・価値」はセルフケアを実施することの重要性をど

のように捉えているかを質問することで、「自信」はセルフ

ケアを実施することに対する自信を質問することで評価す

る。「動機づけ」は、重要性と自信が高い場合に高くなるた

め、両方の評価が高くなることを目標とする。 

「重要性」が低い場合にはそのセルフケアの必要性と期待

される効果について理解が得られるよう説明する。「自信」

が低い場合にはセルフケアに関する知識やスキルが正しく

習得されるよう支援する。 
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多職種による再発予防への取り組み 

（他職種の支援・指導が必要な項目に✔を付ける） 

 

□『食事管理』について 

 □現状のまま継続    □要支援・指導 →（                         ） 

 

□『服薬管理』について 

 □現状のまま継続    □要支援・指導 →（                         ） 

 

□『運動』について 

 □現状のまま継続    □要支援・指導 →（                         ） 

 

□『ストレス管理』について 

 □現状のまま継続    □要支援・指導 →（                         ） 

 

□                   について 

□要支援・指導 →（                                    ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次回面接予定日        年    月    日  

注）本資料は日本循環器学会「心血管疾患におけるリハビリテーションに関するガイドライン」に紹介されていた

心臓リハビリ実施計画書の書式を参考にして作成した。 

◆セルフケア実施状況に対する評価 

□改善         □変化なし       □悪化 

◆セルフケア実施計画書の遂行状況 

□改善         □変化なし       □悪化 

プロセス評価 

フォローアップの回数を重ねても改善しな

い場合には、原因を検討する。必要があれば

プログラム内容の見直しを行う。 

他職種の支援・指導の必要性の評価  

リスク因子の評価の結果、専門的な支援・指導の必

要性があると判断した場合には主治医へ報告。他職

種との連携に向けて働きかける。 
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慢性心不全患者に対するセルフケア向上のための 

教育的介入プログラムに関する調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あなたご自身についてご質問いたします。 

以下の質問に対して、該当する□に✔印をつけてください。 

1-1 年齢（ご記入下さい） 

                歳 

 

1-2 性別 

□男性   □女性 

 

1-3 最終学歴 

□専門学校     □短大・大学     □大学院 

 

1-4 資格（該当する☐全てに✔印をつけてください） 

□看護師    

□その他（お持ちの資格をご記入下さい                      ） 

□専門看護師 →（分野名をご記入下さい                      ）                         

□認定看護師 →（分野名をご記入下さい                      ） 

 

1-4 経験年数（実数をご記入ください） 

看護師としての通算経験年数             年  

循環器分野での経験年数               年  

 

1-5 現在勤務している部署 

□循環器外来    □一般外来    

☐病棟（診療科をご記入下さい                           ）   

☐その他（勤務している部署をご記入下さい）                    ） 

次のページにお進みください 

 

資料 16 調査票 
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本プログラムの介入方法についてご質問いたします。                            

以下の項目に対する評価として、最もあてはまると思う回答を 1つ選び、番号に○をつけて下さい。 

2-1 介入の形式 

本プログラムの介入形式は「個別・対面による初期教育と継続的なフォローアップ」です。この介

入形式が適切であるかお答えください。 

 1）適切である        2）やや適切である 

3）どちらともいえない    4）あまり適切ではない    5）適切ではない 

 ※ 3）4）5）に○をつけた方は以下の質問にもお答えください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-2 介入の実施場所 

 本プログラムは「慢性心不全患者の定期受診に併せて、通院している外来」で実施します。この内

容が適切であるかお答えください。 

 1）適切である         2）やや適切である 

3）どちらともいえない     4）あまり適切ではない   5）適切ではない  

※ 3）4）5）に○をつけた方は以下の質問にもお答えください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

どのような内容であれば適切だと思いますか。該当する項目の番号に○をつけて下さい。 

1）集団による初期教育と継続的なフォローアップ。    

2）個別による初期教育と、集団による継続的なフォローアップ。 

3）集団による初期教育と、個別による継続的なフォローアップ。   

4）その他（ご記入下さい） 

 

                                                

どのような内容であれば適切だと思いますか。該当する項目の番号に○をつけて下さい。 

1）定期受診とは別の日程で、外来で実施。    

2）定期受診に併せて、外来以外の場所で実施。（適切な場所             ） 

3）定期受診とは別の日程で、外来以外の場所で実施。（適切な場所          ） 

4）その他（ご記入下さい） 

                                                

次のページにお進みください 
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2-3 介入実施者 

 本プログラムにおける介入実施者は「外来担当の看護師」です。この内容が適切であるかお答えく

ださい。 

 1）適切である         2）やや適切である 

3）どちらともいえない     4）あまり適切ではない    5）適切ではない 

※ 3）4）5）に○をつけた方は以下の質問にもお答えください。 

 

 

 

 

 

 

 

2-4 介入期間 

 本プログラムの介入期間は「12か月間」です。この期間が適切であるかお答えください。 

1）適切である         2）やや適切である 

3）どちらともいえない     4）あまり適切ではない   5）適切ではない 

※ 3）4）5）に○をつけた方は以下の質問にもお答えください。 

 

 

 

 

 

 

 

2-5 介入の回数 

 本プログラムの介入の回数は、「初期教育 1回、フォローアップ 12回の合計 13回」です。この介入

回数が適切であるかお答えください。 

1）適切である         2）やや適切である 

3）どちらともいえない     4）あまり適切ではない    5）適切ではない 

 ※ 3）4）5）に○をつけた方は以下の質問にもお答えください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

どのような内容であれば適切だと思いますか。該当する項目の番号に○をつけて下さい。 

1）外来以外の看護師。（適任な部署                        ） 

2）看護師以外の専門職。（適任な資格                       ） 

3）その他（ご記入下さい） 

                                                

どのような期間であれば適切だと思いますか。該当する項目の番号に○をつけて下さい。 

1）6か月間以上 12か月間未満  2）6か月間    3）3か月間以上 6か月間未満 

4）3か月未満          5）12か月以上 

6）その他（ご記入下さい） 

                                                

どのような回数であれば適切だと思いますか（該当する回答を全て選択し、番号に○をつけ

て下さい） 

1）初期教育の回数を増やす（適切な回数と頻度                   ） 

2）フォローアップの回数を増やす（適切な回数と頻度                ） 

3）フォローアップの回数を減らす（適切な回数と頻度                ） 

4）その他（ご記入下さい） 

                                                

次のページにお進み下さい 
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2-6 介入の所要時間 

 本プログラムの所要時間は、「初期教育が約 60 分、フォローアップが 20 分～30 分」です。この所

要時間が適切であるかお答えください。 

1）適切である         2）やや適切である 

3）どちらともいえない     4）あまり適切ではない   5）適切ではない 

 ※ 3）4）5）に○をつけた方は以下の質問にもお答えください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育的介入において患者様に提供する知識の内容についてご質問いたします。                         

以下の表には、教育的介入において患者様に提供する知識の内容を示しています。各項目に示した

内容に対する評価として、最もあてはまると思う回答を 1つ選び、表中の数字に○をつけて下さい。 

 必
要
で
あ
る 

や
や
必
要
で
あ
る 

ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い 

や
や
必
要
で
は
な
い 

必
要
で
は
な
い 

心不全に関する知識 

3-1 心不全の病因、基礎疾患について 1 2 3 4 5 

3-2-1 心不全の症状 （呼吸困難） 1 2 3 4 5 

3-2-2 心不全の症状 （下肢の浮腫） 1 2 3 4 5 

3-2-3 心不全の症状 （易疲労感） 1 2 3 4 5 

3-2-4 心不全の症状 （咳） 1 2 3 4 5 

3-2-5 心不全の症状 （急激な体重増加） 1 2 3 4 5 

3-2-6 心不全の症状 （睡眠時の呼吸困難） 1 2 3 4 5 

3-2-7 心不全の症状 （動悸） 1 2 3 4 5 

3-2-8 心不全の症状 （食思不振） 1 2 3 4 5 

3-2-9 心不全の症状 （腹部膨満感） 1 2 3 4 5 

3-3 処方されている薬物療法の目的 1 2 3 4 5 

どのような内容であれば適切だと思いますか（該当する回答を全て選択し、番号に○をつけ

て下さい） 

1）初期教育の所要時間を増やす（適切な所要時間                 ） 

2）初期教育の所要時間を減らす（適切な所要時間                  ） 

3）フォローアップの所要時間を増やす（適切な所要時間               ） 

4）フォローアップの所要回数を減らす（適切な所要時間               ） 

5）その他（ご記入下さい） 

                                                

次のページにお進み下さい 
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 必
要
で
あ
る 

や
や
必
要
で
あ
る 

ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い 

や
や
必
要
で
は
な
い 

必
要
で
は
な
い 

セルフケアに関する知識 

4-1 セルフケアと予後との関係について 1 2 3 4 5 

4-2-1リスク因子を避けた生活（水分制限） 1 2 3 4 5 

4-2-1リスク因子を避けた生活（塩分制限） 1 2 3 4 5 

4-2-1リスク因子を避けた生活（服薬順守） 1 2 3 4 5 

4-2-2リスク因子を避けた生活（適度な運動） 1 2 3 4 5 

4-2-1リスク因子を避けた生活（休息） 1 2 3 4 5 

4-2-3 リスク因子を避けた生活（ストレスコントロー

ル） 
1 2 3 4 5 

4-2-4リスク因子を避けた生活（禁酒または飲酒制限） 1 2 3 4 5 

4-2-5リスク因子を避けた生活（禁煙） 1 2 3 4 5 

4-2-6リスク因子を避けた生活（肥満予防） 1 2 3 4 5 

4-2-7リスク因子を避けた生活（便秘予防） 1 2 3 4 5 

4-2-8リスク因子を避けた生活（予防接種） 1 2 3 4 5 

4-3-1セルフモニタリングの方法（体重測定） 1 2 3 4 5 

4-3-2セルフモニタリングの方法（血圧測定） 1 2 3 4 5 

4-3-3 セルフモニタリングの方法（検脈） 1 2 3 4 5 

4-3-4 セルフモニタリングの方法（下肢の浮腫） 1 2 3 4 5 

 

 

教育的介入における指導方法についてご質問いたします。                            

本プログラムは、慢性心不全患者様のセルフケアに対するセルフエフィカシーや動機づけの強化

ができるよう、指導方法に①知識の提供・強化、②目標設定・行動計画、③症状・行動の確認、④行

動調整への支援、を取り入れています。これらの指導方法に対する評価として、最もあてはまると思

う回答を 1つ選び、番号に○をつけて下さい。 

5-1 知識の提供・強化 

「初期教育において心不全やセルフケアに関する知識を提供し、フォローアップにおいて継続的に

これらの知識を強化していきます。」 

1）実行可能である       2）やや実行可能である 

3）どちらともいえない        4）やや実施困難である   5）実施困難である 

 ※ 3）4）5）に○をつけた方は以下の質問にもお答えください。 

 

 

もしよろしければ理由をご記入下さい。 
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5-２ 目標設定・行動計画 

「セルフケア実施計画書の作成を支援し、次の 1 か月間に優先して実施するセルフケアを患者様自

身に決定してもらい、目標を設定してもらいます。また、セルフモニタリングの結果とセルフケア実

施計画書の達成状況を毎日記録することを推奨します。」 

1）実行可能である       2）やや実行可能である 

3）どちらともいえない        4）やや実施困難である    5）実施困難である 

 ※ 3）4）5）に○をつけた方は以下の質問にもお答えください。 

 

 

 

 

 

 

 

5-３ 症状・行動の確認 

「セルフモニタリングの結果とセルフケア実施計画書の達成状況に関する記録を確認し、1 か月間

の症状と行動を振り返ります。」 

1）実行可能である      2）やや実行可能である 

3）どちらともいえない       4）やや実施困難である    5）実施困難である 

 ※ 3）4）5）に○をつけた方は以下の質問にもお答えください。 

 

 

 

 

 

 

 

5-４ 行動調整に対する支援 

「フォローアップでは毎回、セルフケアの実施状況を確認し、実行した行動が患者様の症状にどの

ような変化をもたらしたのかを評価し、行動の結果を予測出来るようになることを支援します。ま

た、患者様が自分の理想通りに行動できた場合には称賛し行動の継続に対する動機づけを行います。

理想通りの行動が出来なかった場合には、その要因を検討し、どのような行動調整が必要であるの

か話し合います。」 

1）実行可能である      2）やや実行可能である 

3）どちらともいえない       4）やや実施困難である    5）実施困難である 

 ※ 3）4）5）に○をつけた方は以下の質問にもお答えください。 

 

 

 

もしよろしければ理由をご記入下さい。 

 

 

 

                                               

もしよろしければ理由をご記入下さい。 

 

 

 

                                               

もしよろしければ理由をご記入下さい。 

 

 

 

                                               

次のページにお進み下さい 
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5-５ その他、本プログラムに対するご意見がありましたらご記入下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外来における患者指導の実態についてご質問いたします。                

以下の項目は、あなたが勤務している外来での、慢性心不全患者様に対する患者指導の実態につ

いて質問しています。 

各質問項目に対して、最もあてはまると思う回答を 1つ選び、番号に○をつけて下さい。 

 

６-１ 患者指導の実施状況 

1）全員に実施している        2）指導が必要な患者のみ実施している 

3）希望者のみ実施している       

4）実施していない（理由をご記入下さい                        ） 

5）その他（ご記入下さい                               ） 

 

６-２ 患者指導の実施方法 

1）個別・対面での実施   2）個別・電話での実施     3）集団での実施       

4）その他（ご記入下さい                               ） 

 

６-３ 患者指導の実施頻度 

1）定期的に実施（頻度をご記入下さい                          ） 

2）不定期に実施（どのような時に実施するかご記入ください                  ）  

3）その他（ご記入下さい                               ） 

 

 

６-４ 患者指導を実施する場合の所要時間 

（平均的な時間をご記入ください）                         

 

６-５ 患者指導の実施者 

1）看護師（所属部署をご記入下さい                         ）        

2）看護師以外（ご記入下さい                            ） 

 
次のページにお進み下さい 
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3）その他（ご記入下さい                              ） 

 

６-６ 主な指導内容をご記入ください。 

  

 

 

 

 

 

 

６-７ 患者指導の効果についてどのように実感しているかお答えください。 

1）得られる             2）時々得られる 

3）どちらともいえない       4）それほど得られない   5）得られない 

 

 

６-８ 慢性心不全患者様に対して指導を行う上での課題がありましたらご記入ください。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上で調査は終了になります。お手数をおかけいたしますが、もう一度ご記入漏れがないか、ご

確認下さいますようお願い致します。お忙しいところご協力頂き、誠に有難うございました。 

次のページにお進みください 

 

 

 



 

1 

 

介入形式

❐その他の意見, n=1

カテゴリー 原文 ID

介入の実施場所

❐定期受信時に実施する場合、外来以外で適切な場所, n=4

カテゴリー 原文 ID

面談室 2

面談室 11

個室 14

落ち着いて話せる場所 28

❐その他の意見, n=1

カテゴリー 原文 ID

電話・メールの活用 電話フォロー。メール相談体制の構築。 15

介入実施者

❐外来以外の看護師が実施する場合に適切な部署, n=15

カテゴリー 原文 ID

専任看護師 23

専任看護師 27

専任看護師 31

専任看護師 33

認定看護師 11

認定看護師 14

心不全認定看護師 43

循環器内科病棟 1

循環器病棟 4

循環器病棟 7

循環器病棟 29

循環器病棟 48

病棟 50

❐その他の意見, n=6

カテゴリー 原文 ID

病棟看護師と協同する。 21

初回は病棟看護師と共同で実施する。 28

病棟と外来で連携が取れていることが必要だと思います。 34

外来だけでなく、循環器病棟の看護師も参加すべき。 52

初期教育を病棟看護師が行ってもいいのではないかと思います。 53

急性期病棟から一般病棟、外来へとつないでも良いと思う。 55

看護師以外に、医師、薬剤師の協力もあったほうが良いと思う。 46

① 「介入方法の適切性に関する設問への自由記述欄」より抽出したカテゴリーと回答の原文（下線部分が抽出の根拠）

臨機応変に選択する 初期教育は個別と集団を臨機応変に選択する。フォローアップは個別で実施する。 25

面談用の個室

専従者

認定看護師

循環器病棟

病棟との連携 入院中から関係が構築出来ている者が実施する。外来看護師が、退院前訪問を実施す
る。

15

継続的なサポートと介入が必要。他部門との連携。薬剤科、栄養科、リハビリ科、病棟。 35

心不全で入院された方が多いと思う。専門の知識を持った外来看護師が指導（介入）して
良いと思うが、入院中から病棟との連携が大切だと思う。

42

他職種との連携 継続的なサポートと介入が必要。他部門との連携。薬剤科、栄養科、リハビリ科、病棟。 35

資料 17 アンケート調査自由記述から抽出したカテゴリーと原文 
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介入期間
❐その他の意見, n=5

カテゴリー 原文 ID

介入回数

❐初期教育の回数を増やす場合の適切な回数と頻度, n=5

カテゴリー 原文 ID

30分を3～4回。小まめに。初期は毎週最低1回の電話フォロー。 15

3回は必要。 17

2回～3回に分けたほうが良い。 19

電話フォローの追加 30分を3～4回。小まめに。初期は毎週最低1回の電話フォロー。 15

理解できるまで 理解できるまで次のステップには移行出来ない思う。 8

❐フォローアップの回数を増やす場合の適切な回数と頻度, n=1

カテゴリー 原文 ID
12か月目以降に追加 12回目以降は3～4か月に1回。 2

❐フォローアップの回数を減らす場合の適切な回数と頻度, n=6

カテゴリー 原文 ID

６回。 4

6回を月１回ペース。 21

6回。 40

少しずつ間隔を空けていく。 47

フォローアップ7-12は間隔を延ばしてもよいのではないかと思います。 53

受診頻度に合わせて調整 患者さんの受診頻度に合わせる。 41

3回 3回。定期受診。 55

❐その他の意見, n=12

カテゴリー 原文 ID

人によって回数を増減しても良いのではないか。 12

患者の個人差があるので何ともいえない。 14

症状や理解度によりフォローアップ回数は変える。 43

フォローアップ回数は個人に合わせ設定。最低6回、最高13回など。 46
患者さんの理解度などから回数は増減しても良いのではないかと思います。 48

人により増減すべきでは。 60

期間を設けない プログラムとしては1年で適切だとは思うが、外来に通院している限り介入は必要。特に
高齢者。

8

2～4回

個別性に応じた対応 介入が「定期受診に合わせる」だと、人によって感覚や面談の回数が変化するため、妥当
かどうか判断しにくい。

10

冬に体調を崩す方や糖尿病コントロールが不良になり、心不全増悪が合併する方もいる
ので、一概には言えないと思います。

11

担当する人数によるが、長い気がする。また、個別性に合わせて延長する基準設定が必
要。

15

心不全増悪など途中で入院した場合などは、継続が必要なこともあると思います。その場
合は、リセットで退院の度に12か月ということであれば大丈夫です。

18

18

患者個人により、適切な回数があると思います。必要な指導をするなら多いし、セルフケ
アを支援するなら少ない。

26

12か月に12回受診しない方もいるため、フォローアップするなら、毎回受診時にするほう
が良い。

29

フォローアップ1～6、7～12を回数で行うのでなく、個別に達成度で次の段階に進むように
する。少なくなる人もいれば、多くなる人もいると思います。

30

6回（6か月）

徐々に間隔を空ける 3か月目まで毎月。その後間隔開ける、または心リハと揃え、150日または6か月程度、
など。

24

個別性に応じた対応 理想的だとは思うが、定期受診頻度は1か月に1回になっているとは限らない。また、感覚
的には1年は長いようにも感じられる。

10

患者個人の背景や受ける精神面が様々です。初期教育を十分に行う必要がある方、実
践に乏しい方など様々なため。

11

必要な人は、2週間くらいで1度確認が必要なこともある。また反対に、理解できる人は1
か月半から2か月あっても平気なこともある。

患者によってフォローアップの回数は増減すると思うので、「何回」と決めない方が良いと
思う。

45
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介入の所要時間

❐初期教育の所要時間を増やす場合の適切な所要時間, n=1

カテゴリー 原文 ID

理解できるまで 理解できるまで。 8

❐初期教育の所要時間を減らす場合の適切な所要時間, n=5

カテゴリー 原文 ID

３０分。 12

30分～40分程度。 14

30分～40分。 40

30分程度。 41

30分。 45

❐フォローアップの所要時間を増やす場合の適切な所要時間, n=3

カテゴリー 原文 ID

理解できるまで 理解、確立できるまで。 8

❐フォローアップの所要時間を減らす場合の適切な所要時間, n=2

カテゴリー 原文 ID

15～20分 15

15分程度 41

❐その他の意見, n=3

カテゴリー 原文 ID

初期教育に60分必要だが、現実的かは疑問を感じる。 17

外来のマンパワーを考えると現実的ではない。それを除くと、適切。 26

1人の患者にそこまでの時間をかけられないと思う。 45

知識の提供・強化

カテゴリー 原文 ID

マンパワー不足。日替わり勤務であり、統一されていないため。 4

マンパワーがない。 23

マンパワー不足。 33
実際には、患者さん1人1人にそれほどの時間を使っての対応が難しい。 37

高齢者には無理がある内容だと思います。特に独居の方は。 40
時間的制約 処置や電話対応、検査説明等で患者さんとの時間が捻出できないため。 57

目標設定・行動計画

カテゴリー 原文 ID

マンパワー不足

現状の人員では、当院では困難。外来ではなく、入院中に初期教育を行っている。入院と
ならない場合は外来で行っている。

8

外来業務中に時間をかけて介入することは困難である。看護外来であれば可能である
が、循環器の看護師を配属するだけの人員もいないため難しい現状。

30

高齢患者の能力的限界 高齢者が多いため、セルフケアに関する知識を提供できたとしても理解するのが困難であ
る可能性が高い。

28

30～40分

15～20分

時間的制約・マンパワー不足
への懸念

② 教育的介入の指導方法が「どちらともいえない」～「実行困難」と回答した理由の自由記述欄」より抽出したカテゴリーと回答
の原文（下線部分が抽出の根拠）

47

患者さんにもよりますが、自分でセルフケアを決定したり、達成状況を記録できる人はあ
る程度自己管理出来ている人が多い様に思います。むしろ、目標設定や記録することが
出来ない患者に対し、どうするかが課題のように思います。

50

記録することの難しさ 自己管理ができる人であれば使用可能だが、高齢者は毎日記録するのが難しいかもし
れないので。

7

年齢等考慮し、指導している。計画を自身が立てても実施出来ない人も多い。体重計を
持っていない人も多い。毎日記録することすら難しいこともあり。

8

セルフケアをしっかり理解し、記録に残す事は個々の意欲に関わり、必要性を分かってい
ないと、毎日の実施は難しいかもしれない。

20

認知機能が低下しておられる患者様もたくさんいるため、目標設定をしたり、実施計画を
記録するのは難しいと思う。

41

高齢・独居の方の場合、外来受診がやっとで、記録をつけるところまで出来るかが不明。
家族のサポートがどこまで出来るかも不明である。
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高齢者が多い中、最低限の指導しか出来ないことが多い。 12

当院では、高齢の心不全患者が多い。 23

高齢者が多いので、家族の協力、本人の協力の程度によるかもしれません。 35

慢性心不全の方は高齢者が多いため、毎日チェックするのは項目も多く難しい。 36

時間的制約 処置や電話対応、検査説明等で患者さんとの時間が捻出できないため。 57

症状・行動の確認

カテゴリー 原文 ID

看護師と一緒に振り返りを行えば、実行可能と思われる。 7

病棟退院後のフォローであれば可能。 33

高齢者が多い中、最低限の指導しか出来ないことが多い。 12

当院では高齢の心不全患者が多い。 23
時間的制約 処置や電話対応、検査説明等で患者さんとの時間が捻出できないため。 57

行動調整に対する支援

カテゴリー 原文 ID

20～30分のヒアリング、面接で、要因の検討、行動調整は現実的でしょうか。 2

処置や電話対応、検査説明等で患者さんとの時間が捻出できないため。 57

③本プログラムに対する意見（自由記述）より抽出したカテゴリーと原文　（下線部分が抽出の根拠）

カテゴリー 原文 ID

高齢患者の能力的限界 自己管理ができる人であれば使用可能だが、高齢者は毎日記録するのが難しいかもし
れないので。

7

高齢の方だと大変で、継続できないのではないかと思う。自己効力感より強制感が出て
しまう。

29

CHFになる患者は、高齢者、コンプライアンス不良の方が多いので、出来る患者は少ない
かもしれません。

45

高齢患者の能力的限界

時間的制約

介入実施者の能力に対する
懸念

セルフケア実施についての変化が上手く聴取できているのか。また、外来で限られた時
間で上記目的まで達成できるのか。対象患者は何名で設定するのか。定期受診日以外
に改めて受診するのは負担ではないか。

40

看護師ごとにアセスメントやアドバイスの仕方が違ってしまうと、患者さんが混乱する原因
になる。（当院では、毎日同じ看護師が循環器外来に勤めているわけではない）

41

高齢・独居の方の場合、外来受診がやっとで、記録をつけるところまで出来るかが不明。
家族のサポートがどこまで出来るかも不明である。

47

条件付きの実行可能性

記入できている例については可能。記入しないが申告できる場合もあり、個々に合わせ
ている。専任で行えば可能な例もある。

8

血圧手帳、心不全手帳のように軽く記入できるものなら可能ですし、記入忘れしていたと
しても、外来で確認しやすいと思います。

35

18

プログラム内容への肯定的な
意見

慢性心不全患者への教育支援は、今後重要だと思います。取り組むチームでの情報の
共有が大切だと思います。フォローアップするスタッフによって、指導内容が違うことが懸
念されると思いますが、どのようにスタッフ教育していくかも知りたいです。

2

特別に担当する看護師がいれば、とても理想的な指導方法であり、大変期待できるもの
と思います。ある程度時間を束縛される事なので、患者の指導への理解がかなり必要に
なってくると思います。それがクリアされれば最高ですね。

3

画一されたプログラムの必要性を感じていますので、とても興味があります。方法論とし
ても明確であり、参考にしたいと思う内容でした。

10

きちんとした知識と教育を目的とした人員が確保出来るなら、とても良い取り組みだと思
いますが、業務に追われる日々なので、現実は難しいと思います。

14

今回のプログラムは外来においてのセルフケアのスキルの習得に関することであり、大変
評価しやすく、記載内容も簡潔で分かりやすい。入院中の情報があっても良いかと。連携
できるような形で、このようなチェックシートのような形で。ただ、カルテなど記録物から外
来看護師が得ることも可能であり、本プログラムとしては成立している。外来で60分の時
間を1人の患者で確保することが難しいため、実際導入しようとすると、工夫が必要になる
と思います。

セルフケア実施についての変化が上手く聴取できているのか。また、外来で限られた時
間で上記目的まで達成できるのか。対象患者は何名で設定するのか。定期受診日以外
に改めて受診するのは負担ではないか。

40
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内容はとても良いと思います。対象患者が限定されてしまう印象が強いです。高齢者、コ
ンプライアンスが悪い患者などは継続できないと思います。

40

慢性心不全の患者様にセルフケア向上のための指導が出来れば、患者様自身が病気に
ついて理解し、病状悪化を防ぐことが出来るのではないかと思いました。しかし、多忙な
業務の中でプログラムを実践していくことは非常に困難であるとも考えています。

41

このプログラムをやって頂いての成果と、出来なかった（継続）場合の具体例など出して
頂いて、今後に参考にさせて頂きたいと思います。

42

このようなプログラムがあると、患者教育する側も共通ツールになるだけではなく、患者さ
んへのケア提供の質向上につながると思います。活用したいです。

50

対象を明らかにしているのは良いと思うが、1人の患者につき1回（13回セット）の介入の
みで十分かどうかは疑問。その後のプログラムもあると良いと思う。また、認知レベルは
保たれていても。NYHAⅣになると指導されなくなってしまうのは、見捨てられたように感じ
てしまうのではないか。ターミナル的な支援にも継続していけるようなプログラムになる
と、もっと良いと思う。抑うつ症状や睡眠状況を継続して評価しているのも良いと思う。ター
ミナル的な支援につながる様な精神的援助もあると良いと思いました。家族に関する情報
が殆どないが、家族の支援も不可欠だと思う。

26

プログラムの実行可能性を懸
念する意見

当院の外来では、人員的、時間的に余裕がなく、初期教育については入院を経ている場
合は、確認のみしか行えていない。1年介入したから心不全が治癒するわけではないの
で、教育プログラム終了後は介入しなくて良いわけではなく、評価基準があいまいとなる
と判断がしにくくなる。高齢化社会に向け、独居老人には困難な例は増加している。

8

きちんとした知識と教育を目的とした人員が確保出来るなら、とても良い取り組みだと思
いますが、業務に追われる日々なので、現実は難しいと思います。

14

外来の担当看護師が実施することは難しい様に感じる。週に担当する患者数が1～2名な
ら可。初期教育に60分費やせるかどうか難しいかもしれない。初期教育60分で高齢者が
行動変容出来るか。短期フォローが必要だと思う。

15

今回のプログラムは外来においてのセルフケアのスキルの習得に関することであり、大変
評価しやすく、記載内容も簡潔で分かりやすい。入院中の情報があっても良いかと。連携
できるような形で、このようなチェックシートのような形で。ただ、カルテなど記録物から外
来看護師が得ることも可能であり、本プログラムとしては成立している。外来で60分の時
間を1人の患者で確保することが難しいため、実際導入しようとすると、工夫が必要になる
と思います。

18

フォローアップの面談20～30分には、内容を看護師がアセスメントする時間も含まれてい
るのでしょうか。個々のスキルによると思いますが、評価を患者と振り返りながらセルフケ
アの支援をするとなると、20～30分では終わらない項目数だと思いました。フォロー回数
が増えていき、重要性や自信の点数が共に高まった際、資料①の優先順位をつける意味
があるか分からない。かつ、7項目の順位付けは難しい気がする。

21

慢性心不全の患者様にセルフケア向上のための指導が出来れば、患者様自身が病気に
ついて理解し、病状悪化を防ぐことが出来るのではないかと思いました。しかし、多忙な
業務の中でプログラムを実践していくことは非常に困難であるとも考えています。

41

プログラム内容の改良に向け
た意見

当院の外来では、人員的、時間的に余裕がなく、初期教育については入院を経ている場
合は、確認のみしか行えていない。1年介入したから心不全が治癒するわけではないの
で、教育プログラム終了後は介入しなくて良いわけではなく、評価基準があいまいとなる
と判断がしにくくなる。高齢化社会に向け、独居老人には困難な例は増加している。

8

資料②自覚症状について、1日2ｋｇ以上の体重増加ではなく、1週間で5ｋｇ以上等、ある
程度期間を用いたほうが患者のストレスにならないと思う。睡眠障害は、原因が精神面の
ストレスによるものか、呼吸困難によるものか分けたほうが良いと思う。

11

患者様からゆっくりと話を聴く時間を取ったほうが良いと考えています。初回の初期教育
の時に、すぐ教育的な内容に入るよりも、患者様1人1人の生活習慣や生活背景などを知
り、患者様を理解してから教育を行った方が、その後のフォローにつなげやすいと思いま
す。

19

資料①の「イライラしたり…」は、「イライラしたり落ち込んだ時でも上手に対処できる」とい
う意味でしょうか。行動目標を立て、実施可かつ心不全症状悪化がなければ、12か月フォ
ローは不要で、ある一定回数のみフォローすればよいと思いますが、研究として12か月の
プログラムなのでしょうか。

24
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④外来における慢性心不全患者に対する患者指導の実態（自由記述）

❐患者指導を実施しない理由, n=9

カテゴリー 原文 ID

患者指導は入院中のみで外来では実施していない。 7

取り組みなし。 23

入院時に関わることがあっても、それ以降はあまり関わらないため。 28

当院の外来ではクラークが担当しているので指導まではいかない。 48

マンパワー不足。診療クラークが外来担当。 56

多忙。場所がない。専門知識が弱い。 14

マンパワー不足。 46

マンパワー不足。診療クラークが外来担当。 56

処置や電話対応、検査説明等で患者さんとの時間が捻出できないため。 57

カテゴリー 原文 ID

循環器外来受診時。 1

外来受診時。 2

必要だと考えられる患者の外来受診のたび。 3

外来受診時。 4

外来受診時。 6

外来受診時。 8

外来に合わせて指導介入している。 18

フォローが必要な方は受診ごと。 37

受診日かリハビリ来院時に実施。評価は約1か月毎。 39

外来来院時。 43

外来受診時 47

外来受診時。 51

定期外来受診時。 52

対象を明らかにしているのは良いと思うが、1人の患者につき1回（13回セット）の介入の
みで十分かどうかは疑問。その後のプログラムもあると良いと思う。また、認知レベルは
保たれていても。NYHAⅣになると指導されなくなってしまうのは、見捨てられたように感じ
てしまうのではないか。ターミナル的な支援にも継続していけるようなプログラムになる
と、もっと良いと思う。抑うつ症状や睡眠状況を継続して評価しているのも良いと思う。ター
ミナル的な支援につながる様な精神的援助もあると良いと思いました。家族に関する情報
が殆どないが、家族の支援も不可欠だと思う。

26

このプログラムを適用するのであれば、初期教育は入院中に行うというのも一つの手段で
あると思われます。

30

スタッフ教育に関する意見 慢性心不全患者への教育支援は、今後重要だと思います。取り組むチームでの情報の
共有が大切だと思います。フォローアップするスタッフによって、指導内容が違うことが懸
念されると思いますが、どのようにスタッフ教育していくかも知りたいです。

2

循環器の外来看護師であれば誰でも出来るという内容ではないように感じます。一定の
経験と研修（主に行動理論）を学習していることが必須だと思います。

9

きちんとした知識と教育を目的とした人員が確保出来るなら、とても良い取り組みだと思
いますが、業務に追われる日々なので、現実は難しいと思います。

14

このプログラムを実施するためには、場所や人員の確保など環境を整えることがまず重要
であること。患者さん自身の意識を高め、無理なく続けられるような働きかけも重要となっ
てくるため、看護師も知識を十分に身に付けることが必要。

28

❐定期的に患者指導を実施する場合のタイミング, n=13

定期外来受診時

取り組みがない

指導する時間を作っていない。水分制限、塩分制限を指導することはあるが、簡潔で個別
性を持った具体的な指導までは出来ていない。

53

今後はチーム結成を目指していますが、現段階では全く介入していないのが現状です。 55

時間的制約・マンパワー不足
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カテゴリー 原文 ID

必要だと考えられた場合。 3

内服中断時。 32

適宜必要に応じて。 54

外来受診時。症状悪化時。 24

体調不良時。 26

データ悪化時。 31

CHF症状が増悪してしまった時など。 45
医師の指示があった時 医師が必要と認め、指示された患者のみ行っている。 20

⑤主な指導内容への回答（自由記述）より抽出したカテゴリーと原文　（下線部分が抽出の根拠）

❐不定期に患者指導を実施する場合のタイミング, n=10

指導の必要性を感じた時

退院後の初回の外来時や、指導後のフォロー。診察の流れを見ていて、必要だと思った
時。

25

退院後初回は必須。あとは内服や生活内容で指導が必要な患者をピックアップして指導
する。セルフケア自立できた時点で終了。

40

●知識の提供・強化
 ・体重
 ・水分
 ・塩分
 ・食事
 ・休息
 ・活動

体重管理。水分管理。塩分制限を含めた食事管理。安静度。自宅で出来る運動療法。 2

●記録の振り返り
●理解度の確認
 ・症状増悪時の対応

心不全手帳の配布。必要性を理解してもらう事で、まず増悪時の早期対策を行う。手帳を
チェックしながら振り返りと、今後の予測や希望など状況に合わせた指導を行っている。
重要ポイントは患者の理解度。

3

症状増悪時

カテゴリー
（●：介入内容、・：指導項目）

原文 ID

●知識の提供・強化
 ・塩分
 ・体重
 ・休息
 ・受診のタイミング
 ・浮腫

塩分制限について。体重について。休息について。受診のタイミング。浮腫について（見
方）。

1

●知識の提供・強化
●記録の振り返り
・食事
・セルフモニタリング
・心不全
・血圧
・体重

セルフモニタリング。心不全に関する知識補充。血圧・体重の毎日の記録と評価。心不全
の症状。食事内容のチェック。必要時は栄養士による栄養指導。

10

●知識の提供・強化
・活動
・生活指導,

生活指導。仕事の量。家事の量。 11

●知識の提供・強化
 ・体重
 ・服薬
 ・水分
 ・血圧

1日の水分摂取量。体重測定。血圧測定。内服。 4

●知識の提供・強化
・セルフケア
・症状増悪時の対応方法

セルフケア。異常発生時の対応方法。 8

●セルフケアの確認
・体重
・水分

体重測定の確認。水分摂取状況の確認。 12
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●知識の提供・強化
・,心不全
・心不全症状
・活動
・服薬
・塩分
・呼吸困難
・浮腫

心不全とはどのような疾患なのか。注意しなければならない症状（呼吸困難感、浮腫）。
活動量、運動量（医師と理学療法士と、METsとバイタルサインを基に入院前の活動、仕
事量に戻して良いかを評価）。内服継続の必要性。減塩。

17

●知識の提供・強化
●セルフケアの確認
●症状アセスメント
●目標設定と評価
・体重
・内服
・心理社会的側面
・感染予防
・水分
・睡眠
・血圧
・食事
・呼吸困難
・心不全

アセスメントシートを使用して患者の全体像を捉え、定期外来毎にフローシートを用いて
行っているが、このプログラム程明確な評価指標、記録になっていない。内容項目として
は、大項目として、症状の確認、疾患の理解、薬物療法（飲み忘れの有無）、体重測定、
血圧測定、食事療法、水分制限、感染予防、睡眠、呼吸障害、心理社会的側面、意思決
定などの確認をし、必要なところの指導をして、次回外来までの目標を患者と共に決定し
ます。

18

●知識の提供・強化
・セルフモニタリング
・介護者教育
・体重
・合併症予防
・水分
・生活指導

体重管理。水分管理。介護者教育。合併症予防。セルフモニタリング指導。日常生活指
導。

15

●セルフケアの確認
●行動調整に対する支援
・セルフケア

セルフケアが継続できているか。出来ていない部分に対し、改善策を考える。 22

●セルフケアの確認
●記録の振り返り
●知識の提供・強化
・活動
・食事
・セルフモニタリング

心不全手帳でセルフモニタリングの確認。食事や運動の状況を確認し、セルフアセスメン
ト、マネジメントが出来ているか評価。不足知識の指導。本人の療養の行動支持。

24

●知識の提供・強化
●セルフケアの確認
●記録の振り返り
・体重
・塩分
・水分
・血圧
・食事

在宅での塩分摂取状況、食事内容、水分摂取量について。毎日の血圧、体重測定、手
帳の使用の有無。

20

●知識の提供・強化
●理解度の確認
●症状アセスメント
●セルフケアの確認
・体重
・心不全症状
・水分
・症状増悪時の対応
・自己効力感
・服薬

体重測定を継続しているのかの確認。水分制限量の理解の確認。自覚症状の有無と出
現時の対処の確認。自己効力感。成功体験。内服の支援体制。

21
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●知識の提供・強化
・生活指導

生活指導。 29

●理解度の確認
●知識の提供・強化
●セルフケアの確認
●行動調整に対する支援
・体重
・血圧
・服薬
・心不全症状
・食事

退院時に指導された内容について理解できているか。服薬、食事、血圧測定、体重測
定、心不全症状。日常生活で実行出来ているか。出来ていない場合、その要因は何かに
ついて情報収集し、再度本人の生活に合わせて実施できるよう指導を行っている。

30

●知識の提供・強化
●記録の振り返り
●セルフケアの確認
●理解度の確認
・セルフモニタリング
・受診のタイミング
・心不全

心不全の知識。セルフモニタリング法の伝授や実施内容の確認。心不全手帳の確認と緊
急時外来受診のタイミングなど。

25

●知識の提供・強化
・活動
・水分
・セルフモニタリング
・服薬
・塩分
・心不全症状
・感染予防
・禁煙・飲酒制限

減塩。過負荷。症状。セルフモニタリング。内服。感染。心臓リハビリ。喫煙。過度な飲
酒。

26

●知識の提供・強化
・塩分
・水分
・生活指導

塩分制限。水分制限。生活。 37

●知識の提供・強化
●目標設定と評価
●記録の振り返り
・セルフケア
・心不全

前ページにあった心不全とセルフケアに関する知識の確認と指導。生活記録ノートの確
認。目標の確認評価。

39

●知識の提供・強化
・食事

食事指導。 31

●知識の提供・強化
・水分
・体重

水分制限や体重の増加など、注意点のみ指示している。 36

●知識の提供・強化
・心不全症状

日常生活に影響を及ぼす症状。 44

●知識の提供・強化
・塩分
・心不全症状
・水分

水分、塩分について。CHF症状について。 45

●知識の提供・強化
・服薬
・水分
・塩分
・体重
・心不全症状
・症状増悪時の対応
・受診のタイミング

服薬。水分。塩分。体重管理。増悪時の症状。来院の方法。 42

●知識の提供・強化
・心不全

心不全に関するもの全般。 43
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注）表中のカテゴリーは、介入内容に関するカテゴリー：●と、指導項目に関するカテゴリー：▪ に分類した。

⑥慢性心不全患者に対して指導を行う上での課題（自由記述）より抽出したカテゴリーと原文

カテゴリー 原文 ID
施設入所患者への指導 老健や施設に入所している方の指導をどのようにしていけば良いか、悩みます。 1

●知識の提供・強化
・セルフモニタリング
・食事
・活動
・症状増悪時の対応
・受診のタイミング

セルフモニタリングの方法。食事指導。活動。緊急時の対応。受診のタイミング。 50

●理解度の確認
●知識の提供・強化
・心不全症状
・服薬
・受診のタイミング

指導内容の確認。心不全の症状、注意点。食事制限について。薬について。受診の時。 51

●知識の提供・強化
・心不全症状
・服薬
・水分
・症状増悪時の対応

水分制限。内服管理。症状悪化時の連絡。注意すべき症状。 59

スタッフ教育
人員確保
時間・場所の確保
指導困難患者への介入

年齢、認知状態、金銭的問題。看護スタッフの人員数。能力、経験年数。時間。 8

指導用ツールの確保
時間・場所の確保
診療報酬上の評価

療養相談の場、教材の確保が困難である。診療報酬にのる支援が少ないため、病院側
が必要性を感じていない印象である。

9

時間・場所の確保
スタッフの理解・協力
スタッフ教育

外来スタッフへの教育、周知。時間、場所の確保。 2

時間・場所の確保
人員確保

あくまで、現在の当院における指導状況です。非常に混んでいる外来です。看護師も目
一杯に働いている外来です。その中で、一人の患者に時間を費やすことの難しさを痛感し
ています。例えば、心不全認定看護師に指導を任せられれば、どれだけ多くの患者に適
切な指導ができるだろうと、いつも思いながらせわしく対応している状況です。

3

指導困難患者への介入 高齢で、この年でいろいろ制限したくないと考えている方への指導。たくさん情報をあげた
いと思っても、性格上受け入れてくれない方への指導。守ろうとする気持ちがない方。聞
こうとするする気持ちのない方。

12

患者指導体制の構築
時間・場所の確保
人員確保
スタッフ教育

心不全を繰り返して入退院、亡くなられる方が多いので、教育は必要だと思います。特
に、塩分、水分は本人の協力を得ないと正確に把握するのは難しいと感じます。外来で
行うには、適切な場所と人員、スタッフの教育が必要です。

14

指導効果の確認・評価
要指導患者の抽出

入院から外来継続の患者については、指導はたくさん入っているが、行動レベルでの評
価が行えていない。外来通院しかしたことのない患者で、指導を要する患者を洗い出せて
いない。

10

個別性の重視 個別性に合わせてどこまで具体的に指導できるか。 11

●知識の提供・強化
・食事
・服薬
・活動
・心理社会的側面

食事指導。運動療法。薬物療法。ストレスを軽減する方法。 54

●行動調整に対する支援
・心理社会的側面
・生活指導

患者の生活状況の確認。疑問や不安に対して聞いて、指導する。 58
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患者指導体制の構築
他職種・他部署との連携
アセスメント能力
スタッフ教育

高齢化しており、患者数も増えると予想されているため、このプログラムのようなシステム
をきちんと作る必要があると思います。そのためにも、患者の状態を明確に、正しく把握で
きるアセスメント能力が重要になると思います。チームでの介入が必要でありますが、ま
ず、看護師が患者の1番近い立場で、患者の置かれている状況や病態、精神面、社会面
について正しく把握できることが重要になると思います。入院から外来、在宅、と連携した
対応と多様な状況に対応できる知識、技術を持つことも大切になると思います。チーム医
療の中心に看護師がいて、患者のセルフケアの維持、向上につなげていく必要があると
思います。大変この分野に興味がありますので、今後も指導介入しながら実際とプログラ
ムの見直しなど考えていきたいと思います。

18

患者家族への指導
重症患者への指導

ステージＤの患者様への生活指導はどの程度行えば良いのか判断が難しい。患者様の
介護者への指導も必要である。

19

他職種・他部署との連携
早期介入
スタッフの理解・協力
診療報酬上の評価

常々医師との連携が必要。医師に信用されていないと、患者からは信用されない。いか
に早期から介入できるか。外来からでは遅い。入院した直後から計画を実施する。外来ス
タッフの理解と支援。自分が一人抜けることで、兼務が増えるスタッフのフォロー。診療報
酬をしっかりと取ること。看護が病院に貢献していることを示す。

15

スタッフ教育 指導できるスタッフの育成。どの時点で継続指導を終了して良いか。維持期まで達成した
ら終了で良いか疑問。

17

時間・場所の確保 当院では外来業務が多忙で、1人1人十分な指導を行えていない。セルフケアが継続でき
るよう、十分な指導が行えるよう、時間を確保することが今後の課題です。

22

患者指導体制の構築 入退院を繰り返す患者がいるので、指導することで入院回数を減らしたい。 23

患者家族への指導
時間・場所の確保
人員確保
指導困難患者への介入

本人だけではセルフケアが出来ない場合、家族の協力を得るために、家族教育や指導も
必要。スタッフの時間確保について、外来看護師はぎりぎりの人数。循環器外来看護師
は毎日1人で、曜日により入れ替わる。そのため、満足な指導に当たれない。心不全は高
齢者が多いため、患者本人の身体的機能の衰えやコンプライアンスの低下により、指導
しても成果が上がりにくい面を感じる。

20

指導効果の確認・評価
人員確保
患者指導体制の構築

入退院を繰り返す方へのアプローチが必要とは感じているが、外来患者が全国平均より
多い実態とマンパワー不足で、全く介入できていない。初回退院後、外来で面談してもそ
の内容が次に活かされたか評価できていないので、このようなプログラムに則った介入を
意図的にしていかないと適切な看護が提供できないので、ぜひ開発して頂きたいです。

21

アセスメント能力
個別性の重視
患者家族への指導

日常生活の聞き取りが重要だが、話してくれないと問題点も見つけられない。信頼関係
が重要と感じている。そのためには、コミュニケーションスキルの向上や担当制にするな
ど、工夫が必要と感じている。良いことも悪いことも、自己管理するためにはフィードバック
が必要と感じている。ただ、一方的な指導（知識を与える）だけでは実行や継続は不可能
とも感じる。家族や介護者などにも同様の情報を提供し、サポートしてもらう事も重要。外
来には家族が必ずしもいるわけではないので、家族への指導も難しい。また、サポートし
てくれている人のフォローも看護師の役割と感じている。一通りの教育以降、個別性の強
い看護になるが、その方が効果的と思っている。

26

他職種・他部署との連携 指導を行うにあたって、外来看護師と病棟看護師、担当医師との連携も重要であるが、実
際にはその連携が図れていないため、そこから見直していく必要がある。

28

診療報酬上の評価
人員確保
時間・場所の確保

診療報酬算定がない。時間がかかる。個別指導としており、カバーできる患者数に限りが
ある。

24

他職種・他部署との連携
時間・場所の確保
スタッフ教育

病棟との連携。時間の確保。患者指導能力の不安。 25

人員確保,時間・場所の確保
継続的な介入の実施
患者指導体制の構築

患者へ個別に継続的なフォローアップをしていくことはとても有意義であり、理想だと思い
ます。しかし、実際に外来業務をしていると、人員不足、空き部屋がない等の様々な問題
があり、出来ないのが現状です。立ち話的に少し話してみたりはしていますが、このよう
なプログラムが実現できると良いですね。

31

継続的な介入
指導効果の確認・評価

継続的な介入が難しい。外来には、一時的な関わりしか出来ないので、面接等の効果が
どれくらいあるか不明。担当看護師も毎回変わる。

29

他職種・他部署との連携
時間・場所の確保
要指導患者の抽出

外来でゆっくり時間をかけて指導が行えない。循環器病棟で退院時に必ず指導を行って
いるが、問題のありそうな患者についての情報が外来に来ないことが多い。今後、病棟と
外来の連携を取っていく予定。

30
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36

指導困難患者への介入 症状が良くなると薬を中断してしまったり、定期受診に来院せず症状が出てから来院する
といった患者さんへの対応。

32

患者家族への指導 外来受診時のフォローだと、ご家族の付き添いがない場合がある。本人だけでなく、家族
も踏まえた指導が必要と考える。

52

指導困難患者への介入 相手（患者）が高齢である（多い）。理解力、集中力がない中での指導の方法。 54

指導用ツールの確保
指導効果の確認・評価

プログラム（案）などのツールがあった方が、患者の評価もしやすいと思います。指導した
ことを患者さんがどの程度理解しているのかを確認することがとても難しいと思っていま
す。また、自己管理における行動変容は、一方通行ではなく、行ったり来たりします。何を
もって面談の期間を空けるのか、面談を終了させるのか、いつも迷います。

50

時間・場所の確保
スタッフ教育

時間が作れない。看護師によって指導内容や方法、知識に差がある。 51

スタッフ教育
患者指導体制の構築

慢性心不全は病状の段階が広く、その病態や時期により方法を変えなければいけない
が、統一できずに、各自の感覚で行っている段階なので、全員が一致した認識方法で指
導を行っていく必要あり。

43

時間・場所の確保
指導用ツールの確保
スタッフ教育
患者指導体制の構築

外来においては、1人の患者に関われる時間があまりないので、緊入になってはじめて
「また入院になったんだ」と思うケースが度々あるので、もう少し時間をかけて介入できた
らと常々思っています。また、スタッフの知識にバラつきがあり、患者に十分指導が出来
ていない現状があります。介入に必要な統一した用紙もないので、当科の課題としては、
介入の用紙、スタッフの知識、時間を持つこと、かと思っています。現在私たち外来とし
て、「慢性CHFの継続看護」をスタートすべく、日本心不全学会作成の心不全手帳をもとに
介入を始めようとしているところです。

45

アセスメント能力の向上 特に食事や水分量の聞き取りが難しく、「出来ている」「心がけている」「減塩している」
「薄味です」と言っても、実際出来ていないことも多い。

39

指導困難患者への介入

患者指導体制の構築
スタッフ教育

当院の外来では患者指導のプログラムがない為、指導がほとんど出来ていない現状であ
ります。このプログラムであれば、もっと指導件数が増える、また、指導する看護師の育
成にも活用できると感じました。

58

心理的サポート
患者家族への指導
社会資源の紹介・調整

家族のサポートを得られるように支援する。独居や家族のサポートが受けられない時、社
会資源を活用できるように介入する。指導内容を守れるように理由づけをする。患者の思
いを聞き、寄り添う姿勢で関わる。

59

他職種・他部署との連携
患者指導体制の構築

今後心不全患者は増加傾向にあります。看護師だけでなく、リハビリスタッフや薬剤師、
栄養士の介入など、チームでの介入によりQOLを目指すことが理想と考えます。セルフモ
ニタリングができる指導は、今後とても必要になると思います。

55

心不全患者の印象は、上手くセルフケア出来ない（内服、食事など生活について）。キー
パーソンが少ない。老老介護や独居の患者には継続するのに負担があると思います。

40

指導困難患者への介入 日常の生活環境がどうか。老老介護になっている。認知症患者、独居老人の内服管理、
受診時の説明、通院手段の説明等に課題がある。

33

指導困難患者への介入 高齢者が多く、今までの生活スタイルを変えることが難しい。入院すると改善するが、退
院すると、いつもの生活になってしまい、コントロール不十分で入院するケースが多い。



 

 

 

セルフケア実施計画書                          期間   年   月   日 ～  年  月   日 

本人・家族の健康回復への目標（半年後に達成していたい目標） 

（例; 再入院しない, 薬の量が減る, 息苦しさがなくなる, など） 

 

                                            

健康回復に近づくための目標（1か月後に達成していたい目標） 

（例; 薬の飲み忘れをしない, 水分を摂りすぎない, 薄味に慣れる, など） 

 

                                       

 

目標を達成するために行うセルフケア（1項目選ぶ） ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ 

□服薬（例; 服用後カレンダーに○を付ける, 等） 

 [                                             ] 
     

 
        

□減塩（例; みそ汁は毎日食べない, 等） 

[                                              ] 
     

 
        

□水分管理（例, 摂取した水分量をメモする, 毎朝、そ

の日摂取できる水分を用意する, 等） 

[                                              ] 

     

 

        

□その他（例, 疲れたら、無理をせずに横になる, 等） 

[                                               ] 
     

 
        

 

目標を達成するために行うセルフケア（1項目選ぶ） ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ 

□服薬（例; 服用後カレンダーに○を付ける, 等） 

 [                                             ] 
     

 
        

□減塩（例; みそ汁は毎日食べない, 等） 

[                                              ] 
     

 
        

□水分管理（例, 摂取した水分量をメモする, 毎朝、そ

の日摂取できる水分を用意する, 等） 

[                                              ] 

     

 

        

□その他（例, 疲れたら、無理をせずに横になる, 等） 

[                                              ] 
     

 
        

※目標通り行動ができた日：○、あまりできなかった日：△、全く出来なかった日：× 

資料 18 修正版セルフケア実施計画書 
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電話用フォローアップシート            評価日   年   月   日 

 

 患者氏名              男・女       生年月日    年    月   日（  歳） 

主治医： 看護師： 

他職種（    ）： 他職種（     ）： 

他職種（    ）： 他職種（     ）： 

 

前回のセッション以降の変化について 

緊急受診の有無 □なし □あり（受診日:         症状:                  転帰:                         ）                

処方薬の変更 □なし □あり（変更日:     内容:           理由:            ） 

自覚症状 □なし □あり（                              ） 

※自覚症状「あり」の場合 

行った対処行動                                 

対処の結果                                  

 

セルフケア実施状況・リスク因子の確認 

水分制限 □未実施     

□忘れる日がある（     回/週実施） 

□実施している（平均的水分摂取量        ml/日） 

塩分制限 □未実施   

□忘れる日がある（     回/週実施） 

□実施している（平均的塩分摂取量        ml/日） 

服薬 □飲み忘れなし ※工夫していること: なし・あり（             ） 

□飲み忘れる日がある（        回/週程度:         日/回程度） 

※服薬を管理している人: 本人・他者（          ）           

 

セルフモニ

タリング 

体重測定 □実践していない □実践している ※頻度: 毎日・週に（      ）回程度 
  

血圧測定 □実践していない □実践している ※頻度: 毎日・週に（      ）回程度  

                         実施者: 本人・他者（          ） 

自己検脈 □実践していない □実践している ※頻度: 毎日・週に（      ）回程度  

                         実施者: 本人・他者（          ） 
 

下肢の浮腫□確認していない □確認している ※頻度: 毎日・週に（      ）回程度  

                         実施者: 本人・他者（          ） 

 

困りごと 
□なし  □あり 

※「あり」場合、その内容 

 

資料 19 電話用フォローアップシート 



 

2 

 

多職種による再発予防への取り組み 

（他職種の支援・指導が必要な項目に✔を付ける） 

 

□『食事管理』について 

 □現状のまま継続    □要支援・指導 →（                         ） 

 

□『服薬管理』について 

 □現状のまま継続    □要支援・指導 →（                         ） 

 

□『運動』について 

 □現状のまま継続    □要支援・指導 →（                         ） 

 

□『ストレス管理』について 

 □現状のまま継続    □要支援・指導 →（                         ） 

 

□                   について 

□要支援・指導 →（                                    ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次回面接予定日        年    月    日  

 

注）本資料は日本循環器学会「心血管疾患におけるリハビリテーションに関するガイドライン」に紹介されていた心

臓リハビリ実施計画書の項目、書式を参考にして作成した。 

◆セルフケア実施状況に対する評価 

□改善         □変化なし       □悪化 

◆セルフケア実施計画書の遂行状況 

□改善         □変化なし       □悪化 



 

1 

 

電話用フォローアップシート            評価日   年   月   日 

 

 患者氏名              男・女       生年月日    年    月   日（  歳） 

主治医： 看護師： 

他職種（    ）： 他職種（     ）： 

他職種（    ）： 他職種（     ）： 

 

前回のセッション以降の変化について 

緊急受診の有無 □なし □あり（受診日:         症状:                  転帰:                         ）                

処方薬の変更 □なし □あり（変更日:     内容:           理由:            ） 

自覚症状 □なし □あり（                              ） 

※自覚症状「あり」の場合 

行った対処行動                                 

対処の結果                                  

 

セルフケア実施状況・リスク因子の確認 

水分制限 □未実施     

□忘れる日がある（     回/週実施） 

□実施している（平均的水分摂取量        ml/日） 

塩分制限 □未実施   

□忘れる日がある（     回/週実施） 

□実施している（平均的塩分摂取量        ml/日） 

服薬 □飲み忘れなし ※工夫していること: なし・あり（             ） 

□飲み忘れる日がある（        回/週程度:         日/回程度） 

※服薬を管理している人: 本人・他者（          ）           

 

セルフモニ

タリング 

体重測定 □実践していない □実践している ※頻度: 毎日・週に（      ）回程度 
  

血圧測定 □実践していない □実践している ※頻度: 毎日・週に（      ）回程度  

                         実施者: 本人・他者（          ） 

自己検脈 □実践していない □実践している ※頻度: 毎日・週に（      ）回程度  

                         実施者: 本人・他者（          ） 
 

下肢の浮腫□確認していない □確認している ※頻度: 毎日・週に（      ）回程度  

                         実施者: 本人・他者（          ） 

 

困りごと 
□なし  □あり 

※「あり」場合、その内容 

 

資料 20 電話用フォローアップシートの活用方法 

前回からの変化の有無を評価 

心不全の症状や疾患管理の状態に大きな変化があ

る場合には、プログラムへの参加の継続が可能で

あるか評価するため主治医へ相談する。 

「習慣」「スキル」の評価  

セルフケアの実施状況とリスク因子の改善の有無

を評価する。 

セルフケアが実践出来ている者へは今後も継続さ

れるよう、セルフケアの効果を示し行動の価値づ

けを強化する。セルフケアが出来ていない者へは、

出来ない理由（阻害要因）を検討し、改善に向け

て支援する。スキルに対する誤解がある場合には、

修正する。 

リスク因子の回避について、専門的な支援の必要

性についても評価する。 

セルフケアの実施に影響を与える困り

ごとの有無を評価  

セルフケアの実施に影響を与える困りごとが発生

していないか尋ねる。実際の行動が理想とするセ

ルフケアと乖離している場合、困りごとが影響を

与えていないか評価し、行動調整のための支援に

役立てる。 
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多職種による再発予防への取り組み 

（他職種の支援・指導が必要な項目に✔を付ける） 

 

□『食事管理』について 

 □現状のまま継続    □要支援・指導 →（                         ） 

 

□『服薬管理』について 

 □現状のまま継続    □要支援・指導 →（                         ） 

 

□『運動』について 

 □現状のまま継続    □要支援・指導 →（                         ） 

 

□『ストレス管理』について 

 □現状のまま継続    □要支援・指導 →（                         ） 

 

□                   について 

□要支援・指導 →（                                    ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次回面接予定日        年    月    日  

 

注）本資料は日本循環器学会「心血管疾患におけるリハビリテーションに関するガイドライン」に紹介されていた

心臓リハビリ実施計画書の項目、書式を参考にして作成した。 

 

◆セルフケア実施状況に対する評価 

□改善         □変化なし       □悪化 

◆セルフケア実施計画書の遂行状況 

□改善         □変化なし       □悪化 

他職種の支援・指導の必要性の評価  

リスク因子の評価の結果、専門的な支援・指導の

必要性があると判断した場合には主治医へ報告。

他職種との連携に向けて働きかける。 

プロセス評価 
フォローアップの回数を重ねても改善

しない場合には、原因を検討。必要があ

ればプログラム内容の見直しを行う。 




