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はじめに
私は薬物治療を行っている睡眠障害の患者の方々にお会いする機会が多い。睡眠専門外
来で専門医師の診察の陪席や研究補助への従事や自助グループへの参加，加えて最近は心
理職として睡眠障害患者への認知行動療法を行う機会を与えられるようになった。睡眠障
害の治療においては多くの場合は心理療法以外の対応がファーストチョイスとして施され
るが，薬物治療を開始した後の患者の方々の生活状況や満足感が人によって大幅に異なる
ように感じていた。
たとえば不眠症であれば，服薬ですんなりと眠れるようになり，毎回の診察も円滑に進
み自身で薬をやめて来なくなるケースがある反面，十分に効かないと医師と口論を始める
ケース，効いていても診察への不満足感からか診察時に衝突をするケースなど多様である。
とくにセカンドチョイスとして不眠の認知行動療法を求める患者は，診察のみの患者とは
お会いした時の様子や性格傾向など，少々異なるように感じることも多い。
また情動脱力発作を伴うナルコレプシーにおいても，薬物治療による症状改善に伴い正規
雇用にて功績をあげたり積極的に社会活動に参加し人生を謳歌しているように思われる患
者もいれば，症状改善しても思うように働けず人とのかかわりもあまり持たず引きこもり
がちになったり，場合によっては経過のなかでうつ病を発症する患者もいる。しかし，公
社のような患者の場合でも，診察場面では症状自体が特別重いとか治療反応性が悪いとい
った様子も見受けられない。
このように，薬物治療を開始し症状が治療前より開始した場合でも生活の満足感が十分
でなく，心理的苦痛を抱えながら生活しているように思われる患者が一部いると思われる。
もちろん多くの患者は薬物治療が功を奏し順調な経過をたどるのだが，一部のそうでない
患者の場合は何が違うのか，そしてそういった場合に心理的介入を補助的に行うことで患
者の経過を良好に保つことはできないのかと考え始めたのが，本研究を開始するに至った
きっかけである。
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第1部

問題と目的

7

第1章

先行研究の概観

第 1 節：治療に伴う心理社会的問題
治療に関わる心理社会的要因
今日では，医療の発展に伴い，様々な疾患に対し，様々な要因の影響を加味した複合的
な治療法が重要視されていると考えられる。実際に治療が行う際には，治療法自体がもた
らす効果だけでなく，患者自身の要因や治療者側の要因などが複合的に影響しあい，治療
法の効果が生じることが指摘されている(Rickels,1968)。そのため，どの疾患を治療するに
おいても，治療法の効果自体だけでなく治療者，患者，環境の要因も考慮することが必要
と考えられる。
治療効果に関わる様々な要因のなかでも，患者の心理社会的要因の重要性が指摘されて
いる。患者自身の治療に対するアドヒアランスの高さが適切な服薬行動を左右することが
指摘されている(Thomas et al,2002 ; Minozzi et al,2016)。さらに，アドヒアランスの問題
が生じる背景として，疾患に対する否定的な捉え方を抱えていることや(Dimatteo et
al,2007; Kelly et al,2014)，否定的感情を抱えていることが挙げられている(Brown et
al,2016)。これらから，治療効果を妨害する要因の 1 つとして，治療や疾患に対する心理
社会的要因が存在していることが推測される。

治療に伴う心理社会的問題の現状と対応
実際に，疾患や治療に伴い心理社会的問題が発生することが明らかになっている。薬物
治療に対する患者のアドヒアランスの低さや(Ghimire et al,2015; Krass et al,2015;
Lötsch et al,2015)，処方された薬の過剰摂取など(Silva et al,2014; Mao et al,2015;
Korenstein et al,2012)，疾患によっては患者が適切に薬物治療に取り組むのが難しい場合
があると指摘されている。また，いくつかの慢性疾患においては治療を行っても精神健康
状態が良好にならない場合があることが指摘されていることから(Martin et al,2012; Mao
et al,2015)，治療により症状が改善しても継続的に或いは新たに心理社会的問題が生じて
いる可能性があると考えられる。また，治療に伴う日常生活状況として，経済的負担や社
会生活上の困難，心理的苦痛や QOL の低下は，複数の疾患において指摘されている
(Ismaila et al,2013; Nellesen et al,2013; Freitas et al,2015)。さらに，身体疾患はうつや
不安障害などを併発しやすいこと，それら精神疾患を併発している場合は身体疾患が悪化
しやすいことが指摘されている(Katon et al,2007; Roy-Byrne,2008)。以上から，様々な疾
8

患において，治療に取り組むことに対する心理社会的困難や，治療や疾患を抱えながら生
活することで心理社会的問題が生じる場合があると推察される。
いくつかの疾患においては，心理社会的問題への対応を考慮した治療体制の構築が推進
されているといえる。患者の治療へのアドヒアランスの向上のために，治療者-患者間のコ
ミュニケーション量の多さや(Haskard-Zolnierek et al,2009)，良好な関係性(Kelly et
al,2014)，共感的態度など(Derksen et al,2013)，治療者と患者の間でコミュニケーション
の仕方を工夫することが重要と指摘されている。また，今日の臨床現場でも，薬物療法の
状況を考慮した心理職の活動や治療に取り組む際の心理的側面への対応を行うために医療
チームへの心理職の導入が求められており(江花,2005; 中島ら,2012)，心理職自身でもその
必要性が注目されている(羽澄ら,2016)。これらから，医療領域において患者の心理的側面
への援助を積極的に行う体制作りが望まれていると考えられる。
また，疾患や治療の内容によっては，上記述べたような疾患全般における心理社会的問
題への対応だけでなく，疾患特有の心理社会的問題や対応を行う必要があり，そのための
治療的取組が検討されている。例えば，慢性疾患の一つであるⅠ型糖尿病においては幼少
期から治療を行うが，思春期ごろから疾患に関連する心理的ストレスが強まるとともに自
尊心の低下やアドヒアランスの低下が生じるため，認知再構成や目標設定，問題解決療法
を取り入れた援助を行うことが重要と指摘されている(Hagger et al,2016)。癌においては，
症状進行に伴う苦痛だけでなく症状進行の各段階における治療内容の意思決定において心
理的葛藤が生じるが，対応策として緩和ケアでは意思決定の円滑化のために，患者に対す
る治療者のコミュニケーションスキルをプロトコル化している(Epstein et al,2016)。また，
慢性精神疾患においては，外来治療患者の通院に伴う本人や家族の苦痛感が大きいことか
ら，訪問治療により苦痛の軽減と生活の質の向上をめざす取り組みもなされている(Molu
et al,2016)。
以上から，今日の医療においては，疾患やその治療に伴う心理社会的問題の存在やその
特徴が明らかにされており，その問題対して疾患全般への対応策を構築すると同時に，疾
患特有の心理社会的問題を解決するための個別的な対応策が積極的に進められていると考
えられる。
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第 2 節：治療中の睡眠障害患者における心理社会的問題
様々な睡眠障害と治療の特徴
様々な疾患がある中で，今日において生じやすい疾患のひとつに睡眠障害が挙げられる。
睡眠障害とは，睡眠を適切に享受することが出来ない障害であり，夜間に十分な睡眠をと
れない，日中に異常な眠気が生じる，眠気が生じる時間帯が異常，睡眠中に異常な現象が
生じる，の 4 分類に大きく分けられる。睡眠障害は，肥満や高血圧，うつをはじめとした
様々な身体疾患や精神疾患の発症リスクとなることから(Henskens et al,2011; Litvin et
al,2013; Bradley et al,2009; Lauretti et al,2016; Franzen et al,2008; Huang et al,2011)，
治療の重要性が非常に高い疾患の 1 つと位置づけられる。睡眠障害は，診察での情報聴取
や症状評価尺度による主観的評価と，脳波や筋肉の活動などを測定する睡眠ポリソムノグ
ラフィー(以下，PSG)や加速度計により睡眠を測定するアクチグラフなどを用いた客観的
評価から統合的に判断され，診断と治療がすすめられていく。今日の睡眠障害に対する治
療としては，症状を軽減するための薬物治療が中心であり，一部疾患においては歯科治療
や非薬物治療を行う。睡眠障害の種類によって対応は様々である。
たとえば，発症率の高い睡眠障害のひとつに，夜間に十分な睡眠をとれない障害である
慢性不眠症が挙げられる(厚生労働省,2008; Kim et al,2000)。慢性不眠症は，心理的ストレ
スや(Doi et al,2003)，入眠前の否定的感情(Kalmbach,et al,2014)，過覚醒状態(Espie et
al,1989)，睡眠に対するこだわりなど(Uchiyama,2000)，心理的要因に伴い生じる場合があ
ると指摘されている。慢性不眠症に対しては，ベンゾジアゼピン系，非ベンゾジアゼピン
系を中心とした睡眠薬が処方されることが多い(寺尾ら, 2007)。そして，服薬状態で不眠症
状およびその原因が消失していること，不眠に対する恐怖感が消失していることの 2 条件
が満たされた時点で減薬が行われる(内山,2002)。段階的に減薬していくのが主流であり
(Baillargeon et al., 2003)，2 週間か 4 週間ごとに服薬量を減らしていく漸減法や服薬しな
い日を設けて次第に日数を増やしていく漸減法などがある(内山, 2002)。また，今日の日本
ではまだ普及していないが(山寺ら, 2005)，不眠症への認知行動療法が開発されている。不
眠症への認知行動療法とは，ベッドは眠る場所という反応連合を再学習する刺激制御法や
(Bootzin,1972)，眠っている時間のみベッドの中で過ごす時間制限法(Spielman et al.,
1987)，これらを組み合わせた睡眠スケジュール法をさす。不眠の認知行動療法は不眠症治
療のなかでも最もエビデンスレベルが高いものとして位置づけられており(Morgenthaler
et al,2006)，薬物療法と比較しても長期的に効果を維持することが可能と指摘されている
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(Jacobs et al., 2004)。また，減薬をしていく際にも，漸減法や隔日法を単独で実施するよ
り認知行動療法を併用した方が長期的効果に優れていると指摘されている(Morin et al.,
2005)。
日中の異常な眠気を主訴とする睡眠時無呼吸症候群は，呼吸中枢の障害や上気道閉塞に
より無呼吸・低呼吸が生じて睡眠の質が悪化することで日中の眠気が生じる(American
Academy of Sleep Medicine,2014)。治療としては，CPAP や Oral Appliance という気道
を確保させる機器を鼻腔や口腔に装着することで，無呼吸・低呼吸状態を緩和させる
(Ramar et al,2015)。また，肥満により睡眠時無呼吸症候群が生じている場合もあるため，
状況に応じて減量も行う(Batool-Anwar et al,2014)。
眠気が生じる時間帯の異常を主訴とする概日リズム障害は，体内時計がずれることで本
来なら夜間の時間帯に生じる眠気が不適切な時間に発生する (American Academy of
Sleep Medicine,2014)。近年はメラトニンなどを用いた薬物治療が中心に用いられるが，
強い光を朝の時間帯に浴びることで夜感の時間帯に眠気が生じるようになる生理メカニズ
ムに基づき(Khalsa et al,2003)，光照度療法が行われることもある(Auger et al,2015)。
また，良質な睡眠を確保する生活指導は，すべての睡眠障害において行われる。基本的
な内容は，厚生労働省が提示する「健康づくりのための睡眠指針」として 12 箇条にまとめ
られており，良質な睡眠をとる必要性や，睡眠の質を向上させるカフェインや入浴，仮眠
の取り方の工夫，危険な睡眠のサインなどについて説いている(厚生労働省,2014)。ただし，
これらはあくまで健常者を対象とした指針であり，睡眠障害においては，診察場面で医師
によって薬物療法を中心に進められる。
このように，今日の睡眠医療の領域においては，様々な睡眠障害が存在し，症状に合わ
せた効果的な治療方法が考案されていると考えられる。

様々な睡眠障害治療における心理社会的問題と対応
一方で，他の疾患と同様，睡眠医療の領域においても治療を行ううえで，症状や治療に
並存する心理社会的問題を同時に扱っていく必要があると考えられる。上記に述べた他の
慢性疾患と同様，睡眠時無呼吸症候群や慢性不眠症をはじめとしたいくつかの睡眠障害に
おいては，症状を抱えていることで QOL が低下していることが指摘されている(Kyle et
al,2010; Moyer et al,2001; Strine et al,2005; Puca et al,1996)。いまだ QOL についての
検討がなされていない睡眠障害もあり症状焦点型の治療が今日の睡眠医療では主流なのに
11

対し，今後は症状自体のみならず生活全般の改善を視野に入れた対応が必要と唱えられて
いる(兼板,2012)。これらを踏まえると，睡眠医療においても疾患や治療に伴う心理社会的
問題を明らかにし，解決のための対応を行うことが重要と考えられる。
また，睡眠障害においても，疾患に特有の心理社会的問題が存在すると考えられる。た
とえば，慢性不眠症においては薬物治療を開始した後も QOL の変化が限定的であるとの
指摘から(Shimodera et al,2014)，治療を行っても心理社会的問題の一部は十分に解決さ
れず，それらを抱えながら生活している可能性が考えられる。慢性不眠症患者が治療開始
後に抱える心理社会的問題の 1 つとして，睡眠薬の利用に関する心理的葛藤が挙げられる。
慢性不眠症患者においては睡眠薬に対して服用による心身へのリスクの心配を抱えやすい
と指摘される一方で(Uchiyama et al,2000)，減薬時には睡眠薬が減ることへの不安感を抱
えやすいことが指摘されていることから(Laux et al.,1984)，睡眠薬による効果に対する心
理的葛藤を抱えながら生活している可能性が考えられる。また，薬物治療を行っていても
症状が思うように改善せず不満感を感じるようになるとの指摘や(大嶋ら,2005)，服薬を続
けることに伴う心理的葛藤が出現することもあるとの指摘がなされており(井澤,1999)，薬
物治療の継続に関して心理的苦痛が生じる場合があると推察される。これらから，慢性不
眠症においては，薬物治療を行うことに対する心理社会的苦痛を抱えるようになると考え
られる。さらに，慢性不眠症患者はもともと完璧主義な性格傾向が強いことや
(Spiegelhalder et al,2012)，客観的な睡眠状態とくらべて主観的な睡眠状態の評価が悪く
なりやすいことから(Frankel. Et al,1976)，客観的にみてある程度十分な睡眠がとれるよ
うになっても本人の満足感を得られない可能性が推測され，改善を実感しにくいという問
題が生じる可能性も考えられる。加えて，睡眠薬として用いられることの多いベンゾジア
ゼピン系薬物はプラセボ効果が生じやすいことや(Winkler et al,2015)，薬の効果の説明の
仕方により効果の程度に差異が生じることから(坂本ら,1994)，患者の心理状態によっては
効果が妨害される可能性が考えられる。以上から，慢性不眠症においては，薬物治療に伴
い，治療への葛藤や心理的問題に伴う症状改善の妨害が生じる可能性も考えられる。しか
し，こうした問題に対する対応策については現状では構築されていない。
睡眠時無呼吸症候群においては，Oral Appliance や CPAP の治療により QOL が改善す
ることが指摘されている(Ramar et al,2015)。また，睡眠時無呼吸症候群特有の問題とし
て，いびきが発生するため症状に伴いベッドパートナーの QOL も低下するが，治療によ
り改善することが指摘されている(Parish et al,2003)。よって，慢性不眠症とは異なり，症
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状の治療により本人，周囲ともに心理社会的問題が改善することが推察される。しかし，
特に CPAP に対するアドヒアランスの低さや使用の中断が問題として指摘されている
(Ramar et al,2015)。これに対し，アドヒアランスの向上を目的とした援助として，CPAP
と睡眠時無呼吸症候群に関する心理教育や(Jurado-Gamez et al,2015)，CPAP 使用に関す
るネガティブな認知の変容を目的とした認知療法(Bartlett et al,2013)，行動療法をはじめ
とした心理療法が行われており(Wozniak et al,2014)，それぞれ効果があることが示され
ている。以上から，睡眠時無呼吸症候群は治療により心理社会的問題も大きく改善される
反面，CPAP 治療へのアドヒアランスの低さが治療に伴う心理的問題として指摘されてい
るものの，心理的介入の実施により改善すると考えられる。
概日リズム障害については，QOL に関する研究がほとんどないため，生活全般の苦痛感
の程度は不明であるが，本来なら活動すべき時間帯に眠ってしまうために勉強や仕事に従
事しにくいという問題が発生することが指摘されている(Crowley et al,2007; Okawa et
al,2007)。また，概日リズム障害と抑うつ感との関連も指摘されており(shirayama et
al,2003; Asarnow et al,2014)，症状が心理社会的問題を増悪させる可能性も否定できない。
心理社会的問題への対応として，メラトニンによる薬物治療が効果を示しているが，抑う
つ感が悪化するリスクが指摘されていることから(Auger et al,2015; Zee et al,2013)，抑う
つ感の悪化の危険が少ない光照度療法による治療や(Auger et al,2015; Zee et al,2013)，睡
眠に関連する非機能的認知の変容を目的とした認知行動療法やの併用などが行われている
(Gradisar et al,2011)。このように，概日リズム障害の治療においては，精神状態が悪化し
ないような対策が立てられていると推測される。
以上から，睡眠医療の領域においては，心理社会的側面についての検討が十分になされ
ていない障害もあるものの，睡眠障害の種類によっては症状や治療に関連して生じる心理
社会的問題の特徴が明らかになっている場合もあり，それに対する対応策が明らかになっ
ている疾患もあると考えられる。
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第 3 節：治療中の情動脱力発作を伴うナルコレプシー患者における心理社
会的問題
情動脱力発作を伴うナルコレプシーの治療の特徴
さらに，睡眠障害の１つとして，情動脱力発作を伴うナルコレプシーが挙げられる。情
動脱力発作を伴うナルコレプシーとは，夜間の十分な睡眠にもかかわらず日中に短時間の
耐え難い眠気が繰り返し生じる眠気と，感情の高揚に伴い体の力が抜ける情動脱力発作の
2 つを主症状としている (American Academy of Sleep Medicine,2014)。特発性過眠症な
ど他の過眠症と比べ，眠気が強い一方で居眠りから目覚めた後の覚醒感が強いことが，情
動脱力 発作 を伴 うナ ル コレプ シー 患者 の特 徴 といえ る (American Academy of Sleep
Medicine,2014)。中枢神経系に原因があると推測されており，オレキシンの欠乏が認めら
れる(Nishino,2000)。また，情動脱力発作を伴うナルコレプシーの場合，90％以上の確率
で白血球の血液型 HLA-DR2 が陽性である(Honda,1983)。ナルコレプシーの有病率は成人
の 0.02%と少なく(Dauvilliers et al,2007)，10 代から 20 代前半までの間に発症しやすい
ことが指摘されている(Okun et al,2002)。他の睡眠障害と同様，肥満とそれに伴う糖尿病
および (Honda et al,1986)，高コレステロール血症や消化器問題，心疾患，上気道疾患，
高血圧などの身体疾患や，うつ病や不安障害などの精神疾患が併発しやすいことが指摘さ
れている(Ohayon,2013)。
脱力発作を伴うナルコレプシーの治療は，長期的な薬物治療が主流である。疾患の特性
上，薬物治療なしに症状を緩和させることは難しく，日中の眠気に対してはモダフィニル
や メ チ ル フ ェ ニ デ ー ト ， ぺ モ リ ン な ど の 中 枢 神 経 刺 激 薬 が (Sheng et al,2013;
Michael,2015)，入眠時幻覚や情動脱力発作，睡眠麻痺については少量の抗うつ薬が用いら
れる(Vignatelli et al,2010)。日本睡眠学会(2015)の指針によると，モダフィニルは半減期
が長いことが特徴で，ほかの中枢神経刺激薬では生じやすい依存を回避するために，第一
選択として用いられる。ペモリンは半減期が長いものの肝機能が生じるリスクが高いため，
少量の使用に限定することが指示されている。また，メチルフェニデートは半減期間がほ
かに比べて短いことに加え依存や乱用が生じる可能性があることから，使用に慎重になる
ことも同時に指示されている。情動脱力発作を伴うナルコレプシーの治療の特徴として，
慢性疾患であるとともに根治的治療が見つかっていないため，あくまで対症療法的な治療
となるのが現状である。よって長期的に服薬を続けることになる。
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情動脱力発作を伴うナルコレプシーにおける心理社会的問題と対応
情動脱力発作を伴うナルコレプシーにおいても，症状の改善を目的とした治療方針につ
いては確立されている一方で，
症状や治療に伴う心理社会的問題が存在すると考えられる。
眠気などの症状に伴い，仕事や勉強の成果を上げることへの制限や対人関係上の困難が生
じやすいことが指摘 さ れており(Daniels et al,2001; Jennum et al,2012; Teixeira et
al,2004)，実際に健常者に比べて社会的地位や雇用状況が望ましくないことが示されてい
る(Dodel et al,2004; Jennum et al,2012)。また，情動脱力発作を伴うナルコレプシー患者
の半数以上が抑うつ感をかかえており(Daniels et al,2001)，うつ病や不安障害などの精神
疾患の併発も健常者に比べて発症しやすい(Ohayon,2013)。これらから，情動脱力発作を
伴うナルコレプシーの症状に伴い，社会生活上の困難や心理的苦痛が生じやすいと考えら
れる。治療により症状は改善されるものの，主症状である眠気を抑える中枢神経刺激薬は
長期服用による耐性が生じる場合があることや(Mitler et al,1994)，薬物治療を行っても健
常者より強い眠気を抱えながら生活せざるを得ないことが指摘されている(Sheng et
al,2013)。そのため，情動脱力発作を伴うナルコレプシーにおいては，薬物療法が功を奏し
たとしても，一定以上の眠気および，症状に伴う心理社会的問題を抱えながら生活してい
ると推察される。また，薬物治療を開始した後も QOL，抑うつ感ともに健常者と同等の状
態 に は 至 ら な い こ と が 指 摘 さ れ て い る (Daniels et al,2001; Golicki,2010; Ozaki et
al,2012)。さらに，情動脱力発作を伴うナルコレプシー患者の抑うつ感や社会機能は症状
だけでなく疾患に対する否定的認知の強さに伴い悪化するという指摘がある(Kapella et
al,2015)。これを考慮すると，薬物治療により症状が軽減しても，心理的苦痛感や社会的困
難は改善するとは限らない可能性が考えられる。以上から，情動脱力発作を伴うナルコレ
プシー患者は，薬物治療を行っていても，症状に関連する心理社会的問題が継続している
と推測される。
さらに，情動脱力発作を伴うナルコレプシー患者は特有の性格傾向が形成されることが
指摘されている。本多(2002)は，
「物事にこだわらない，自己主張の少ない，人のよい，親
しみやすい，張りのない，あきらめやすい」性格が形成される提唱している。また，情動
脱力発作を伴うナルコレプシー患者は不安や内向性が強いことや(Beueler et al,1981)，知
的な問題がないにもかかわらず心身の状態を周囲に陳述することが困難であることが指摘
されている(Dorris et al,2008)。これらから，情動脱力発作を伴うナルコレプシー患者は疾
患に関連して，特徴的な性格傾向が生じる可能性が考えられる。
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今日の睡眠医療において，情動脱力発作を伴うナルコレプシー患者に対して心理社会的
援助が行われることは少なく，あったとしても夜間睡眠の十分な確保や計画的な仮眠の実
施を目標とした認知行動療法がほとんどである(Agudelo et al,2014; Logers,2011

越智

訳,2015)。しかし，症状に関連する否定的認知が抑うつ感などを予測することや(Kapella
et al,2015)，日中の眠気や脱力発作と心理的側面との直接的関連性は見られないことを踏
まえると(Vignatelli et al,2004)，既存の情動脱力発作を伴うナルコレプシーに対する心理
援助のような眠気の改善のみに焦点を当てても，情動脱力発作を伴うナルコレプシー患者
の心理社会的問題を解決できるとは限らないと考えられる。第 1 節でも述べたように，慢
性疾患治療においては症状自体でなく付随する心理社会的問題も改善する包括的な援助が
求められる現状も考慮すると，睡眠医療，とくに情動脱力発作を伴うナルコレプシーにお
いては症状や治療に伴い発生する心理社会的問題に対する包括的援助を構築する必要があ
ると考えられる。
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第2章
第1節

本研究の目的
先行研究の問題と本研究の目的

先行研究の概観から，近年は，慢性疾患全般においては，症状や治療に付随する心理社
会的問題への援助を組み入れた包括的援助が構築されていると考えられる。一方，睡眠医
療の領域においては症状焦点型の治療がいまだ主流であり，治療開始後も心理社会的問題
を抱えている患者に対する援助は十分に構築されていないと考えられる。包括的な援助が
構築されてきている睡眠障害もあるものの，情動脱力発作を伴うナルコレプシーにおいて
は，症状や治療に伴う心理社会的問題への援助についてはほとんど行われていないと推察
される。しかし，情動脱力発作を伴うナルコレプシーにおいては，薬物治療開始後も症状
が残存することや心理社会的困難を抱えながら生活せざるを得ないことが指摘されており，
情動脱力発作を伴うナルコレプシーにおいても心理社会的問題に対する援助が必要と推察
される。情動脱力発作を伴うナルコレプシーに対する心理社会的援助の構築がなされない
理由としては心理的社会的困難が存在することは指摘されているものの，それらが生じる
機序が十分に検討されていないために，介入すべき点が不明となっていることが一因では
ないかと考えられた。
よって，本研究は，睡眠障害の中でも情動脱力発作を伴うナルコレプシーに焦点を当て，
薬物治療開始後に抱えている心理社会的問題が生じる機序を明らかにすることを目的とし
た。また，比較対象として，眠れないことを訴える患者においても，薬物治療開始後に抱
えている心理社会的問題について補助的に検討することとした。眠れないことを訴える患
者は，情動脱力発作を伴うナルコレプシー患者と正反対の症状を訴えるにもかかわらず，
情動脱力発作を伴うナルコレプシー同様に薬物治療開始後も QOL が低い睡眠障害である
ことが指摘されていた。そのため，両者の心理社会的問題を検討することで，情動脱力発
作を伴うナルコレプシー患者特有の心理社会的問題を相対的に検討するとともに，睡眠障
害に共通した特徴についての示唆も得られるのではないかと期待した。
本研究を行うことで，薬物治療を行っている情動脱力発作を伴うナルコレプシー患者の
心理社会的問題に関するアンメット・メディカル・ニーズを明らかにするとともに，睡眠
医療における心理社会的側面を考慮した包括的援助に関する示唆が得られると期待した。
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第2節

本研究の構成

情動脱力発作を伴うナルコレプシーにおける心理社会的問題を明らかにする上で，まず
は眠れないことを主訴とする患者に焦点を当て，薬物治療を行っている患者の心理社会的
問題を明らかにすることを目的とした。はじめに補助的研究として，薬物療法を行ってい
る眠れないことを主訴とする患者の心的体験プロセスの探索(研究 1，研究 2)および，心的
体験の睡眠状態への影響の検討(研究 3)を行うこととした。
次に，薬物治療を行っている情動脱力発作を伴うナルコレプシー患者における心理社会
的問題を明らかにすることを目的として，情動脱力発作を伴うナルコレプシー患者特有の
行動形成の検討(研究 4)および，行動形成に至る心的体験プロセスの探索を対人関係(研究
5)と業務遂行(研究 6)に分けて行うこととした。
そのうえで，総合考察にて一見正反対の睡眠障害において共通する体験について考察す
るとともに，睡眠障害全般における心理社会的問題に関する示唆と睡眠医療における薬物
療法実施患者への心理的援助の可能性，すなわち協働的援助の応用可能性について考察す
ることとした。本研究の構成を図示化したものが図 1 である。
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図 1. 本研究全体の構成
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第 2 部 薬物治療中の眠れないことを主訴とする患者が
直面する心理社会的問題に関する補助的研究
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第3章
過程

眠れないことを主訴とする患者の治療への不信感の形成

(研究 1)

第1節

問題と目的

過眠症の代表例である情動脱力発作を伴うナルコレプシーの薬物治療に伴う心理社会的
問題を明らかにするうえで，補助的に，眠れないことを主訴とする患者における薬物治療
中の体験を明らかにすることとした。反対の症状でありながら，情動脱力発作を伴うナル
コレプシー同様に治療開始後も心理社会的問題を抱える患者の示唆を得ることで，情動脱
力発作を伴うナルコレプシー特有の体験をより明確化するとともに，睡眠障害全般に共通
する心理社会的問題についての示唆を得られると考えられた。
今日の日本では，約 10 人に 1 人が夜間の眠れなさを訴えていることが指摘されている
(厚生労働省,2008)。今日の日本において，眠れないことを訴える患者に対しては，薬物治
療が中心に行われていると唱えられている(山寺 ほか,2008)。眠れない症状の改善を目的
とする薬物治療は，服薬を継続することで睡眠状態が安定し，かつ①眠れない症状および
その原因が消失していること②眠れない事に対する恐怖感が消失していることの 2 条件が
満たされた時点で服薬量を漸減していくことが推奨されている(内山,2002)。しかし，実際
の現場においてはこれら 2 条件を満たすに至らず，薬物治療が長期化していく傾向にある
ことが指摘されている(Ohayon,1996)。よって，ナルコレプシーとは異なり，眠れないこ
とを訴える患者の場合は，本来であれば薬を使用しなくても良い状態に至ることが可能で
あるが，実際は減薬可能な状況に至らず治療が長期化することも多いと考えられる。
眠れないことを主訴とする患者の場合は，薬物治療の長期化に伴い身体的問題のみなら
ず心理社会的困難が生じることが指摘されている(Sussman,1993; Hingmarch,1991)。心
理的問題の特徴として，大嶋ら(2005)は，薬物治療が長期化している者の多くは治療にも
かかわらず期待通りに症状が改善せず，不満感を抱えていると指摘している。また，長期
化する服薬生活のなかで QOL が維持できない，あるいは服薬を続けることに関して葛藤
を抱える患者が一定数いることが指摘されている(井澤,1999)。これらから，眠れないこと
を主訴とする患者においては，薬物治療の長期化にともない，症状だけでなく治療状況や
治療を行う自身に関連する心理的苦痛が二次的に生じている可能性が考えられる。
しかしながら，薬物治療の長期化に伴う心理的苦痛が生じる機序や対応策は具体化され
ていない。他の慢性疾患における服薬行動の研究はなされているものの，服薬管理やアド
ヒアランスの低さに関する示唆が中心である(Ganguli et al,2016)。これに対し，眠れない
21

ことを訴える患者においてはアドヒアランスの低さの問題は指摘されておらず，むしろ眠
れないことを訴える患者は服薬し続けてしまう臨床容量依存が多いことが指摘されている
(Laux et al.,1984)。この特徴を考慮すると，他の慢性疾患で行われている薬物治療中の心
理社会的問題への対応策を睡眠の臨床に当てはめることは適切でないと考えられる。
以上から，眠れないこと訴える患者の薬物治療長期化にともなう心理的苦痛の形成プロ
セスを明らかにし，心理的側面に焦点を当てた援助の示唆を得られることが重要と考えら
れる。よって，本研究では，薬物治療の長期化にともなって眠れないことを訴える患者の
心理的苦痛が生成されるプロセスを明らかにすることとした。
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第2節
１）

方法

予備調査

薬物治療が長期化している患者を対象とした本調査において，特に焦点を当てるべき状
況および，より具体的なリサーチクエスチョンを得るために本研究を行う前に睡眠専門外
来に勤務している医師を対象に予備調査を行った。
方法として，医師 3 名を対象に 10 分から 30 分の半構造化面接によるインタビューデー
タを収集した。すべての医師は、睡眠学会による睡眠医療認定医の資格を持っていた。平
均経験年数は 24.3±8.3 年だった。収集したデータを、KJ 法(川喜田,1967)を用いて分析
した。この分析方法を選択した理由は，少数例から現象の実態を把握するのに適切と判断
したためである。なお，インタビュー項目は「服薬が長期化してしまうまでにはどんなこ
とが患者さんの中では起きていると思われますか？」
「慢性不眠の患者さんは，ほかの不眠
の方と違いどんな点でつまずいて服薬をやめられなくなってしまうと感じますか？」「診
察中に患者の症状や治療に関する発言や態度に対して困ってしまった経験などはあります
か？それはどのようなものですか？」
「医師の先生方から普段見えない，なかなかわからな
いけれどもわかっていたら便利だなと思う患者さんの情報や様子はありますか？」の 4 項
目であった。
その結果，表 1 に示す逐語例およびカテゴリーが得られた。薬物治療が長期化している
場合，診察場面において医師の治療方針に患者が納得せず治療が思うように進まない場合
があることが明らかになった。診察場面における，医師の立場から見た患者の“納得のし
なさ”は，患者の立場からすると治療に対する心理的苦痛が表出された一場面であると考
えられた。診察場面での体験は，患者の治療に関する心理的苦痛が生じる場面のひとつで
あると考えられたことから，本調査において診察場面での体験に焦点を当てながらデータ
収集を行うことは適切であると判断した。よって，本調査では医師から見た患者の“納得
のしなさ”，すなわち診察場面における医師-患者間での対立状況が形成されるプロセスを
明らかにすることを目的とした。
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表 1.
最大グループ
治療の納得の
得にくさに
よるもの

薬物治療が長期化する患者に対する医師の理解と対応

下位グループ
治療に
納得しない

指示通りに
行動できない

不適切な情
報・治療によ
るもの

誤った
情報提供
謝った薬物
療法の実施

生活水準の維
持によるもの
医師の対応

医師による
治療の提供

医師による
心理的介入

患者の特性

囚われの強さ

不安の高さ

コントロール
力の低さ

逐語の例
フレキシビリティに欠く人ってわけだけどね，そうい
う人はＣＢＴにいれても難しいし，睡眠薬治療によっ
てもやっぱり自分の流儀を貫き通しちゃうから，結局
こうなっちゃう[両手で平行線表す]んですよね，うま
くそりが合わない。(医師 C)
まず飲まないで布団に入ってみてくださいと。で，そ
うすることで眠れちゃう，眠れた方はお薬やめること
できるけども，そうじゃなかったひとはやっぱりその
まま，やっぱり眠れなかったから飲んでますーって感
じで続けちゃってるかなって(医師 A)
あるいは近所のおばさんに睡眠薬なんて毒だから早
くやめなさい，死んじゃうよーっていう情報が入って
くる。(医師 B)
治療計画の立て間違いで，あのーいわゆる，せーのっ
て薬を出して，ただ何となく漫然投与してると，そう
するとダーッとやめるの忘れてるわけですよ，結局。
減らしたりやめたりするのを忘れてると，そのために
長期化してしまってそのために耐性ができてしまっ
てダメっていう。(医師 C)
うん，まぁ，別に副作用とか感じてないからもうルー
チンワーク的に眠る前に飲んで寝てますって人が多
くて。(医師 A)
まあ一応半分にしてみてくださいとかーその，まず飲
まないで寝てみて，で 30 分経っても寝付けなかった
ら，その枕元に置いたお薬飲んでくださいっつっても
う。(医師 A)
だからあなたの望むやり方ではここまでしかもうゴ
ールは行きませんよっていうのを示して，で，もうそ
れでゴール設定を確認しあうしかないですよね。(医
師 C)
んーあとはなかなか誤った認識がなかなか強固に取
れないってのがあるから，睡眠薬はそうはいっても全
くないとか，睡眠薬はそうはいっても全くーとかね，
あとはやはり，えっとー薬の安全性だとか治療の必要
性だとか睡眠時間が短くても大丈夫なんだよとか，そ
ういう正しい知識に対して受け入れに抵抗が強い人
は結構いますね。(医師 C)
不安障害がなくて，や，レベルによると思うけど。え
っとーその慢性不眠で不安障害がない人っていいな
いような気がする。(医師 B)
で，悪性はいっぱいこじれてたりね。もう眠れない眠
れない，ああでもないこうでもないって言って，その
ーうえで，そう，睡眠衛生なんかを自分で整えきれな
いような・・・(医師 C)
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２）

本調査

研究協力者
2011 年 7 月から 12 月までの期間に，施設責任者から研究協力の承諾を得られた睡眠専
門外来 2 施設に眠れないことを主訴として通院しており研究協力の同意を得られた患者
12 名および，精神科外来に不眠症状を主訴として通院しており研究協力の同意をえられた
患者を対象とした。研究協力者の基本的な選択条件は，薬物治療実施期間が 6 ヶ月以上の
場合を薬物治療長期化と定義し(宗澤ほか,2007)，薬物治療を実施している眠れないことを
訴える患者を対象とした。
本研究の研究協力者は、理論的サンプリングによって選択された。カテゴリー生成を目
的とした第 1 段階の研究協力者は、上記の条件に基づいて研究協力者を選択した。カテゴ
リー精緻化を目的とした第 2 段階では、治療の第二選択肢であるカウンセリングを利用し
ている患者を選択した。カテゴリー精緻化を目的とした第 3 段階では、薬物治療実施機関
が 6 か月未満の患者を対象とした。カテゴリー精緻化を目的とした第 4 段階では、カウン
セリングを利用していない患者を選択した。カテゴリー精緻化を目的とした第 5 段階では、
一般の精神科外来に通院している患者を対象とした。カテゴリー確認を目的とした第 6 段
階では、第 1 段階と同様、上記に述べた条件に合致する患者を対象とした。なお、研究協
力者の選択基準の根拠および判断過程は、下記の分析過程に詳述する。
男性 3 名，女性 12 名に協力を仰いだ結果，女性 1 名は協力拒否された。また，女性 1
名は同意を得られたものの，インタビュー時間が十分に取れず分析対象となるデータを十
分に得られなかった。よって，最終的に男性 3 名，女性 10 名の計 13 名が分析対象となっ
た(表 2)。
不眠症状の診断に関し，診断する医師によって、DSM-Ⅳ-TR(American Psychiatric
Association,2000)に基づいて原発性不眠症と診断した場合と、睡眠障害の診断基準を示す
ICSD-2(American Academy of Sleep Medicine,2005)に基づいて精神性理性不眠と診断し
た場合があったが，両者の診断基準はほぼ同一であることから(Schutte-Rodin et al,2008;
山 寺 ら ,2008) ， す べ て の 研 究 協 力 者 は DSM-Ⅳ-TR(American Psychiatric
Association,2000)の原発性不眠症の診断基準を満たしていると判断した。精神疾患につい
ては，いずれの医師も DSM-Ⅳ-TR に基づいて診断されていた(American Psychiatric
Association,2000)。6 名が精神疾患の合併症を抱えていた。精神疾患の詳細は，表 2 に示
す。なお，全ての研究協力者の不眠症状および精神疾患は，日本睡眠学会認定医師または
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表 2-1.研究協力者の一覧
A

基本情報

C

E

事務職(デスクワーク、外回り）

無職

リトミック講師（アルバイト）

主婦・週2－3回自営手伝い

性別
年齢
不眠発症時期
服薬年数

女
66歳
11年前
13年

男
46歳
8－9年前(自記)
8.5年

女
56歳
不明
7年

女
35歳
3年前(自記)
3年

家族歴

特記なし

特記なし

特記なし

特記なし

+
+
原発性不眠症

+
+
+
原発性不眠症

原発性不眠症

レストレスレッグス症候群

うつ病

+
+
+
原発性不眠症
体位依存性睡眠時無呼吸症候群、
身体愁訴

女
31歳
生来
6年(漢方;10年前に1年半服薬経験有)
親類に精神疾患患者あり、同症状は
なし
+
+
原発性不眠症

睡眠関連摂食障害、軽度抑うつ

特に無し

ロゼレム8mg：1錠、ジェイゾロフト
25mg：3錠、レンドルミン：1錠、Oral
Applianceの着用

ロゼレム8mg：1錠

無し

エチゾラム2mg：1錠
ハルシオン0.25mg：1錠
フルボキサミン50mg：2錠
アモキサン25mg：8錠
ガスモチン5mg：4錠

レンドルミン0.25ｍg：1錠
エストロゲンジェル塗布

ベゲタミンＢ：1錠
プルセニド12mg：2錠

漢方

他院にて処方

ロゼレム8mg：1錠
ジェイゾロフト25mg：3錠
レンドルミン：1錠
Oral Applianceの着用

ロゼレム8mg：1錠
プルゼニド12mg：2錠
パキシル10mg：1錠
ロゼレム8mg：1錠

無し

特に無し

特に無し

面接時点の処方

データ収集機関
初診前の処方歴

レキップ0.25mg：2錠、デパス0.5mg：3 エスタゾラム、ハルシオン、フルボキ
錠
サミン
バイアスピリン100mg：1錠
エパデールス600：1包
リバロ2mg：1錠
リボトリール0.5mg：1錠

データ収集機関での ビシフロー0.125mg：1錠
処方歴
レキップ0.25mg：1錠
デパス0.5mg：3錠

薬を変更後、週1回21時頃に眠気が 入眠困難の改善によ改善
出現
初診JESS21点
DSM-Ⅳ-TRにおける原発性不眠症とICSD-2における精神生理性不眠はほぼ同一の診断基準であることから、すべて原発性不眠症と表記した
日中の眠気

Ｄ

主婦

入眠困難有無
眠れない症状の 中途覚醒有無
訴え
多夢/浅眠感
早朝覚醒
現病・診断名
症状・診断
既往歴

処方内容

B

職業

JESS13点
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＋

表 2-2.研究協力者の一覧
F

基本情報

H

I

職業

アルバイト(デスクワーク)

システムエンジニア

事務職

自営業(元 商社勤務)

性別
年齢
不眠発症時期
服薬年数

女
28歳
生来
0.2年

男
45歳
5年前

女
37歳
2年前
1年

男
72歳
20年前
20年以上前

家族歴

父親が睡眠時無呼吸症候群

特記なし

特記なし

特記なし

+
+
原発性不眠症

+
+

+

+
+

原発性不眠症

原発性不眠症

原発性不眠症

特に無し

高血圧、適応障害

特に無し

特に無し

入眠困難有無
眠れない症状の 中途覚醒有無
訴え
多夢/浅眠感
早朝覚醒
現病・診断名
症状・診断
既往歴

面接時点の処方

データ収集機関
初診前の処方歴

+(時折)
+(時折)

+

デジレル25m：1錠、ロゼレム8mg：1
ハルシオン0.125mg：1錠、レンドルミン
錠、メイラックス2mg：1錠、ドラール
0.25mg：1錠
15mg：1錠

メイラックス2mg：1錠

デパス(頓用)
マイスリー(頓用)

マイスリー
メイラックス2mg：1錠

処方内容
データ収集機関での ハルシオン0.125mg：1錠
処方歴
レンドルミン0.25mg：1錠

日中の眠気

G

特に無し

デジレル25mg：1錠
ロゼレム8mg：1錠
メイラックス2mg：1錠
ドラール15mg：1錠
メイラックス2mg：1錠
サイレース1mg：2錠
メイラックス2mg：1錠
サイレース1mg：2錠
テトラミド10mg：1錠
レンドルミン0.25mg：1錠
特に無し

ベンザリン10mg：1錠
レンドルミン0.25mg：1錠
マイスリー5mg：1錠
レスリン25mg：1錠
マグラックス500mg：2錠
特に無し

DSM-Ⅳ-TRにおける原発性不眠症とICSD-2における精神生理性不眠はほぼ同一の診断基準であることから、すべて原発性不眠症と表記した
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ベンザリン10mg：1錠,レンドルミン
0.25mg：1錠,マイスリー5mg：1錠,レス
リン25mg：1錠,マグラックス500mg：2
錠
ロゼレム8mg：1錠
ハルシオン0.125mg：1錠
ベンザリン5mg：1錠

特に無し

表 2-3.研究協力者の一覧
J

基本情報

K

L

M

職業

会社員

大学生

会社員[デスクワーク）

パート

性別
年齢
不眠発症時期
服薬年数

女
29歳
5年前
不明

女
22歳
0.5年前
0.5年

女
24歳
2年前
1.5年

女性
49歳
2年前
1.5年

家族歴

特記なし

不明

不明

特記なし

+
+
+
原発性不眠症

+
＋

＋

+
+
＋

特に無し

不安障害（本人陳述）

リスミー1mg：2錠

ロヒプノール、デパス、セロクエル、サ アモバン、ハルシオン、胃腸薬、筋弛 デパス0.5mg：2錠、アモバン7.5mg：1
インバルタ
緩剤
錠、ビオフェルミン錠剤：3錠

入眠困難有無
眠れない症状の 中途覚醒有無
訴え
多夢/浅眠感
早朝覚醒
現病・診断名
症状・診断
既往歴

面接時点の処方

データ収集機関
初診前の処方歴

＋
+
原発性不眠症

原発性不眠症
自律神経失調症、不安障害（本人陳
述)

マイスリー5mg：1錠
リスミー1mg：2錠

原発性不眠症
特に無し

マイスリー5ｍg：2錠

処方内容
データ収集機関での
処方歴

日中の眠気

デパス0.5：1錠
アモバン7.5：1錠
ビオフェルミン錠剤：3錠

初診ESS12点

特に無し

特に無し

DSM-Ⅳ-TRにおける原発性不眠症とICSD-2における精神生理性不眠はほぼ同一の診断基準であることから、すべて原発性不眠症と表記した
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初診JESS15点

精神保健指定医によって診断されていた。また、研究協力者のうち 1 名は精神疾患と高血
圧を、1 名は精神疾患と自律神経失調症を併発していた。なお、睡眠障害の合併症に関し、
レストレスレッグス症候群 1 名、体位依存性睡眠時無呼吸症候群 1 名、睡眠関連摂食障害
1 名がいたが、全員治療により改善した状態だった。研究協力者の年齢は平均 53.3(SD=19)
歳であった。服薬年数は平均 6.0(SD=8.1)年であった。

データ収集方法
半構造化面接により言語データを収集した。面接時間は平均 53(SD=19)分だった。IC レ
コーダーに録音した面接を，個人情報をすべて省いて逐語化し，言語データ化したものを
分析対象とした。なお，面接から逐語化までの一連の作業はすべて著者自身が行った。
予備調査の結果をもとに，診察場面における医師からみた患者の“納得のしなさ”はど
のように形成されるのか，というリサーチクエスチョンを設定した。半構造化面接を行う
ためのインタビューガイドとして，①治療を開始してから現在までどのように症状と生活
状況が変化してきたか，②薬物治療や医師との診察のなかでよかった対応や経験は何か，
それはなぜか，③薬物治療や医師との診察の中でよくなかった対応や経験はあるか，それ
はなぜか，④③についてどんなだったらよかったと思うか，⑤いままで話したこと以外で
症状や治療を続けていくことに関して普段考えていることはなにか，の 5 つの質問項目を
設定した。そのうえで，面接の流れや状況に応じて質問の順番や質問の仕方を適宜変更す
ると共に，理論的サンプリングによるリサーチクエスチョンの具体化や収集すべき情報の
変化に伴い質問項目を精緻化していった。
実施手順として，はじめに研究協力者から口頭で一旦同意を得たうえで面接室に招き，
あらためて研究目的の説明，倫理的配慮の説明，研究説明の理解の確認，紙面を用いた同
意の確認，の順序で研究説明および同意取得を行い，同意を得られた場合のみ面接を行っ
た。面接開始の同意を研究協力者から得られた時点で録音を開始し，面接初期はプロフィ
ールなど基本的な質問やクローズドクエスチョンを中心に聴取し，次第に核心的な内容に
関する質問やオープンクエスチョンを増やしていくことで，研究協力者が語りやすいよう
配慮した。
データの信憑性を確保するため次のことに留意した。研究協力者に対し，密室内で面接
を行うことを前提としたうえで，語られた内容は患者の通院する機関の関係者をはじめと
した他者には一切を漏らさない旨を時十分に説明することで，誠実な語りを促した。また，
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面接実施者が不眠症における薬物治療に関する基本的知識および協力施設の治療の流れに
ついて把握しておき，研究協力者が治療に関する事実関係と明らかにかけ離れていること
を語っている場合は察知できるように努めた。
なお，研究協力者は患者とかかわるのはデータ収集時のみであり，日常的に患者の治療
に関わることはなかった。また，所属を明示していたため，各クリニックとは何も関係が
なく，個人の発話内容をクリニックに所属する者に開示することはないことを約束してい
た。このことから，治療に対する不満をはじめとして，医療従事者には伝えにくい患者の
思いや体験についての語りも得やすかった可能性がある。さらに，臨床心理学について学
んでいることを明示し，研究協力者は著者が知らないことを教えてくれる立場であるとい
う認識が形成された可能性がある。

倫理的配慮
本研究は，東京大学研究倫理審査委員会から承認を受けて実施した。また，全ての研究
協力者は，事前に十分な説明を受けた上で，口頭および文書にて研究協力の同意を得た。

分析方法
本研究では，理論的構築が可能であり，かつ分析手順が明確であることから実証性に優
れていると考えられるグラウンデッド・セオリー・アプローチ(Straus A et al,1990)を援用
し，逐語化したインタビューデータを分析していった。具体的な手順は以下のとおりであ
る。
① データの読み込み：逐語化したインタビューデータを十分に読み込みデータの全体像
を把握した。
② データの切片化：データを一つのまとまりごとに細かく分けていった。データの分量
は一文程度であった。ただし一文の途中で内容が明らかに変わった場合は，接続詞を
目安にしながら分けた。
③ 概念の作成：切片化したデータを読み，内容を最も適切に表す名前をそれぞれに付け
ていった。過度な抽象化を避けるため，インビボ・コードを意識して実施した。
④ カテゴリーの生成：類似した概念同士をひとまとまりにし，それらの概念を適切に表
す名前を付けた。
⑤ カテゴリーグループの作成とカテゴリーの精緻化：類似したカテゴリー同士をひとま
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とまりにし，カテゴリーグループを作成した。カテゴリーグループの関連性およびカ
テゴリーグループに含まれるカテゴリーは分析過程で適宜再編成された。
⑥ 理論モデルの生成：カテゴリーグループおよびカテゴリーの関連性に基づき体験プロ
セスのモデルを生成していった。
全ての手順において，常にデータとデータ，インビボ・コード，カテゴリーとの絶えざ
る比較を行った。こうすることで，データやカテゴリー間の相違や特徴を明確に認識する
とともに，データに対する恣意的な推測やカテゴリー生成を防ぎ，データに基づいた理論
の構築を目指した。また，分析が恣意的にならないように，本研究に関与しておらず且つ
グラウンデッド・セオリー・アプローチの分析の経験がある大学院生 2 名が，逐語データ
の解釈およびコーディング，カテゴリー生成，カテゴリー同士の関連付をチェックした。

分析過程
生成されたカテゴリーおよびカテゴリーグループを精緻化し妥当性を高めるため，理論
的サンプリング(Strauss A et al,1990)を実施した。理論的サンプリングとは，研究協力者
を追加しては分析し，その結果に基づき新たな研究協力者を選択，データ収集して分析す
るという循環的な手順である。そして，理論訂飽和に達したと判断された時点でデータ収
集を終了した。本研究では，理論的飽和に達したと判断された 13 名の時点でデータ収集
を終了した。初めのカテゴリーの生成を目的に研究協力者 A,B,C を対象にインタビューと
分析を行ったうえで，カテゴリーの精緻化を目的に第 2 段階では D と E，第 3 段階では
F，第 4 段階では G，H，I，J，第 5 段階では K，L を対象にデータ収集および分析を行っ
た。そして，カテゴリー確認を目的に M を対象にデータ収集および分析を行った。以下に，
分析過程について詳述する。
なお，カテゴリーグループは【】，カテゴリーは「」，下位カテゴリーは＜＞，実際の語
りは“斜体(研究協力者)”，カテゴリーの定義は『』と記述する。

第 1 段階：カテゴリー生成のための分析
第 1 段階ではカテゴリーの生成を目的としていた。予備研究の結果をもとに医師との
治療場面に焦点を置きながら，患者の視点による治療の捉え方を明らかにしていくことを
目的とし，3 名を対象にデータ収集を行った。彼らは全員 A クリニックにて不眠症のため
の薬物療法と認知行動療法を受けており，うち 2 名が A クリニックで薬物療法を受けてい
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た。また，全員主治医の変更を経験していた。変更した治療機関は内科，精神科，神経科，
あるいは A クリニック内であった。A クリニックは，睡眠障害治療の研究機関と併設して
いることから最先端の治療提供を目指しており，より重度の患者が集まる傾向にある。分
析の結果，下記のようなカテゴリーおよび下位カテゴリー，カテゴリーグループが生成さ
れた。また，カテゴリーグループの分類および，カテゴリー同士の関連についても示され
た。

“眠になると今度はやっぱり，寝てから 3 時間か 4 時間くらいで起きてしまうっていう，
それがいまだに続いてますね。(研究協力者.A)”
“のーそんな睡眠導入剤を年がら年中変え
てたって何の効果もないからおんなじもの(研究協力者.B)”
“どれも今一つ。ハルシオンと
かも飲んでみたんですけれども。(研究協力者.C)”という語りから，薬を変更されても，十
分な睡眠を得られていないと患者が感じていると解釈された。これらの語りをまとめて＜
まだ眠れていない実感＞を生成し，
『治療にも関わらず，現在も十分に睡眠が得られていな
いと感じていること』と定義した。また，
“でもドラールってのがともかく，朝の心地が悪

いという。(研究協力者.A)”
“ね，寝たかんじが，すごく明け方―起きてもずっと昼間残っ
たりとか，強すぎると残ったりとか。(研究協力者.C)”という語りから， 服薬にともない
体調が悪くなることがあると感じていると解釈された。そして，治療の特性上，服薬は毎
晩行うことから，毎日そのような体調の悪化を体験しながら生活していると考えられた。
これらの語りをまとめて＜副作用の出現＞を生成し，『薬の副作用を抱えながらの生活し
ていること』と定義した。＜まだ眠れていない実感＞＜副作用の出現＞を見比べたところ，
服薬した結果生じる体験は異なるものの，服薬しても期待するような体調変化が生じず苦
痛感を抱えながら生活しているという点で共通していると考えられた。よって，これらを
まとめて「改善しない症状」を生成した。

“1 時半ぐらいに目が覚めてしまってまた寝付けなくなってしまって，で，結局朝会社
に行く準備ができなくってー，えー会社を休みがちになってしまう(研究協力者.B)”や“ 待
合室とか電車とか劇場とか，たとえばこうわりと寝ちゃうんですね。(研究協力者.C)”とい
う語りが得られた。これらから，研究協力者は，薬物治療を行っている状況でも不眠症状
や薬の効果にともなう不調が生じるために日中にやるべきことを思うようにこなせないと
感じており，それに対し不満感を抱えていると解釈された。これらをまとめて＜生活が制
限される不満＞を生成し，『症状や治療に関連して日常生活が制限され不満を感じること』
と定義した。また，
“もし薬なしで済むようになるんだったらばそういう風に，そのほうが
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望ましいだろうと。(研究協力者.B)”“とにかくやめたかったんです。(研究協力者.C)”と
いった語りから，現在は薬物治療を行っているものの，本当は薬がない状態で眠れる生活
を送れるようになりたいと考えていると解釈された。これらの語りをまとめて＜薬が必要
無い生活を希望＞を生成し，『薬がない状態で十分な睡眠を得られる生活を望んでいるこ
と』と定義した。睡眠状態の改善を優先するために現在は甘んじて薬物治療を続けている
と推察されたため，定義には『十分な睡眠を得られる』という説明を付け加えた。また，
＜生活が制限される不満＞と＜薬が必要ない生活を希望＞を見比べたとき，両者とも理由
は異なるものの薬なしで眠れるようになることを希望していると解釈された。よって，こ
れらの下位カテゴリーをまとめて「完治を切望」を生成した。

“死ぬまで飲み続けないといけないのかなっていう(研究協力者.B)””どんどん悪くなる
ような気がしましたんでね(研究協力者.C)”といった語りから，ずっと治療を続けること
になるのではないかという患者の懸念を抱えていることが示唆された。これらの語りをま
とめて「一生治らない懸念」を生成し『今後死ぬまでずっと治療を継続しなければならな
い懸念』と定義した。

“もうちょっとこう様子を，たとえばそのお薬で，なんていうのかな，少し量を増やす
とか，そのお薬をさっと変えられたっていうのがね，ちょっと気になったんです。(研究協
力者.A)”
“時間にしてたかだか 10 分だか，そこらの話で終わってしまうのでこちらの思い
とか考えがしっかり伝わってるかどうかというのは非常に不安はありましたね。(研究協力
者.B)”
“そういうのだったらこれがいいです，これがいいですってのはないです。(研究協
力者.C)”という語りが得られた。これらから，研究協力者は，診察内での医師とのやり取
りが少ないことで，医師が自分の症状をどのように理解し治療の判断を行ったのかがわか
らないと感じていると解釈された。また，“もうちょっとこう様子を”“そこらの話で終わ

ってしまう”という表現から，そのような体験に対し研究協力者は否定的な認識を持って
いると解釈された。これらの語りをまとめて「つかめない治療方針」を生成し，
『医師がど
のように自分の症状を理解し治療方針について判断したのかがわからないと感じているこ
と』と定義した。

“じゃあ別の種類になっちゃったのかなっていう，こう，こちら側としては心配するじ
ゃないですか。(研究協力者.A)”
“妥当性があるかどうかっていうのは不安っていうか，不
安っていうと大げさですけれども。(研究協力者.B)”という語りから，治療場面における医
師の治療方針に対し，研究協力者は不安感を抱えていると解釈された。これらの語りをま
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とめて「治療方針に対する不安感」を生成し，
『現状の治療でよいのかどうか不安に感じる
こと』と定義した。
また，カテゴリーグループに関し，
「完治を切望」と「一生直らない懸念」については，
予測している内容は反対であるものの，共通して自分自身が今後どうなるかに関する認知
を示していると考えられた。よって，これらをまとめて【自身の今後の認識】を生成した。
さらに，「完治を切望」と「一生治らない懸念」のカテゴリー同士の関連に関し，“だか

ら，母親と，まあ血のつながりがあるからってのもありますけども，おんなじように死ぬ
まで飲み続けないといけないのかなっていう，不安，不安，まあ不安でもないです。まあ，
飲めば寝れるんならそれでもいいんじゃないかっていう気持ちもいまでもあるんですが，
ただ，ここのクリニックに通い始めたことを母親にも話したんですけどもーまあいっぺん
そういうところで治してみて，うん，改善というか，もし薬なしで済むようになるんだっ
たらばそういう風に，そのほうが望ましいだろうと。(研究協力者.B)”という語りが得られ
た。研究協力者 B は，自分の母親と同じように死ぬまで睡眠薬を飲み続けるのではとわず
かな不安を抱えており，睡眠薬なしで眠れるようになりたいという思いからクリニックに
通っていると考えられた。この語りに基づくと，患者は「完治を切望」している一方で「一
生直らない懸念」を抱えていることから，不安になり治療をクリニックで行っていると解
釈された。
さらに，
「つかめない治療方針」と「治療方針に対する不安感」のカテゴリー同士の関連
に関し，
“時間にしてたかだか 10 分だか，そこらの話で終わってしまうのでこちらの思い

とか考えがしっかり伝わってるかどうかというのは非常に不安はありましたね。(研究協力
者.B)”という語りから，研究協力者 B は診察において医師とのやり取りがほとんど無く
終了することで，医師が自分の状態をしっかり理解しているのか不安に感じていると考え
られた。この語りに基づくと，診察場面において「つかめない医療方針」を体験すること
で「治療方針に対する不安感」が生じると解釈された。
以上から，第 1 段階では，完治したい思いと一生治らない不安との葛藤を抱える中で治
療を続けていること，そして診察場面では医師の治療方針がつかめないと感じたり，治療
方針に対する不安を感じていることが示された。これらから，患者は治療場面において何
らかの不満を抱えているのではないかと考えられる。よって，第 2 段階では治療場面にお
ける不満の詳細を明らかにすることを目的とした。治療場面において患者がどのような不
満を抱いているのかに焦点を当てるため，不満を感じていると考えられる患者を対象にす
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ることとした。

第 2 段階：カテゴリー精緻化のための分析
第 2 段階では，カテゴリーの精緻化を目的としていた。第 2 段階では治療場面における
不満の詳細を明らかにすることを目的とした。そのため，研究協力者の条件は，方法にて
述べた条件に加え，カウンセリングを併用している患者とした。日本に最も普及されてい
る薬物療法だけでなく，カウンセリングを併用しているということは，患者は薬物療法だ
けでは不眠症が改善しないと感じていると考えたためである。よって，データ収集時には，
とくに薬物療法に対する否定的な体験やや思い，気持ちについて重点的に尋ねた。その結
果，下記に述べるカテゴリーおよび下位カテゴリーが生成された。第 2 段階の研究協力者
は，研究協力者 D と研究協力者 E の 2 名であった。また，カテゴリーグループの分類お
よび，カテゴリー同士の関連についても示された。
第 1 段階で得られた“あとやっぱり目が早く覚めるってことは確実に睡眠障害がひどく

なってるんだなってのが。(研究協力者.C)”および“ああまあ，あの先生の今日の感じだ
と，あーあと 2 年か 3 年かかるなーってのはちょっと，ちょっと思っちゃったので。(研究
協力者.D)”という語りが得られた。これらから，研究協力者は，診察での医師から得られ
た説明以外から，自分自身の状態を捉えようとしていると解釈された。これらの語りをま
とめて＜医師の説明以外から状態像を予測＞を生成し，『医師の説明以外とは別の情報に
基づいて患者の状態像を予測すること』と定義した。＜医師の説明以外から状態像を予測
＞と「つかめない治療方針」は共通して，医師による状態や治療方針について明示されて
いないと感じていることを示す体験であると解釈された。よって，「つかめない医療方針」
を下位カテゴリーに変更した上で，これらをまとめて「医師の意図がわからない」を生成
した。

“どうせ治んない(研究協力者.D)”
“正直不信感をだんだん抱いてしまう，うん。(研究協
力者.E)”といった語りが得られ，研究協力者は薬物治療を受け続けても症状は改善しない
と考えていると解釈された。これらの語りをまとめて＜治療効果がないと思う＞を生成し，
『現在の治療は不眠症状の改善に役立たないと考えていること』と定義した。また，第 1
段階で生成された「治療方針に対する不安」と見比べ，両方とも治療がうまく行かないの
ではないかという心情を抱いていると捉えられた。よって，
「治療方針に対する不安」を下
位カテゴリーとした上で，これらをまとめて「治療への不信感」とした。
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“どうやって，やめていくのかわからないみたいな。(研究協力者.E)”
“自分も癒えてく
経過がわからないし。(研究協力者.D)”という語りから，服薬している現状からどんなプ
ロセスを経て薬がない状態で眠れるようになるのかがつかめないと感じていると解釈され
た。これらの語りをまとめて「わからない改善プロセス」を生成し，
『自分が今後どのよう
なプロセスを経て改善していくのかつかめないと感じていること』と定義した。

“私には行くっていう選択肢しかないわけじゃないですか。行かなければ良くならない
のはわかってるわけだから。(研究協力者.D)”や“長い目で見ればいいかなっていうのも
どこかであるんで。(研究協力者.E)”という語りがえられた。これらから，不眠は改善して
いないが，治療をやめると不眠が治ることは絶対になくなるため，わずかな可能性を信じ
て治療を継続していると解釈された。これらをまとめて，
「わずかな希望による通院」を生
成し，『治療をやめると治る可能性が無くなると考え治療を続けること』と定義した。

“ほんでお薬の方は，今まで飲んでるものを言うだけでしたから。(研究協力者.C)”およ
び“薬はとりあえず与えといて，みたいな感じなんだなとか，･･･(研究協力者.D)”という
語りが得られた。これらの語りから，医師は熟慮せず毎回単調に薬を出しているだけだと
感じていると解釈された。とくに“･･･だけ”“とりあえず”という表現から，そのような
状況を否定的に捉えていると解釈された。これらの語りをまとめて「毎回同じに感じられ
る治療」を生成し，
『医師の診療に対し，医師は症状について熱心に検討せず機械的に同じ
治療を提供しているに過ぎないと捉えること』と定義した。治療内容は客観的に見て「毎
回同じ」かは不明であり，あくまで患者の視点から見た主観であるため「･･･に感じられる」
という表現を追加した。

“眠れない自分に嫌になりますね，いつまでこんななのかなーとか何でこんなんなのか
なーとか嫌になるのでね。(研究協力者.E)”
“仕事もできないし，子供もできないし，そう
いうふう，そういうなんか中途半端な自分はすごい嫌だな。(研究協力者.D)”という語り
が得られた。これらから，今後も症状や治療が続いていくと考えており，治療や症状が続
いている自分に対して嫌悪感を抱えていると解釈された。これらの語りをまとめて「今後
の自分への嫌悪」を生成し，
『今後も治療が続いていく状況やそんな自分に嫌悪感を抱くこ
と』と定義した。そして，【自分自身の今後の認識】の１カテゴリーとして位置づけた。
カテゴリーグループに関し，
「わずかな希望による通院」，
「治療への不信感」と「わから
ない改善プロセス」は，結果としての不信感，希望や症状に対する今後という点で焦点を
当てているところは異なるものの，両者とも共通して治療の内容に対する認識を示すカテ
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ゴリーであると解釈された。これらをまとめて【治療に対する認識】を生成した。
カテゴリー同士の関連に関し，
“あと 2ー3 年かかるんだね，みたいな。
（面接者：医師が

直接いうんじゃなくてそういう言葉尻を受けながら，あーかかるんだって。）そうそうそう
そうですね。なん。で，お医者さんも，え，多分私の顔を見て今日診断してるなとか，な
んかそういう感じ。そういうのも感じるし，ほとんどそうなんだろうなって。薬はとにか
く，薬はとりあえず与えといて，みたいな感じなんだなとか，もうそういう不信感に，ど
んどん不信，医者不信みたいになっちゃう。（研究協力者.D）”という語りが得られた。研
究協力 D は，診察のなかで，医師はまだ治らないと考えている，あるいはただ薬を出して
いるだけで誠実に治療に望んでないだろう，と医師の言外から予測し，その結果として不
信感がどんどん募っていると解釈された。この語りから，カテゴリー同士の関連として，
診察場面での医師とのやり取りのなかで，症状の見立てや処方の判断に関する「医師の意
図が分からない」と感じることで，自分自身だけで考えた結果，
「毎回同じに感じられる治
療」を提供されているだけだと思い至り，
「治療への不信感」を次第に抱えるようになって
いると解釈された。
また，
「完治を切望」と「一生治らない懸念」，
「今後の自分への嫌悪」のカテゴリー同士
の関連について，
“眠れない自分に嫌になりますね。いつまでこんななのかなーとか何でこ

んなんなのかなーとか嫌になるのでね。私にとってつらいことですね。(研究協力者.E)”と
いう語りが得られた。
“いつまでこんななのかなー”という表現から，完治を希望している
にもかかわらず，今後もずっと治療や症状が続くかもしれないと感じていると解釈された。
そして，そんな自分に対し嫌悪を感じていると解釈された。これらから，
「完治を切望」す
る一方で「一生治らない懸念」を感じていることで，
「今後の自分への嫌悪」が生じている
と考えられた。
さらに，
「治療への不信感」
，
「分からない改善プロセス」，
「一生治らない懸念」のカテゴ
リー同士の関連について，
“3 か月経ってもー別に薬もなんにも変らないし，あれーいつ減

るのかなーみたいな感じで。でっで，それこそほんと，治療方針がわかんないからーこの
薬はどうやって減ってくんですかーみたいな話で，どのくらいの単位で。例えば 1 年とか
ー半年とかの単位でね，あのー先生が目安を決めてくれたら私も病院に来る気持ちが湧く
けど，先が見えない治療に対して，しかも，それこそだけどかすり傷だったらだんだんカ
サブタになってーカサブタが治っていくとあー治ってくーってわかるけどー。(研究協力
者.D)”という語りが得られた。研究協力者 D は治療方針が分からず，先の見えない同じ
37

ような治療を繰り返すなかで，不眠症状のように目に見えにくい疾患であることもあり，
カサブタのように今後どのようにして改善していくのかが見えないと感じ，今後の症状の
改善に対する期待感が小さくなっていると解釈された。これらから，
「医師の意図が分から
ない」ことで「毎回同じに感じられる治療」を続け「治療への不信感」が形成される体験
をする中で，「分からない改善プロセス」を抱くようになり，「一生治らない懸念」が高ま
ると解釈された。
以上から，第 2 段階では治療への不信感が形成されるプロセスが示された。また，この
プロセスは，体験が長期化する中で次第に形成されていく特徴が示唆されたことから，第
2 段階で示されたプロセスは治療初期から生じているわけではないことが推察された。こ
の体験が次第に生じるものであること，また長期化していく中で次第に形成されていると
いう主観的体験について現在進行形の語りとして得ることを目的に，第 3 段階では，まだ
治療が長期化に至っていない患者を対象にデータ収集および分析を行っていくこととした。

第 3 段階：カテゴリー精緻化のための分析
第 3 段階では，第 2 段階まで出えられた体験が次第に形成されていくことを受け，現
在形成されていく途中の段階にいると考えられる，まだ長期化に至っていない患者の語り
をえることで，第 2 段階まで出えられた体験を聖地化していくこととした。研究協力者の
条件は，方法で述べた条件の①ベンゾジアゼピン系薬物を用いた薬物療法を受けているこ
と，②不眠症が心理的要因によるものであることの 2 点に該当していることに加え，薬物
療法実施期間が半年未満であることとした。治療初期に関するカテゴリーを精緻化するた
めに，長期化していない患者のデータを収集することが目的であることから，長期化の定
義である治療期間半年に達していない患者を選定した。A クリニックにて薬物療法と認知
行動療法を併用している研究協力者 F の 1 名を対象にデータ収集および分析を行った結
果，新たに下記のカテゴリーおよび下位カテゴリーが生成された。また，カテゴリーグル
ープの分類および，カテゴリー同士の関連についても示された。

“行くたび薬がいっぱい出てきて。あのー肝臓にいっぱい負担かかるって言いますよね，
お薬いろいろ飲んでると。(研究協力者.C)”
“薬ってずっと飲んでると体に悪そうなイメー
ジがあるんで。(研究協力者.F)”から，服薬を続けることで身体に悪い影響が生じるのでは
ないかという考えを抱いており，薬を服用することへの抵抗感を抱えていると解釈された。
これらの語りをまとめて＜薬の身体への影響が心配＞を生成し，『薬物治療を継続するこ
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とによる身体への悪影響を心配していること』と定義した。服薬を継続することへの抵抗
感は，服薬せず眠れる状態になることへの希望を示していると解釈されたため，
「完治を切
望」の下位カテゴリーとして位置づけた。

“あとは睡眠のリズム，あれを書くやつももらったんで。(研究協力者.F)” “あのー毎
回その都度，じゃあ今度はこうてみましょう，こうしましょう，今回は食事をいろいろ，
あのアドバイスいただいたんですけども，んー。医者じゃなくてカウンセリングの方は。
(研究協力者.C)”という語りが得られた。これらの語りは，診察でのやり取りの中で，前回
とは異なる対応をされた実感を得られたことを示していると解釈された。これらの語りを
まとめて＜医師は新しい対応をしている＞を生成し，『診察場面において医師は自分に対
し，今までとは異なる治療を提供してくれていると感じていること』と定義した。また，

“今んところはまた新しい薬ももらったんで―まあ飲んでみて，みたいなってのはあるん
ですけど。(研究協力者.F) ”
“薬飲んでも眠れない状態だったんで，だったら変えるんだっ
たら変えてもらって構わない(研究協力者.B)”という語りが得られた。これらの語りから，
処方が変更されることで症状が改善されるかもしれないという期待が生じていると解釈さ
れた。これらの語りをまとめて，＜処方変更への期待＞を生成し『医師が処方変更をする
ことで今後の症状改善に期待すること』と定義した。＜医師は新しい対応をしている＞と
＜処方変更への期待＞は，医師の対応の内容自体は異なるものの，
「毎回同じに感じられる
治療」とは反対に，医師の対応に変化を感じることができていると解釈された。よって，
これらをまとめて「変化が感じられる治療」を生成した。さらに，
「毎回同じに感じられる
治療」と「変化が感じられる治療」は対になるカテゴリーであり，両方とも治療に対する
認識を示していると解釈されたため，【治療に対する認識】に分類した。

“専門の機関じゃないですかー。そう（治る）じゃないのかなってちょっと思ってたん
ですけど。(研究協力者.F)”
“そのーまあサプリメントと違って薬ってのはそれよりも効果
があるものなのかなって思ってるんで，あのー効く人もいれば効かない人もいるっていう
のは民間療法とかーそういうものはまあそうだと思うんですけど。(研究協力者.E)”とい
う語りが得られた。これらの語りから，現在通っている機関は専門機関だから大きな治療
効果が得られるはずだという思いと，それにもかかわらず現在も治療が続いているという
不満感を抱えていると解釈された。これらの語りをまとめて＜医療への期待があった＞を
生成し，
『医療機関であればすぐに大きな効果が得られ治るだろうと考えていたが，実際は
違ったと感じていること』と定義した。また，
“私は三か月ぐらいで治るのかなーって感じ
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で思ってたらー3 か月経ってもー別に薬もなんにも変らないし，あれーいつ減るのかなー
みたいな感じで。(研究協力者.D)”および“で，この一か月の間でやっぱりその，ほとんど
変わんなかったんですよ，薬が変わっても。(研究協力者.F)”という語りが得られた。これ
らから，当初はもっと短期間で改善すると予測していたが，実際は予測よりも長期間治療
が続いている状況にあると解釈された。これらの語りをまとめて＜予想した期間以上に続
く治療＞とし，
『当初予測していた期間よりも長い間治療が続いている体験』と定義した。
＜医療への期待があった＞と＜予想した期間以上に続く治療＞は，治療期間や医療の効果
という期待を向けた対象は異なるものの，両方とも共通して当初の期待とは裏腹に治療が
続いてしまっていることを示していると解釈された。よって，これらをまとめて「想定に
反した治療長期化」を生成した。そして，第１段階で生成された「改善しない症状」とま
とめて【現在の状況に対する認識】を生成した。

“病院で処方される薬っていうのは割と万人にー同じように効果があるものなのかなっ
て私は思ってたので(研究協力者.E)”
“ちゃんとした機関に，こういうとこにきて，自分に
合ったのを渡してもらえたら，なんかその，そん中でそのー治るようなイメージだったん
ですけど，(研究協力者.F)”という語りが得られた。これらから，病院で処方された睡眠薬
を服用すれば確実に効果が得られるはずだというイメージを持っていたと解釈された。こ
れらの語りをまとめて「薬の効果の絶対視」を生成し，
『睡眠薬は服用すれば絶対に効果が
得られると考えていること』と定義した。

“やっぱりその薬が効かない不信感とともに先生に対する不信感をすこし抱いてしま
ってましたね。(研究協力者.E)”
“たぶん薬を飲んで，もうほんっとにすっきり眠れるんだ
ったら多分そう(良いかなと)いう考えになると思うんですけどー，とりあえず今んとこも
らってる薬であー寝れたっていうのがないんでー。(研究協力者.F)”という語りが得られ
た。これらから，睡眠薬を飲んでも十分に眠れていないと感じることで，薬に対する不信
感が生じると解釈された。これらの語りをまとめて「効かないことへの不信感」を生成し，
『睡眠薬が効かないことで，睡眠薬に対して不信感を抱くこと』と定義した。
また，カテゴリーグループに関し，
「薬の効果の絶対視」
「効かないことへの不信感」は，
共通して薬の効果に対する認識を示していると考えられた。よって，これらをまとめて新
たに【薬の効果に対する認識】を生成した。
「想定に反した治療長期化」と「一生治らない懸念」のカテゴリー同士の関連について，

“その，治るん，専門の機関じゃないですかー。そう（治る）じゃないのかなってちょっ
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と思ってたんですけど。それでちょっとへこんでるとこはありますよ。(中略)（面接者：そ
れでさっきの不安というところにつながりますね。）はーそうですそうです。あー治んない
んじゃないかなーとか―。(研究協力者.F)”という語りがえられた。研究協力者 F は，当
初想定していた以上に治療が続いていることで，最近は今後も治らないのではないかとい
う考えが生じていると解釈された。このことから，
「想定に反した治療長期化」に伴い「一
生治らない懸念」が生じると解釈された。
また，
「薬の効果を絶対視」
「効かないことへの不信感」
「治療への不信感」のカテゴリー
同士の関連について，
“がっかり，しましたね，はい。でも今でもわからないです。万人に

効くのか，そうではないのか。どっちかっと，わからないですけど，はい。
（面接者：けっ
こうそれって，あー万人には効かないんだーって体験は大きかったんですか。）そうですね
ー大きいですね。やっぱそのことがあったんでー。これ以前はーあの体も弱くてしょっち
ゅう病院行ってるような，だったので。わりと薬と病院のし，大好きじゃないですけど肯
定的に捉えてたんですけどーそれ以降はどちらかというと否定的に。(研究協力者.E)”と
いう語りが第 2 段階で得られていた。研究協力者 E は，薬は万人に効くと思っていたのに
実際は思うように効果が得られなかったことからがっかり間を感じ，病院にいくことに対
する否定的な気持ちを抱くようになったと解釈される。この語りに基づくと，
「薬の効果を
絶対視」していたことで薬に対して「効かないことへの不信感」を感じ，
「治療への不信感」
に至ると解釈された。なお，
「効かないことへの不信感」は薬の効果自体への不信感をさし
ているのに対し，
「治療への不信感」は医師や医療機関を利用すること全般に対する不信感
をさすと解釈した。
さらに，長期化に至る以前の体験の特徴として，
“とりあえず従え，その通りにすれば，

まあ改善されるのかなと思って。まあ 2 回目ですしー，うん。(研究協力者.F)”という語り
が得られた。この語りは，診察自体の回数が少ないことから，不信感などを抱えていても
治療に対する期待感を抱くことが出来ていると解釈された。このことから，今まで述べて
きた体験は診察の回数を重ねることで次第に形成されていく特徴があると考えられた。
以上から，第２段階までの研究協力者と同様の語りが得られた。とくに，
「想定に反した
治療長期化」から，研究協力者 F は客観的指標においては治療長期化にいないものの，主
観的には治療の長期化として体験していた可能性が考えられた。また，第２段階の時点で
の考察と同様，治療に対する不信感が形成される過程は，時間や回数を重ねることで次第
に強化されていく特徴があるのかもしれない。一方で，治療への不信感に至る「毎回同じ
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に感じられる治療」と反対の体験として「変化が感じられる治療」が生成されたことから，
治療が長期化しても「変化が感じられる治療」であれば，不信感とは異なる体験を得られ
る可能性があると推測された。よって，第４段階からは治療が長期化する中で，治療への
不信感が強まらないようなポジティブな心的体験を明らかにすることを目的とした。

第 4 段階：カテゴリーの精緻化を目的とした分析
第 3 段階において，
「治療への不信感」に至る「毎回同じに感じられる治療」とは反対
の体験として「変化が感じられる治療」が生成された。このことから，治療が長期化して
も治療への不信感が強まらずにすむ体験も存在する可能性が考えられた。ポジティブな体
験を得られる条件およびプロセスが明らかになることで，ステップ 3 までで明らかになっ
た薬物療法長期化による否定的な体験を回避することも可能なのではないかと考えた。よ
って，第 4 段階では，治療が長期化する中での否定的体験を回避するプロセスを明らかに
することを目的とした。研究協力者の条件は，方法にて述べた条件に加え，薬物療法のみ
を実施していることとした。このような患者は，薬物療法以外の治療を実施していない長
期化患者は薬物療法のみで十分と考えていると想定されるためである。研究協力者 G，H，
I，J の４名を対象とした。患者は全員 B クリニックにて薬物療法のみを受けてしていた。
うち 2 名は主治医の変更経験があり，両名とも B クリニックの前は内科に通院していた。
B クリニックの特徴としては，A クリニックの系列であり，同じく睡眠専門外来である。
B クリニックの医師は全員 A クリニックでも治療を行っている。また，A クリニックと比
較して小規模である。以下に，分析から得られたカテゴリーおよび下位カテゴリーについ
て詳述する。また，カテゴリーグループの分類および，カテゴリー同士の関連についても
下記の通り示された。

“なんだろ，一刻，自分の中では一刻も早く治したいってのがあるんですけど，(研究協
力者.F)”“私もなるべく早くやめたかったので，(研究協力者.I)”という語りが得られた。
これらから，睡眠薬を早くやめたいという強い気持ちがあると解釈された。とくに，
“一刻

も早く”
“なるべく早く”という表現から，いまはまだ睡眠薬を服用しているが，早くやめ
たい気持ちがつよく，焦り感があると推測された。これらの語りをまとめて＜今後への焦
り＞を生成し，
『早く薬の必要ない状態になりたいと焦る気持ち』と定義した。睡眠薬を飲
み続けることで今後はネガティブな体験が生じると考えていることが推察されたので，
「今
後への悲観」の下位カテゴリーとして位置づけた。
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“全然今の先生は，次はこういうことを教えて，みたいに言ってくれるんで―とりあえ
ず従え，その通りにすれば，まあ改善されるのかなと思って。(研究協力者.F)”“たとえば
薬を，さっきも何回も変えたって話しましたけれども，その変えるときも，その必ずその，
変えるときの理由をきちんと説明してくれるんですね。(研究協力者.G)”
“ うんうんうん，
少なくともー今の状態を知って，知ってこういう風に判断しましたっていう流れが何とな
く見えないと不安，なのかな多分。(研究協力者.M)”との語りが得られた。研究協力者は，
診察場面において，医師がどのような理由で処方したのかなど，判断に至るプロセスを患
者が理解できる体験を示していると解釈された。これらの語りをまとめて「医師の意図が
分かる」を生成し，
『診察場面において医師がどのような判断に基づいて治療を行っている
か理解できること』と定義した。さらに，このカテゴリーと「医師の意図が分からない」
は反対の体験を示しているが，共通して医師の対応に関する認識を表していると考えられ
たため，新たに【医師の対応に対する認識】を生成した。さらに，このカテゴリーグルー
プを生成した上であらためてカテゴリーすべてを概観したところ，「毎回同じに感じられ
る治療」
「変化が感じられる治療」は診察内での体験を表しており，治療全般というよりは
医師との相互作用にもとづく体験を示していると解釈された。そのため，治療と言う表現
を診察という表現に変えて「変化が感じられる診察」
「毎回同じに感じられる診察」に名称
を変更した。そしてその上で，これらのカテゴリーを【治療に対する認識】から【医師の
対応に対する認識】のカテゴリーに変更した。これに伴い，
「治療」という表現は診察内で
の医師とのやり取りや対応だけでなく，薬の利用や診察場面以外で行う薬を用いた症状改
善のための取り組み全般も含んだ，より広義的な体験を示すことを表す，と定義すること
とした。

“もう最初に飲む 10 時の飲む薬がちょっと弱いと思うんですがと，自分の意見も言う
んですよ。そしたら先生の方が，あーそうですかと。じゃあ 10 時に飲む薬をちょっと増や
してみましょうと。(研究協力者.H)”
“からこのころはまあゆっくり行った方がいいよ，み
たいなかんじでアドバイスいただいて。(研究協力者.I)”“これこれこういう感じで，こう
良く効いてないですって話を聞いてもらって，じゃあ増やしましょうっていう流れになる
とこだと，なんとなく安心感がある。(研究協力者.J)”という語りが得られた。この語りか
ら，研究協力者は，医師は患者の主張した状態に合わせてその都度判断を行っていると感
じていると解釈された。これらの語りをまとめて＜状況に合わせ判断している＞を生成し，
『医師は患者の状況にあわせ都度治療を施していると患者が感じること』と定義した。そ
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して，「変化が感じられる診察」の下位カテゴリーに位置づけた。

“特にーその，問題点とかはないですよね。ただ治すことに専念したいという気持ちが
強いですから。(研究協力者.H)”
“あんまりモチベーションは，あんまり治療に対するモチ
ベーションは下がらなかったんですけど(研究協力者.J)”といった語りが得られた。これら
から，研究協力者は治療が長期化している中でも，通院し続けることに対しあまり苦痛感
を感じていないと解釈された。これらの語りをまとめて＜通院に対する苦痛が少ない＞を
生成し，『通院を続けることに対してあまり苦痛を感じていないこと』と定義した。また，

“じゃないと，私も三年ですから，こんなに長く通ってないと思うんです。あのさ，最初
の内科の先生みたいに何も言わずに変えちゃったりとか。(研究協力者.G)”
“私は基本的に
あのーお医者さんが言ってくれたことはきっと正しいと思ってあのー，治療を受けてきて
るので。(研究協力者.J)”という語りが得られた。これらから，研究協力者は，医師やその
判断に基づく治療内容について信頼感を持って治療を継続していると解釈された。これら
の語りをまとめて＜信頼による治療継続＞を生成し，『医師や治療全般に対する信頼感を
持ちながら治療を継続していること』と定義した。また，＜通院に対する苦痛少ない＞＜
信頼による通院継続＞は共通して，治療が長期化していても，治療に取り組むことへの抵
抗感など否定的な心情を抱えずに生活していると解釈された。これらをまとめて「治療へ
の動機づけ維持」を生成した。このカテゴリーは前の段階で生成された「治療への不信感」
に相対するカテゴリーであると解釈された。よって【治療に対する認識】の一カテゴリー
として位置づけた。

“まずは自分に合ったお薬を探してもらうこと(研究協力者.I)”“やっぱりあのーこうい
う睡眠導入剤とかも，もちろんなんか人にあ，人によって合う合わないはあるのかなーと
思っていたので(研究協力者.J)”という語りが得られた。これらから，睡眠薬の効果は人に
よって合う合わないがあり，誰にでも必ず効果が得られるわけではないと考えていると解
釈された。これらのカテゴリーをまとめて「効果の多様性の認識」を生成し，
『薬は体質や
個人差により合うものと合わないものがあると考えること』と定義した。このカテゴリー
は前の段階で生成された「薬の効果の絶対視」とは反対のカテゴリーであると考えられた。
「効果の多様性の認識」を【薬の効果に対する認識】に分類した。

“（面接者：波があるとー結構人によってはちょっと，薬を，への信頼とかー飲みたいと
か飲もうっていう気持ちが下がってくるとか，いう，けっこうネガティブな気持ちになっ
ていく方とかいらっしゃるみたいなんですけど，そういうことってありますか。）いや，そ
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れはー私―，今ありませんね。(研究協力者.H)”
“あのー効かなくなっちゃっても，あーち
ょっと耐性ついちゃったかなーぐらいに考えていたので，わりとその辺は気にしていませ
んでした。(研究協力者.J)”という語りから，薬の効果が十分に得られなくとも冷静に構え
ていられる戸解釈された。これらの語りをまとめて「効かないことの受容」を生成し，
『睡
眠薬の効果が十分に得られないことに対し，冷静に構えて受け止めること』と定義した。
このカテゴリーは，
「効かないことへの不信感」に相対するカテゴリーと考えられた。よっ
て，
【薬の効果に対する認識】の一カテゴリーとして位置づけた。
「医師の意図が分かる」
「変化が感じられる診察」
「治療への動機付け維持」
「効果の多様
性の認識」
「効かないことの受容」「治療への動機づけ維持」のカテゴリー同士の関連につ
いて，“(面接者：初診できた時から現在までで，こう，治療に対する考え方とか，医師や

薬に対する考え方って，こう変化してきたりとかしました？)んー，たぶんそんなに，変わ
ってない，とは思います。私は基本的にあのーお医者さんが言ってくれたことはきっと正
しいと思ってあのー，治療を受けてきてるのであのー，すごい親身にお話も聞いてくださ
って，あの薬の調整とか，あのーちょっとこういう風に調整したいとかいうお話もすごく
聞いてくださってるので，安心して治療を受けていられると。(中略) この薬は全然効かな
いけどこっちの薬はすごい効くってのがやっぱりあるのでー，やっぱりあのーこういう睡
眠導入剤とかも，もちろんなんか人にあ，人によって合う合わないはあるのかなーと思っ
ていたので(中略)気持ち的に，なんかーあのーどうしようこれも効かなかったあれも効か
なかったって考えるよりかはちょっと前向きかなぁと自分で思っていますね。(中略)あと
はまああのーなんだろ，いろんな種類があるからー，あの合うのを探していきましょうね
っていうのを言っていただいた気がします。(研究協力者.J)”という語りが得られた。研究
協力者 J は，現在も信頼感を維持しながら治療を続けているが，その背景として元から薬
の効果には合う合わないがあると考えていたために，処方された薬が効かなくても不信感
はあまり生じずにいられたこと，また医師が診察の中で自分を良く理解し対応するととも
に，治療の方針なども話してくれたことから診察が一辺倒ではないと感じることが出来て
いたと解釈された。この語りから，医師とのやり取りの中で「医師の意図が分かる」こと
で「変化が感じられる診察」と認識し，
「治療への動機付け維持」するとともに，薬の「効
果の多様性の認識」をしていることで睡眠薬が効かなくとも「効かないことの受容」がで
き，引き続き「治療への動機づけ維持」が出来ていたと考えられた。
以上から，第 4 段階では，
「治療への動機づけ維持」が出来る体験プロセスが生成された
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ことで，薬物治療が長期化しても，医師の対応に対する認識や薬の効果に対する認識の違
いにより不信感が強まるのを回避できる場合もあることが示唆された。一方で，第 4 段階
まではすべて睡眠専門外来の患者を対象としていた。しかし，眠れない症状を訴える患者
の多くはよりプライマリーな医療機関に足を運ぶと推測された。よって，研究協力者の偏
りを軽減するために，一般の精神科外来に通院する患者を対象にデータを収集，分析する
ことを目的とした。

第 5 段階：カテゴリーの精緻化を目的とした分析
第 4 段階までは睡眠専門外来の患者を対象としていたが，多くの医療機関があるなか
であえて機関数も少なく専門性の高い睡眠専門外来を選択する患者は，一定の特徴がある
と推測された。眠れないことを主訴とする患者の多くは，一般の精神外来に通うと推測さ
れた。そのため，第 5 段階では，一般の精神科外来に通院する者を対象としたデータ収集・
分析を目的とした。研究協力者の条件は，方法にて述べた条件に加え，睡眠障害を専門と
していない医療機関に通院している者とした。研究協力者は K，L の 2 名であった。両名
とも自宅近くの精神科に通院しており，うち 1 名は生活環境の変化に伴い主治医を変更し
ていた。両名とも，薬物療法のみを実施していた。以下に，生成されたカテゴリーおよび
下位カテゴリーを示した。また，カテゴリーグループの分類および，カテゴリー同士の関
連についても示した。

“いつ減らしても大丈夫になるんだろう，すごい聞きたいーですけどー。(研究協力者.K)”
“そろそろやめないとーって気持ちもあって，でも医者からはそういうの言われないから。
(研究協力者.L)”という語りが得られた。これらから，患者本人としては減薬したい思いが
あるのに対し，医師からは減薬に関する指示や説明が得られていないと感じていると解釈
された。これらの語りをまとめて＜出されない減薬指示＞を生成し，
『本人は減薬の希望が
あるが，診察で減薬の指示が医師から出されない状態が続いていること』と定義した。さ
らに，
「毎回同じに感じられる診察」と比較したとき，＜出されない減薬指示＞も同様に毎
回＜減薬指示＞が出されない診察を繰り返している状況にあると考えられた。「毎回同じ
に感じられる診察」を構成する語りは，ただ機械的あるいは単調に薬を出していると感じ
ていることを示していると考えられた。よって，名称をより具体的にするために，
「毎回同
じに感じられる診察」を「薬を出しているだけに感じる」に変更した上で下位カテゴリー
の位置づけにすることとした。そして，＜出されない減薬指示＞と＜薬を出しているだけ
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に感じる＞まとめ，改めて「毎回同じに感じられる診察」を生成した。

“なんで，すごく不安。この先ほんとに治るのかなみたいなのはあります。(研究協力
者.F)”“治るかどうかってことと，やっぱりずっと薬飲み続けなきゃいけない体質になっ
ちゃうかもしれないということがすごい，心配です。(研究協力者.K)”
“えっと効いてない
感じがあるとーせっかく就活で上手くいってもーその生活が上手くいかないんじゃないか
みたいな不安が出てきたりとか。(研究協力者.L)” という語りが得られた。これらから，
研究協力者は，今後自分自身がどうなるかについて考えたとき，自己嫌悪や焦りとは別に
不安感を抱えていると解釈された。
これらの語りをまとめて＜今後への不安感＞を生成し，
『治療を続けていく中で自分の症状やそれに伴う生活状況について不安感を抱いているこ
と』と定義した。そして「今後への悲観」の下位カテゴリーとして位置づけた。
以上から，第 5 段階では，減薬指示を待ち続けるも毎回指示が出されない状態を繰り返
していることが新たに示唆された。下位カテゴリーは新たに生成されたものの，新たなカ
テゴリーやカテゴリーグループ，カテゴリー同士の関連を示す新たな体験プロセスについ
ては抽出されなかった。よって，次の段階ではカテゴリー確認を目的としたデータ収集・
分析を行うこととした。

第 6 段階：カテゴリー確認を目的とした分析
第 6 段階では，カテゴリーの確認を目的としていた。研究協力者の条件は，方法にて述
べた条件に合致するものとした。B クリニックに通院しており，薬物療法のみを実施して
いた研究協力者 M の 1 名を対象にデータ収集および分析を行った。その結果，新たなカテ
ゴリーの生成・修正はなされなかったことから，理論的飽和に達し多と判断した。よって，
データの収集および分析を終了することとした。
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第3節

結果と考察

分析の結果，5 個のカテゴリーグループ，17 個のカテゴリーが抽出された(表 3)。また，
各カテゴリーに関する語りが得られた研究協力者は表 4 のとおりである。以下に，最終的
に生成された仮説について詳述していく。
さらに，カテゴリー同士を関連付けについて全体像をまとめた結果，図 2 に示す仮説モ
デルが生成された。以下に生成された理論的仮説のストーリーラインを詳述していく。なお，

“斜体”は，研究協力者が実際に語ったインタビューデータを示している。

表 3. 生成されたカテゴリーグループ，カテゴリーおよび下位カテゴリー
カテゴリーグループ
現在の状況に対する
認識

カテゴリー
改善しない症状
想定に反した治療長期化

下位カテゴリー
未だ眠れない実感
副作用の出現
医療への期待があった
予想した期間以上に続く治療

一生治らない懸念
生活が制限される不満
薬の身体への影響が心配
薬が必要無い生活を希望
今後への焦り
今後への不安感
今後の自分への嫌悪

完治を切望
自身の今後への認識
今後への悲観
医師の意図がわかる
医師の意図がわからない
医師の対応に対する
毎回同じに感じられる診察
認識
変化が感じられる診察

薬の効果に対する
認識

薬の効果の多様性の認識
効かないことの受容
薬の効果の絶対視
効かないことへの不信感
治療への不信感

治療に対する認識

つかめない治療方針
医師の説明以外から状態像を予測
薬を出しているだけに感じる
出されない減薬指示
医師は新しい対応をしている
処方変更への期待
状況に合わせ判断している

治療への動機づけ維持
わずかな希望による通院
わからない改善プロセス
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治療方針に対する不安感
治療効果がないと思う
通院に対する苦痛が少ない
信頼による通院継続

表 4.各カテゴリーに関する語りが得られた研究協力者の一覧
データ収集段階
カテゴリー名＼研究協力者
改善しない症状
想定に反した治療長期化
一生治らない懸念
完治を切望
今後への悲観
わずかな希望による通院
わからない改善プロセス
医師の意図がわかる
医師の意図がわからない
薬の効果の多様性の認識
薬の効果の絶対視
効かないことの受容
効かないことへの不信感
毎回同じに感じられる治療
変化が感じられる治療
治療への不信感
治療への動機づけ維持

1
A
○

○

○

B
○
○
○
○

●
○

C
○

○
○

●
○

2
D
○
○
○
○
○
○
○
●
○

E
○
○
○
○
○
○

3
F
○
○
○
○
○
○
○
○

4
G
○

○

○
○

H
○
○
○
○

○

I
○
○
○
○

J
○
○

○

○
●
○
●
○

○
○

○

○
○

○

○

○

○
○

●

○

○

○

○
●

○

○
○

5
K
○
○
○
○
○
○
○
○
○

L
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○

6
M
○
○
○

○
○
○

○
○
○
○
○

○
○
○

○

○

○

○

○
○

○
○

○

○

○

※○は実体験としての語りが得られたことを示す
※●は想像や要望としての語りが得られたことを示す

現在の状況に対する認識
眠れないことを訴える患者においては，薬物治療が長期化している状況において，薬の服
用にもかかわらず未だ眠れない実感が続いている，あるいは薬の作用は得られていても副
作用が出現するなど，いまだに症状が改善していない場合があった。そして，当初は医療機
関に来ればすぐに治ると期待していたが現時点まで治療が続いている，あるいは当初予想
した治療期間以上の治療期間になっているなど，当初の自分自身の想定に反して治療が継
続している状況にあるようだった。
当初想定していた治療期間について，
“三か月ぐらい(研究協力者.D)”
“この一か月の間で

(研究協力者.F)”
“一回行ってだいぶ良くなるものなのかなー(研究協力者.K)”
“半年で。(研
究協力者.L)”と個人によって異なっていた。

自身の今後の認識
このように，薬物治療が長期化するなかで，症状が改善しない，あるいは想定に反して治
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療が続いているという現状から，一生眠れない状況は一生治らないのではという懸念を抱
えている場合があるようだった。一方で，治療や症状により生活が制限されてしまう不満感
や，薬による身体の影響への心配，薬が必要ない生活を希望するなど，薬を飲まずに眠る完
治の状態に至ることを切望しているようであった。それゆえ，相反する二つ心理的体験の間
で葛藤が生じ，結果として今後に対する焦りや不安感，自分に対する嫌悪など，自身の今後
に対して悲観的な心理が生じるようであった。そして，完治する可能性が少しでも高まると
いうわずかな希望により治療に通い続けているようであった。
なお，完治という状況に関しては，
“今は薬でもう少ししばらく続けて。まあ軌道に乗れ

ばこのままスーッと。(中略) ゼロにはならなくてもいいですけど，少なくして，量を少なく
して，まあ 7 時間ぐらいね，寝れればいいかなと。(研究協力者.G)”という語りから，必ず
しも薬を飲まない状況を目標においているとは限らないことが示唆された。
また，薬の身体への影響の心配について，“肝臓(研究協力者.C)”
“妊娠(研究協力者.D)”

“薬飲み続けなきゃいけない体質(研究協力者.K)”と，想定している身体の影響は個人によ
って異なるものであった。時には薬の使用に伴い“タンパク質が足りない(研究協力者.C)”
など実際には生じにくいと思われる症状を想定している場合もあった。

薬の効果に対する認識と治療に対する認識
上記に述べたような自身の今後の認識に関する思いを抱えながら，毎回診察場面に臨ん
でいるようであった。診察場面では，患者が薬の効果に対しどのような認識を持っているか
によって毎度の治療に対する認識が異なるようであった。そしてその認識の相違により，治
療に対する認識の相違が生じるようであった。
患者が薬の効果を絶対視していた場合，処方された薬によって思うような効果が得られ
ないと効かないことへの不信感が生じ，治療全般への不信感に至るようであった。これとは
反対に，薬の効果の多様性を認識していた場合は，処方された薬で効果が十分に得られなく
とも効かないことを受容し，以後も治療への動機づけを維持することが出来ていたようだ
った。
薬の効果を絶対視するか，多様性があると捉えるかについて，
「薬の効果の絶対視」はネ
ガティブな語りを得ることを目的とした第 3 段階で生成されてポジティブな語りを得るこ
とを目的とした第 5 段階では語りが得られていないこと，
「効果の多様性の認識」は反対に
第 3 段階では語りを得られず第 5 段階で生成されたことから(表 4)，薬の効果に対する認識
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は両方の考えを 1 人の人間が体験するというよりは，個人によって分かれる可能性がある
と考えられた。
また，治療の中で薬は絶対に効果が得られるわけではないことに直面しても，薬の多様性
を認識して効かないことを受容する状態に移行されるとは限らないと推測された。たとえ
ば“病院で処方される薬っていうのは割と万人にー同じように効果があるものなのかなっ

て私は思ってたのでそうではない，不思議さというか。…がっかり，ですね。(研究協力者.E)”
という語りが得られた。研究協力者 E は，睡眠薬の効果を絶対視しおり，治療の中で実際
はそうでなかったという体験をしているものの， “不思議”
“がっかり”などの表現からい
まだに効果の多様性が生じることを受容しきれていないと推測された。その一方で，
“あと

は私けっこう生理痛がひどいのでーあのそのー鎮痛剤色々試してるんですけどやっぱり薬
によって合う合わないは，あのーすごいある。(研究協力者.J)”という語りがえられた。研
究協力者 J は，当初から薬の効果の多様性について認識していたと推察されるが，
“いろん

な種類があるからー，あの合うのを探していきましょうねっていうのを言っていただいた
気がします。(研究協力者.J)”から，医師からも同様の説明を受けていたことから，医師か
ら説明を受けていることでその様な認識が促進される場合もあると推測された。

医師の対応に対する認識
薬の効果に対する認識だけでなく，診察場面で生じる医師の対応に対する認識によって
も，治療に対する認識に相違が生じるようであった。
医師とのやり取りの結果，どのような治療方針で対応をしているかが十分つかめない，あ
るいは患者の状態像が医師から明確に語られず医師の言外から予測せざるを得ないなど，
医師の下した判断の意図が分からない場合，毎回同じ治療を施されていると感じているよ
うであった。そして，それにより治療への不信感に至るようであった。その一方で，医師と
のやり取りの中で，医師の判断の意図がわかる場合は，毎回の治療に変化を感じることが出
来，治療への動機づけを維持することができているようだった。
医師の意図がつかめることで，処方された薬の効果が十分得られなくとも，治療への動機
づけを維持できる場合があると考えられた。治療への動機づけを維持している研究居力者
M は“やっぱり何で効かないのかっていうのをちゃんと聞いてくださるっていうのと，ど

ういう状況だったから聞かなかったのかっていうのを聞く。例えばその時になにか心配事
はありませんでしたかとかいう，そういう心配事ですよね。メンタル，ストレスがたまるよ
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うなことが何かありましたかとか。そういうことを効いていただいてやり取りを。わりと，
してくださるんで，先生が。ですね。で，じゃあ薬変えてみましょうかって，ええ。”と語
っており，薬の効果が得られなくとも，その原因について医師とやり取りすることで，前向
きに治療に取り組むことができていると推測された。
ただし，治療への不信感を抱くに至るプロセスと動機づけの維持ができるプロセスのど
ちらをたどるかは患者によって二分されるとは限らず，同時に双方の体験をしている場合
もあった。たとえば，研究協力者 K は“話す症状に合わせて変えてもらったりして(中略)や

っぱりその症状自体は理解してもらえてるのかなって”と語りつつも“あんまり，いわれな
いですね。いつ減らしても大丈夫になるんだろう，すごい聞きたいーですけどー。”と語っ
ていた。この語りから，医師の意図について症状への対応や短期的な見通しは理解できるが
長期的な見通しについてはわからない，という体験もあると考えられた。
また，研究協力者 K は“まぁ薬出しますで終わりだから。(中略) わりとちょっと聞いて

もーあんまりはっきりした答えは返ってこなくて―。じぶんの状況がはっきりとわかるよ
うな情報をあたえてくれるってことはあんまり。”と語る一方で“最初の半年，薬を安定さ
せるのは難しいと思うし。”と語っており，医師の意図が分からなくとも治療に対する不信
感とは異なる認識を持っている場合もあると考えられた。
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図 2.薬物治療が長期化する眠れないことを訴える患者の治療への不信感形成プロセス
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第4節

まとめ

本研究では，薬物治療長期化にともなう眠れないことを訴える患者の心理的苦痛を明ら
かにすることを目的としていた。本研究から，眠れない事を訴える患者の場合は，完治する
可能性が前提にあることで長期化に伴い薬や医師に対し不信感が生じていること，患者が
薬や診察への肯定的な認知を得られることで否定的な心的体験を回避あるいは軽減するこ
とが出来る可能性があることの 2 つが考えられた。
予備研究では，長期化患者は診察場面で治療に対し“患者の納得のいかなさ”を示すと示
唆が得られたことに基づき，診察場面に焦点を当て，長期化に伴う患者の主観的苦痛を明ら
かにしていった。その結果，次に述べる仮説が得られた。薬物治療が長期化している眠れな
いことを訴える患者のなかには，症状が改善しないあるいは想定に反して治療が長期化し
ている状況におかれることで一生治らない不安と今後への悲観を抱えているようだった。
そして，そのような心理的背景を抱え通院するも，診察場面では薬の効果の絶対視や医師の
意図が分からないことで毎回同じ治療を施されていると感じ，治療に対し不信感を抱えな
がら生活しているようだった。その一方，同様の状況でも薬の効果の多様性の理解や医師の
診察での判断の意図について理解が得られていることで治療に変化が感じられ，治療に対
する動機づけを維持出来ているようだった。

薬物治療が長期化する眠れないことを訴える患者の治療への不信感について
従来，薬物治療が長期化している眠れない事を訴える患者の中には，心理的苦痛や葛藤を
抱えていることが指摘されてきた(井澤,1999)。本研究で生成された仮説を踏まえると，薬
物治療の長期化に伴い心理的苦痛や葛藤が生じる背景には，当初の期待と現状との乖離お
よび，それに伴う今後への悲観的認知，および医師や薬に対する認知に起因する治療への不
信感が存在する場合があると考えられる。特に，服薬を続けることへの葛藤については，一
生治らない懸念と完治の切望との葛藤や，治療に対する不信感が背景にある可能性も考え
られる。また，日本における眠れないことを訴え薬物治療が長期化している患者には症状の
改善の程度に不満を抱えていることが指摘されていた(大嶋ら,2005)。この知見に関し，本
研究で示された症状が十分改善しないことに伴う否定的な心的体験の仮説は，この知見と
一致すると考える。今日までの研究では，薬物治療の長期化は医療者の視点からみると患者
の薬への依存的態度の結果として生じる現象として指摘され(Laux et al.,1984)，断薬によ
る症状悪化や副作用への恐怖心による患者本人の服薬への希望が長期化の機序として指摘
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されてきたが(Schneider-Helmert,1988)，本研究の仮説に基づくと，患者の視点からみると
必ずしも積極的態度をもって薬物治療に臨んでいるとは限らない可能性も考えられる。
医師の意図が分からないことが不信感の形成に寄与することや、薬の効果の絶対視が生
じる背景には，眠れないことを訴える患者に特徴的な性格や認知の傾向が影響している可
能性が考えられる。夜間睡眠の困難を抱える患者の性格特徴として，不安が強いことおよび
完璧主義であることが指摘されている(Laar et al,2010)。完璧主義的性格傾向のために，診
察場面では薬の効果の絶対視が生じたり，想定する効果が得られない際に不信感をより強
く感じやすい可能性が考えられる。また，認知的特性として，眠れないことを訴える患者は，
薬物治療が症状を改善させる唯一の方法だと考える傾向があることが指摘されている
(Morin et al,2007)。このような認知を抱えているからこそ，診察場面で薬の効果を絶対視
しがちであったり，十分効果が得られない場合に一生治らない懸念が生じるのかもしれな
い。

治療へ不信感の対処について
不信感が形成されることへの対処として，変化の実感には，医師が処方を決定するまでの
判断プロセスが患者にわかること，患者が薬には合う合わないがあると理解していること
が治療へのモチベーションを維持する上で必要との示唆が得られた。
従来の不眠症治療における睡眠薬に関する説明では，恐怖心を取り除くことを目的とし
た説明が重視されていた(内山,2002)。しかし，本研究で得られた治療に対し過剰な期待を
持っているという仮説を考慮すると，従来の説明に加えて治療効果や医療が提供するサー
ビスは必ずしも完璧ではないことを説明することも，患者の葛藤を予防するうえで重要と
なる可能性が考えられる。さらに，治療が長期化する場合の服薬コンプライアンス変化の要
因は知識量であることが指摘されていたが(平塚ら,1999)，あくまで患者が医師の判断プロ
セスを理解するのを助ける材料として提示することがコンプライアンス維持をする上で重
要となるのではないかとも考えられる。以上の点を留意することで，薬物治療が長期化して
いる眠れないことを訴える患者の心理的苦痛を低減させるとともに，医師の提供する治療
が円滑に進むことで，患者の“納得のしなさ”から生じる治療の長期化からの脱却あるいは
予防が可能となると考えられる。

55

本研究の限界と展望
本研究の限界として，質的研究であることから，このような心的体験をしている患者の絶
対数や割合など数量については言及できず，葛藤を抱える患者のすべてがこの体験をして
いるわけではない。研究に協力した患者については，データに偏りが生じているといえる。
特に，研究協力者の多くは他の睡眠障害や精神疾患を過去に発症していることを踏まえる
と，眠れない訴えの背景にある要因は研究協協力者によって異なる可能性が考えられる。そ
のため，今後は眠れない訴えの背景にあると考えられる要因を統制した上で，データ収集を
行っていくことが重要となるだろう。また，このようなインタビューに協力する患者は時間
的余裕があり主張性が強いという特徴を持っている可能性があるという点でも，データの
偏りは否めない。さらに、本研究の仮説モデルはあくまで患者側の視点に基づいたものとな
っているため、医師や第三者の立場から見た場合には、診察場面でのやり取りや患者の行動
について、異なっている場合があると考えられる。
しかし，本研究では，薬物治療の主観的効果を十分に実感できない中で，薬物治療の動機
づけを維持するための仮設が見出された。いわゆる難治例の眠れないことを訴える患者が
治療からドロップアップすることを防止・軽減し，最終的に症状を安定した状態に至らしめ
るうえで，重要といえる。
一方で，
「効かないことへの不信感」
「一生治らない懸念」など，薬や治療に関連して慢性
的に抱えていると想定される否定的認知が抽出された。否定的認知に付随するだろう陰性
勘感情は覚醒を上昇させ睡眠を妨害する危険性があり，薬物治療を行っているにもかかわ
らず自身の心理的要因によってその効果を妨害する可能性も考えられる。実際に，先の述べ
たようにこうした否定的認知は不眠症状のリスク因子としても機能することが指摘されて
いる(Yang et al,2011)。以上から，夜間の睡眠と薬物治療に焦点を当てた，よりミクロな心
的体験を明らかにする必要があると考えられた。よって，研究 2 では，加療中の眠れないこ
とを訴える患者の服薬時の認知構造を明らかにすることとした。
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第 4 章 眠れないことを訴える患者の服薬時の体験構造(研究 2)
第1節

問題と目的

睡眠医療の現場で問題視されている，薬物治療が長期化している眠れないことを訴える
患者の心理社会的問題を明らかにするため，研究 1 では該当患者に焦点を当て，薬物治療
が長期化する中で生じる治療への不信感の形成プロセスを明らかにした。その結果，治療全
般に対する眠れないことを訴える患者の特有の認知が抽出され察場面でのやり取りの示唆
を得られたと共に，薬が効かないことへの不信感という認知が生じていることが明らかに
なった。
このような認知が生じる原因や対応策として，実際に睡眠薬の効果が十分でない可能性
はあるが，それだけでなく心理社会的要因が影響している可能性も推測される。まず，薬物
療法全般において，患者の心理的要因などの非薬物要因も影響しうることが指摘されてい
る(Rickels,1968)。特に，夜間の睡眠困難に対する薬物治療で中心的に用いられるベンゾジ
アゼピン系薬物は，他の薬剤と比較してもプラセボ群との改善率の差異が低いことや(中野
ら,1999)，薬に関する説明の仕方により効果の発現の程度に違いが生じることが指摘されて
いる(坂本ら,1994)ことから，ネガティブな心理的要因が薬物治療の効果発現を阻害するこ
とが想定される。眠れないことを訴える患者は完璧主義的な性格傾向であることや
(Spiegelhalder et al,2012; Brand et al,2015)，自身の睡眠状態を実際よりも過小評価しや
すい傾向(Frankel. Et al,1976)を考慮すると，薬物治療の効果に関わらず睡眠状態をネガテ
ィブに評価しうる危険があるといえる。以上から，薬物治療の効果自体の影響だけでなく，
眠れないことを訴える患者のネガティブな認知により薬物治療の効果に悪影響を与える可
能性があると考えられる。
以上から，本研究では，研究 1 で示された薬の効果に関連する非機能的認知に焦点を当
て，睡眠を妨害するであろう薬に関する認知の詳細な構造を明らかにすることとした。
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第2節

方法

研究協力者
研究１と同一の研究協力者であった(表 2)。

データ収集方法
研究１のインタビュー実施時に，下記のインタビューガイドに基づきインタビューデー
タを収集した。リサーチクエスチョンを「睡眠薬に対しどのような考えを持っているか」，
と設定した。インタビューガイドは研究 1 と同様，①薬物治療を開始してから現在までど
のように症状と生活状況が変化してきたか，②薬物治療のなかでよかった経験は何か，それ
はなぜか，③薬物治療の中でよくなかった経験はあるか，それはなぜか，④③についてどん
なだったらよかったと思うか，⑤いままで話したこと以外で症状や治療を続けていくこと
に関して普段考えていることはなにか，の 5 つの質問項目であった。そのうえで，面接の流
れや状況に応じて質問の順番や質問の仕方を適宜変更すると共に，理論的サンプリングに
よるリサーチクエスチョンの具体化や収集すべき情報の変化に伴い質問項目を精緻化して
いった。

分析方法
本研究では研究１と同様，既存の枠組みがない中で認知や行動の詳細な連続性を記述し，仮
説生成をすることに適した質的研究法の一つ，相互作用プロセスによる理論的構築が可能
であるグラウンデッド・セオリー・アプローチ(以下，GTA)を採用し，中でも Strauss &
Corbin(1990）による GTA を援用した。具体的な手順は研究１と同一である。

倫理的配慮
本研究は研究１と併せて，当該大学の倫理審査から承認を受けて実施したものである。倫理
的配慮のための具体的手続きに関しても，研究１と同一である。

分析過程
研究 1 と同様，理論的サンプリングに基づきデータを収集して論的飽和に達したと判断
された 13 名の時点でデータ収集を終了した。初めのカテゴリーの生成を目的に研究協力者
A,B,C を対象にインタビューと分析を行ったうえで，カテゴリーの精緻化を目的に第 2 段
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階では D と E，第 3 段階では F，第 4 段階では G，H，I，J，第 5 段階では K，L を対象
にデータ収集および分析を行った。そして，カテゴリー確認を目的に M を対象にデータ収
集および分析を行った。以下に，分析過程について詳述する。
なお，カテゴリーグループは【】
，カテゴリーは「」，下位カテゴリーは＜＞，実際の語り
は“斜体(研究協力者)”
，カテゴリーの定義は『』と記述した。

第 1 段階：カテゴリーの生成を目的とした分析
第 1 段階では，上記に示した研究協力者の選択条件および協力者のリサーチクエスチョ
ンに基づき，カテゴリー生成のためのデータ収集と分析を行った。A クリニックで薬物療法
および心理療法を行っている研究協力者 A，B，C からデータ収集を行った。その結果，分
析の結果，下記のようなカテゴリーおよび下位カテゴリー，カテゴリーグループが生成され
た。また，カテゴリーグループの分類および，カテゴリー同士の関連についても示された。

“いま 4 時ぐらいに目が覚めてしまうわけだから一日だいたい 4 時間半ぐらいしか寝て
ないわけですよね。(研究協力者.B)”
“そうそう，完璧に，もうもうもう浅いからー，あの眠
りが浅いからすぐ目が覚めたり。(研究協力者.C)”という語りが得られた。これらから，服
薬により未服薬時に比べると改善は感じるものの，いまだに睡眠の質や長さが十分でない
と感じていると解釈された。これらの語りをまとめて＜十分な睡眠を得られていないと感
じる＞を生成し，
『服薬により眠れるが十分な長さではないと感じること』と定義した。ま
た，“決して良くはなってない。(研究協力者.A)”“どれも今一つ。(研究協力者.C)”という
語りが得られた。これらから，研究協力者は，睡眠薬を使用しているがその効果を十分に得
られていないと感じていると解釈された。これらの語りをまとめて＜思うように効かない
＞を生成し，
『効果の出現のしかたについて不満を感じていること』と定義した。さらに，
＜十分な睡眠を得られていないと感じる＞＜思うように効かない＞の 2 つを比較したとき，
＜分な睡眠を得られていないと感じる＞は睡眠状態について言及している一方で＜思うよ
うに効かない＞は薬の効果について言及しているという点では異なるものの，両者とも睡
眠薬を使用しても十分に眠ることが出来ていないことを示している点では共通していると
解釈された。これらをまとめて，
「服薬しても十分に眠れない実感」を生成した。

“前は仕事の準備をしていたから 4 時間半でかまわなかったことが，逆に今となっては
支障になってんのかなと。 (研究協力者.B)”
“だから 1 時くらいに寝てまあ 4 時 5 時ぐらい
だったら起きてても，まあ外明るかったり，なんか洗濯とかもできるんですけど，11 時く
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らいに眠れなくもないんですけど，お薬飲めば。起きちゃうんですよ 3 時間くらいで。(研
究協力者.C)”という語りが得られた。これらから，研究協力者は，覚醒している際に何か
しらの活動をして過ごせば問題なく過ごせるが，現在の生活環境や覚醒の時間帯では自分
の考える活動はできないと考え，もどかしく感じていると解釈された。これらの語りをまと
めて「対処が実施できない」を生成し，
『眠れなかった時にしたら良いことはが思い浮かぶ
ものの，環境を考慮すると実行できないと感じていること』と定義した。また，これらの語
りを反対に解釈すると，目が覚めてしまってもやることがあればあまり問題に感じずにす
むと感じていると推測された。よって，同時に，これらの語りから「起きてもすることがあ
る」を生成し，
『眠れなくても起きて取り組む作業があるため，あまり問題視せずにすむこ
と』と定義した。

“飲むことに対するストレスっていうんですかね，抵抗感っていうのがあると薬の効果
ってのは薄まってしまうのかなって気はしますかね。(研究協力者.B)”“まっそれもほんと
は嫌なんですけど，これはもう寝ないわけにはいかないし(研究協力者.C)”という語りが得
られた。これらから，本当は服薬をしたくないが，眠るためにはせざるを得ないと感じてお
り，嫌だという気持ちを抱えながら服薬をしていると解釈された。これらの語りをまとめて
「嫌だが服薬せざるを得ない」を生成し，
『服薬は嫌だという考えと眠るためには服薬せざ
るを得ないという葛藤が生じること』と定義した。

“やっぱり自分の中でストレス，ストレスという言葉でいうのわたくし嫌いなんですけ
れどもね，あのー心配事とか，そのーつのってくると，やっぱり夜中覚めちゃうとそのまま
明け方まで眠れなくなっちゃうとか(研究協力者.A)”“飲むことに対するストレスっていう
んですかね，抵抗感っていうのがあると薬の効果ってのは薄まってしまうのかなって気は
しますかね。(研究協力者.B)”という語りが得られた。これらから，ストレスを感じている
状況下では睡眠状態が悪化するとの実感があると解釈された。これらの語りをまとめて「ス
トレス感じていると眠れない」を生成し，
『ストレスを抱えているときは主観的睡眠が悪化
するという実感があること』と定義した。
第 1 段階では，カテゴリーの数が少ないため，カテゴリーグループは生成されなかった。
「嫌だが服薬せざるを得ない」と「眠れていない実感」とのカテゴリー同士の関連性につ
いて，
“飲むことに対するストレスっていうんですかね，抵抗感っていうのがあると薬の効

果ってのは薄まってしまうのかなって気はしますかね。(研究協力者.B)”との語りが得られ
た。研究協力者 B は，服薬に対する抵抗感が生じているときは眠りづらくなるという実感
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を持っていると推察された。この語りに基づくと，
「嫌だが服薬せざるを得ない」と考える
ことで「眠れていない実感」が生じやすくなると解釈された。
以上から，服薬しても十分に眠れない状況にあることで，睡眠や薬に対して否定的な認知
が服薬に伴い生じている可能性が考えられた。よって，第 2 段階では，薬に関連する否定的
認知について，さらにその詳細を明らかにしていくこととした。

第 2 段階：カテゴリーの精緻化を目的とした分析
第 1 段階の示唆をもとに，第 2 段階では，薬に対する否定的認知に焦点を当て，カテゴ
リーの精緻化をすすめた。心理療法を受けていることを研究協力者の選択条件に加えた。本
来なら第 2 選択とされることの多い心理療法を行う患者は薬物治療に対する否定的認知が
より強いと想定したためである。研究協力者 D，E からデータ収集を行った。研究協力者は
第 1 段階と同様の属性になったが，医師の治療場面での対応やそれに対する反応の仕方に
ついて質問することで，とくに薬物治療に対する不満感に焦点を当てたインタビューを実
施した。その結果，下記に示すカテゴリーおよび下位カテゴリーが生成された。また，カテ
ゴリーグループの分類および，カテゴリー同士の関連についても示された。

“ほんと，何が原因なのかわかんないです。自分で。(研究協力者.D)”
“たとえば調子がい
い時ってのはあるんだけど，それが何でいいのか何で悪いのかとかーは，なんで眠れたのか
なんで眠れないのかがわからないと，･･･(研究協力者.E)”という語りが得られた。これらか
ら，自分の眠れない状態が続いている原因が分からないという思いを抱えていると解釈さ
れた。
“ほんと”という表現などから，原因が分からないという思いは不満感を伴うという
特徴があると解釈された。また，このような語りが出現することから，原因が分からないこ
とを問題視していると推察された。これらの語りをまとめて「根本の原因が分からない」を
生成し，『自分の眠れない状態がどうして生じるのか分からず不満を感じていること』と定
義した。

“結局 4 時から 6 時半までベッドに横になってテレビを見てるだけなんですよ。(研究協
力者.B)”
“今後もし崩れた時の対処法もわかっていないと，ちょっと不安な気持ちがありま
すね。(研究協力者.E)”という語りが得られた。これらから，研究協力者は，眠れず覚醒し
てしまうことに対する対処法略が分からない状態にあると解釈された。
“だけ”
“不安”とい
う表現から，どう対処すればよいか分からないことは本人にとって気分の良い状態ではな
い特徴があると解釈された。これらの語りをまとめて＜どう対処すればいいかわからない
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＞を生成し，
『眠れなかった時にどのような対処をすればよいかわからないこと』と定義し
た。さらに，＜どう対処すればいいかわからない＞と第 1 段階で生成された「対処が実施で
きない」と見比べたとき，対処が分からないのか，わかるけど実行できないのかという点で
は異なるものの，両方とも眠れない状況に対し自分で対処することができないと感じてい
ると解釈された。そのため「対処が実施できない」を下位カテゴリーとした上で，これらを
まとめて「自分では対処できない実感」を生成した。

“ほんとは飲まないで済むんだったら飲みたくないけれども，･･･(研究協力者.B)”
“薬を
なくしたいっていう意志もやっぱり伝えたり，･･･(研究協力者.D)”という語りが得られた。
これらの語りから，研究協力者は，現在は服薬しているが本当は飲まずに眠れるようになり
たいと考えていると解釈された。
“飲みたくない”
“なくしたい”との表現から，服薬してい
ることへの抵抗感を感じていると解釈された。これらの語りをまとめて「薬は飲みたくない」
を生成し，
『実際は服薬しているが本当は服薬せず眠りたいと考えていること』と定義した。

“強い薬ではないにしろ導入剤がないと寝つけ無くなってるんだってことにたいす
る。･･･(研究協力者.B)”
“不眠も自分に対する自信とかも，うん，まあなんか，自分の人生
ダメだみたいな感じになってます，はい。(研究協力者.D)”“眠れない自分に嫌になります
ね。(研究協力者.E)”という語りが得られた。これらから，自分は不眠である，あるいは薬
がないと眠れない人間である，という自己認識を持っていると解釈された。また，“人生ダ

メだ(研究協力者.D)”
“自分に嫌(研究協力者.E)”という表現から，眠れない自分に対し嫌悪
感を持っていると解釈された。そして，眠れない自分は嫌だけどその事実を自覚せざるを得
ないと感じていると解釈された。これらの語りをまとめて「不眠症の自分に直面」を生成し，
『自分は不眠症であると自覚するとともに，そのような自己を否定的に捉えること』と定義
した。

“眠くならないでしょ，ね，飲まないと。(研究協力者.C)”
“ただ，何もないのは不安なの
でー。(研究協力者.E)”という語りが得られた。これらの語りから，研究協力者は，服薬し
ないと更に眠れないのではないかという予測から服薬していると解釈された。研究協力者 E
は，“ただ”という表現を用いていることから，本当は服薬に積極的でないと解釈された。
これらの語りをまとめて「服薬しないと更に眠れない」を生成し，『服薬に非積極的だが，
飲まないとさらに眠れないという考え』と定義した。
カテゴリーグループに関し，
「薬は飲みたくない」
「嫌だが服薬せざるを得ない」
「不眠症
の自分に直面」を見比べたとき，抵抗感や葛藤，使用する自己に対する認知と多様であるが，
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共通して薬に対する認知を示すカテゴリーであると解釈された。これらをまとめて【薬に対
する思考】を生成した。上記の「薬は飲みたくない」
「嫌だが服薬せざるを得ない」
「不眠症
の自分に直面」は服薬前あるいは服薬後の体験に関係なく生じる認知と推測されるのに対
し，
「服薬しても十分に眠れない実感」については実際に服薬した体験に基づいた薬の効果
に対する感想と推測されたため，
【薬に対する思考】には分類せず【薬の効果への評価】と
した。
「根本の原因が分からない」
「自分では対処できない実感」とのカテゴリー同士の関連に
関し，
“うん。だからなんだろうな，目に見えない原因であればーその，たとえば調子がい

い時ってのはあるんだけど，それが何でいいのか何で悪いのかとかーは，なんで眠れたのか
なんで眠れないのかがわからないと，なんか根本的な解決にはなっていないような気がし
てー。こう一時たとえば眠れるようになってー落ち着いた生活を送っていてもー今後もし
崩れた時の対処法もわかっていないと，ちょっと不安な気持ちがありますね。(研究協力
者.E)”という語りが得られた。研究協力者 E は，現在はひとまず眠れているものの，なぜ
眠れないのかについて原因が分からないと，眠れないときに対処することが出来ないと感
じていると解釈された。このことから「根本の原因が分からない」と眠れない状態に対し「自
分では対処できない実感」を感じると解釈された。また，
“ちょっと不安な気持ち”との表
現から，このような体験は不安が伴う特徴があると解釈された。
以上から，第 2 段階では，薬に対する否定的な認知と評価を抱いている場合があり，症状
に対し自分の無力感を感じることがあると示唆された。第 3 段階では，まだ長期化に至っ
ていない研究協力者のデータを収集することで，長期化する前からの体験と今まで得られ
た体験の比較およびカテゴリーの精緻化を行うこととした。

第 3 段階：カテゴリーの精緻化を目的とした分析
第 3 段階では，第 2 段階までで得られた否定的体験が，治療長期化する前は生じないの
かどうかを明らかにすることとした。服薬期間が長期化に至っていない時点，すなわち比較
的初期での治療に対する想定や認識を検討することを目的にカテゴリーの精緻化をすすめ
た。研究協力者の選択条件は薬物治療が 6 か月に至っていない患者とした。研究協力者 F
を対象に，現時点での薬物治療への認識および今後の治療に対する想定に関する質問を中
心にデータ収集を行った。その結果，下記に述べるカテゴリーおよび下位カテゴリーが生成
された。また，カテゴリーグループの分類および，カテゴリー同士の関連についても示され
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た。

“なんか万能なものと思っていたので，うん。(研究協力者.E)”
“なんかその，そん中でそ
の―治るようなイメージだったんですけど(研究協力者.F)”という語りが得られた。これら
から，研究協力者は，薬は服用すれば絶対に十分な効果が得られるという認識を持っていた
が，実際には十分に効果が得られなかったことでネガティブな心情が生じていると解釈さ
れた。そのため，この考えは治療当初の考えであり，治療が長期化している現在はそれを打
ち崩された状況にあると解釈された。これらの語りをまとめて「薬とは服用すれば絶対に効
くもの」を生成し，
『治療当初は薬は服用したら必ず十分な効果が生じるものと考えていた
こと』と定義した。

“あの，不思議だねって笑。(研究協力者.D)”“なんで薬飲んでるのに眠れないんだろう
とか(注釈：というのがストレス)。(研究協力者.F)”から，服薬して眠れないことに対して
否定的感情が生じていると解釈された。研究協力者 D は笑を含みながら発話していること
から，皮肉をこめていると解釈された。また研究協力者 F の“なんで”という表現は，疑問
よりは納得のいかなさに近い心情を示していると解釈された。このような研究協力者 D，F
の発話の特徴から，否定的感情が包含されていると判断した。これらの語りをまとめて「否
定的感情」を生成し，
『薬の効果が十分に得られないことに対して否定的な感情を抱くこと』
と定義した。
カテゴリーグループに関し，
「根本の原因が分からない」と「薬とは服用すれば絶対に効
くもの」について，両方とも不眠症状や睡眠薬に対し極端なイメージを抱いていることを示
していると解釈された。これらをまとめて【不眠症治療に対するイメージ】を生成した。
また，第 3 段階までの間に生成された睡眠状態や睡眠薬に関連する思考に関し，
“起きて

るときもそうですしー寝る前とかも，寝れるのかなーみたいなのは考えちゃいますね。(研
究協力者.F)”という語りが得られた。研究協力者 F は，日中だけでなく，眠りに入ろうと
しているときに，睡眠に関する不安や否定的な予測が生じていると解釈された。この語りか
ら，本研究で生成されている睡眠に関わる否定的な思考は睡眠に関わる状況にいるときに，
より意識される場合があると考えられた。
以上から，第 3 段階では新たなカテゴリーは生成されたものの，長期化に至っていない
時期特有の語りは得られなかった。あくまで第 3 段階は補足的データという位置づけでも
あることから，長期化に至っていない患者の語りの収集は研究協力者 F のみで終了するこ
ととした。また，第 3 段階までは心理療法を併用する患者のみを対象としていた。薬物治療
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のみを行っている患者は薬物治療への満足感がより高いと考えられたため，該当患者を対
象とし，肯定的な語りを得ることとした。

第 4 段階：カテゴリーの精緻化を目的とした分析
第 4 段階では，第 3 段階までで得られた否定的体験を軽減あるいは回避する構造を明ら
かにすることを目的にカテゴリーの精緻化を行った。研究協力者は，薬物治療を半年以上継
続していることに加え，薬物治療のみを実施している患者とした。他の治療を併用していな
い患者は薬物治療にある程度満足していると想定したためである。研究協力者 G，H，I，J
からデータ収集を行った。その結果，下記に述べるカテゴリーおよび下位カテゴリーが生成
された。また，カテゴリーグループの分類および，カテゴリー同士の関連についても示した。

“で，あのー夜中に起きてしまって寝れなくなることがたびたびあったので。(研究協力
者.B)”“最初の成功率が６-７割だったんですけど，どんどんその成功率が落ちていってー
(研究協力者.J)”“飲んでも寝つきが悪い日っていうのはやっぱりあるんですけど。(研究協
力者.I)”という語りが得られた。研究協力者たちは，服薬しても十分に眠れない時があると
感じていると解釈された。これらをまとめて＜飲んでも眠れない日の存在＞を生成し，
『普
段は服薬により眠れるが，時々十分に眠れない日があると感じていること』と定義した。ま
た，
“あのー同じ状態の物を飲んでても，同じよーうに飲んでいても波があったのでー。(研

究協力者.E)”“あのーやっぱりね，バイオリズムとおんなじでその日その日によって違う。
(研究協力者.H)”という語りが得られた。これらから，毎晩服薬しても一貫して効果を得ら
れず，効果の発現が不安定だと感じていると解釈された。これらをまとめて＜効果の出現に
波がある＞を生成し，
『日々の生活を見通してみて効果が不安定で波があると感じているこ
と』と定義した。＜飲んでも眠れない日の存在＞は眠れない日があるということのみに言及
しているのに対して，＜効果の出現に波がある＞は眠れない日の存在と眠れる日の存在を
含めた全体的な特徴について言及しているという点で異なると考えられた。しかし，共通し
て，服薬していても眠れない日が出現することを示していると考えられた。これらをまとめ
て「効果が日によって異なる実感」を生成した。そして，
【薬の効果への評価】に分類した。

“私の言ってる成功率で言えば 9 割以上は眠れてますんでね。(研究協力者.G)”“。飲ん
でも全然寝れないっていう，それはないんですよ。(研究協力者.H)”“で，えっとー多分今
の組み合わせというかアモバンがすごい私には合ってるみたいでー，･･･(研究協力者.J)”と
いう語りが得られた。これらから，以前飲んでいた薬とは異なり，現在服用している薬であ
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れば眠ることができると感じていると解釈された。これらをまとめて＜薬があっている実
感＞を生成し，
『現在飲んでいる薬が自分に合っていると感じていること』と定義した。ま
た，
“飲めば 6 時間 7 時間と長い時間ではないにしろ，3 時間 4 時間にしろ，一応寝られる

状態が得られたんで。(研究協力者.B)”
“一応お薬飲めば一旦は寝つけるのでー，･･･(研究協
力者.I)”という語りが得られた。これらから，研究協力者は，完璧な睡眠ではないが，服薬
することで睡眠が改善すると感じていると解釈された。
「服薬しないと更に眠れない」とは
異なり，服薬により得られる睡眠の変化に対して肯定的に評価していると解釈された。これ
らをまとめて＜飲めば眠れると思う＞を生成し，
『十分ではなくとも薬の効果を肯定的に評
価していること』と定義した。＜薬があっている実感＞と＜飲めば眠れると思う＞は，眠れ
ている程度自体は個人によって異なるものの，薬に伴い得られる睡眠状態についてある程
度満足し肯定的に評価出来ていると解釈された。これらをまとめて「薬の効果への肯定感」
を生成した。そして，
【薬の効果への評価】のカテゴリーとして位置づけた。

“何やってるんだろうとかーなーに薬飲んでるんだろうとか，･･･(研究協力者.E)”
“こう，
いつまでこう，改善されないとですねやっぱり余計フラストレーションがたまってきます
よね。笑(研究協力者.H)”という語りが得られた。これらから，研究協力者は，薬を飲んで
いるのに期待するように眠れないことで，精神的葛藤や落胆のような否定的な心理状態が
生じると解釈された。研究協力者 H は，後続して“まあやはりー，あのー，薬を飲んだ以

上は眠れるようなことをやっぱり色々な形でですね，考えていただきたいという，うん，あ
と，こうおもっちゃいますよね。そういう面での，あーフラストレーションですね。(研究
協力者.H)”と語っていることから，薬の効果への期待と実際に得られた効果のギャップが
背景にあることで否定的な心理状態が生じていると解釈された。これらの語りをまとめて
「効かない事への納得のいかなさ」を生成し『眠るための行為である服薬しているにもかか
わらず，睡眠を得られないという状況に納得のいかなさと感じていること』と定義した。さ
らに，
「効かない事への納得のいかなさ」や前段階で生成された「自分では対処できない実
感」は，両方とも眠れないという体験が生じることで発生する思考と捉えられた。これらを
まとめて【効果が得られないときの思考】を生成した。

“えーまあ，その(効かない)ときはもう目が覚めた時に起きちゃえとかそういう形で。(研
究協力者.H)”“起きちゃったけどもういいや，横になってようみたいな感じで。(研究協力
者.I)”という語りが得られた。これらから，眠れなかった際に，前の段階で生成された「起
きてもする事がある」のようにやる事があるわけではないものの，起きてしまっても無理に
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眠ろうとせず，眠れない状態を受け入れる反応をしていると解釈された。これらの語りをま
とめて＜起きていることの受け入れ＞を生成し，
『何かすることが決まっているわけではな
いが，眠れていない状態を問題視せず良しとしていること』と定義した。また，
「起きてい
てもする事がある」と＜起きていることの受け入れ＞を見比べたとき，共通して眠れないと
きの対応を決めていることが推察された。よってこれらをまとめて「眠れないときの対応を
決めている」を生成した。そして【効果が得られないときの思考】に分類した。

“余計こう，ショックが大きいというかー。(研究協力者.E)”
“どうしようどうしよう。(研
究協力者.J)”という語りが得られた。これらから，研究協力者は，眠れなかった際に，いわ
ゆるパニックや混乱，動揺といった言葉で表現されるような強い否定的感情が生じている
と解釈された。これらの語りをまとめて「混乱状態」を生成し，
『動揺し困惑した状態にあ
ること』と定義した。また，
「混乱状態」と「否定的感情」は共通して，睡眠薬の効果が十
分に得られなかったときに思考とともに生じる心理的体験であると捉えられた。これらを
まとめて【効果が得られないときの反応】を生成した。

“前は 4 時間半でかまわなかったことが，･･･(研究協力者.B)”
“だからそれは慣れてます
からね。(研究協力者.H)”
“起きちゃったけどもういいや，･･･(研究協力者.I)”などの語りが
得られた。これらから，目が覚めてしまっても上記の「混乱状態」「否定的感情」とは反対
に，冷静な状態を保ち眠れない状態をあまり気にせずいられる場合があると示唆された。こ
れらの語りをまとめ「気にかけない」を生成し，
『薬の効果が得られず眠れない状況にない
し特別な心情が生じず気にしていないこと』と定義した。

“だから薬，どうしても頼りがちになるわけですね，ええ。(研究協力者.H)”
“それは，な
んかちょっとー薬に頼りすぎてる人生かなってのが。(研究協力者.I)”という語りが得られ
た。これらから，＜頼っている現状を認識＞を生成し，
『薬を飲みながら生活していく状況
は薬に頼っていると認識し，否定的に評価していること』と定義した。＜頼っている現状を
認識＞と前の段階で得られた「薬は飲みたくない」を見比べたとき，本当は薬なしで眠りた
いという気持ちがあり，服薬することに対し否定的な心情を抱えていると考えられた。これ
らをまとめて「薬に頼ることへの嫌悪」を生成した。そして，【薬に対する思考】に分類し
た。

“(面接者：じゃあ飲む前に今日は効かなそうだなってのは全くない。)あ，そうですね，
はい。今日はどうかなって感じでしたね。(研究協力者.E)”
“できるだけ気にしないように，
いや，これで寝るんだ，みたいな感じで飲みはするんですけど，やはり頭のどっかに出てき
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ちゃいますねー。(研究協力者.G)”“今日は効くかなー今日は効くかなーってすごい考えて
た気がします。(研究協力者.J)”という語りが得られた。これらから，服薬することで効果
が出現するのかどうかについて強く気になっていることが示唆された。研究協力者 G に見
られる考え内容とする葛藤や研究協力者 J の“すごい”という表現からも，とても強く距離
を置きがたい思考であるという特徴があると推察された。また，研究協力者 J の語りから，
こうした思考が服薬時に生じる場合もあると推察された。これらの語りをまとめて「今日は
効くか懸念」を生成し，
『服薬時に今夜は薬が効くか分からないという考えが生じ，心配や
懸念をしていること』と定義した。そして，
【薬に対する思考】に分類した。

“もう，普通ですよね。(研究協力者.H)”
“今日も飲むぞ，そろそろ時間だ，ぐらいの，あ
のー考えで飲んでるので。(研究協力者.J)”という語りが得られた。これらから，上記の「今
日は効くか懸念」とは反対に，何も考えずに服薬していることが示唆された。これらをまと
めて「特に何も考えない」を生成し，
『服薬時に特に考えていないこと』と定義した。そし
て【薬に対する思考】に分類した。

“悪くとらえちゃうようなことが続くとまた眠れなくなっちゃったりとか，そういう負
の連鎖があって。(研究協力者.E)”“あー眠れない眠れないって頭の中で考えて余計に眠れ
なかったりしてる気がするので。(研究協力者.J)”という語りが得られた。これらから，研
究協力者は，眠ろうとするときに考え事をしていると，更に眠りづらくなる実感があると解
釈された。
“悪く捉えちゃうようなことが”
“眠れない眠れないって”という表現から，考え
事は否定的な内容であると解釈された。これらをまとめて＜いろいろ考えていると眠れな
い＞を生成し，
『眠ろうとしているときに否定的な内容について考え続けることで眠り辛く
なると感じていること』と定義した。さらに，＜いろいろ考えていると眠れない＞と「スト
レスを感じていると眠れない」と見比べたとき，共通して，否定的な心理的体験に伴い眠れ
ない実感が生じていると解釈された。これらをまとめて「眠れていない実感」を生成した。
「眠れていない実感」を生成した上で改めて語りを見直したところ，
“安定してきてから，

眠れないんだろうなって思うことはあんまり無くなりましたね，少なくとも。(研究協力
者.J)”
“6 月後半ぐらいからすごい良く，眠れるようになって。特に，はい。(研究協力者.D)”
という語りが見つけられた。この語りは，
「眠れない実感」とは反対に，眠れる実感が得ら
れていることを示していると解釈された。これらの語りをまとめて「眠れている実感」を生
成し，『一定以上の睡眠を得ることができていると感じていること』と定義した。そして，
「眠れていない実感」とまとめて【睡眠状態】を生成した。
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「効果が日によって異なる実感」
「今日は効くか懸念」
「服薬しないと更に眠れない」
「眠
れない実感」のカテゴリー同士の関連に関し，
“(面接者：普段薬を飲む瞬間てどういうこと

を考えたりとか―どういう思いとか気持ちがよぎったりとかってーありますか。)(前略)な
んか安定しなかった時は今日は効くかなー今日は効くかなーってすごい考えてた気がしま
す。(面接者：今日は効くかという懸念なハテナ。どっちだろうみたいな。)どっちだろうっ
ていう。(面接者：なるほど。けっこうそれ，じゃあ，なんていうんですかね，ある，こう不
安というかなんというか，うーん難しいですね。どっちかわからないというかこう。すごい
やな状態ですよね。)そうですよね。(面接者：そういう，今日は効くかなって思いながらの
生活が続くってことなんですよね。)はい。でも飲まないと絶対眠れないんで笑。(研究協力
者.J)”という語りが得られた。この語りから，研究協力者 J は，眠れる日と眠れない日が
生じる不安定だった時期は，今晩は薬が効くか否かについてよく考えていたが，飲まないと
絶対眠れないために結局服薬していたと解釈された。このことから，
「効果が日によって異
なる実感」を抱えている状況下では，服薬時に「今日は効くか懸念」が出現するが，
「服薬
しないと更に眠れない」ために服薬するに至ると解釈された。さらに，
“やっぱり不安のま

まで布団に入ってるとどうしてもやっぱり，あー眠れない眠れないって頭の中で考えて余
計に眠れなかったりしてる気がするので。(研究協力者.J)”という語りから，「今日は効くか
懸念」により不安な心情を抱えながら入床することで「眠れない実感」が生じていると解釈
された。
服薬時の状況に関し，
「服薬しても十分に眠れない実感」
「服薬しないと更に眠れない」
「嫌
だが服薬せざるを得ない」
「薬に頼ることへの嫌悪」のカテゴリー同士の関連について，
“薬

を飲んでも４-５時間しかねれないっていうのはちょっとやっぱり，ええ。(中略)(面接者：
けっこう毎回 4，５時間しか効かないなって思いながら毎回通ってって。けっこうそういう，
効かないなって思いながら通うって，人によってはーこうちょっとあんまり，少なくとも楽
しくはないかなっと思うので)そうですねー。ただ，それないと眠れないので―。言ってみ
れば。まあ眠れ，眠れないつらさはその，初期の段階で散々，２週間ぐらい平気で不眠でし
たから。(研究協力者.I)”という語りがえられた。この語りから，研究協力者 I は，薬を飲
んでも 4-5 時間しか効かないため，薬に対し否定的なイメージを持っているが，服薬しない
と更に眠れないので服薬をしていると解釈された。この語りに基づくと，眠れないことを訴
える患者は，
「服薬しても十分に眠れない実感」があるが，
「服薬しないと更に眠れない」た
め「嫌だが服薬せざるを得ない」生活を続けていると解釈された。さらに，
「嫌だが服薬せ
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ざるを得ない」に至る背景として，
“ほんとは嫌なんですけど，これはもう眠らないわけに

はいかないし。(研究協力者.C)”という語りは，本当は服薬したくないが，眠らないといけ
ないので嫌だという気持ちを抱えながら服薬していることと解釈された。このことから，
「薬に頼ることへの嫌悪」があることで「嫌だが服薬せざるを得ない」という考えに至ると
解釈された。
さらに，
「薬の効果への肯定感」
「特に何も考えない」「眠れている実感」のカテゴリー同
士の関連について，
“んだろうな。安定してきてから，眠れないんだろうなって思うことは

あんまり無くなりましたね，少なくとも。(中略)私はあんまり薬を飲むときとかは何も考え
てないですね。今日も飲むぞ，そろそろ時間だ，ぐらいの，あのー考えで飲んでるので。(研
究協力者 J)”という語りが得られた。この語りから，研究協力者 J は，睡眠薬により眠れ
ている実感があるときは，服薬時には特に何も考えずに服薬していると解釈された。このこ
とから，「薬の効果への肯定感」がある場合は「特に何も考えない」で服薬し「眠れている
実感」も得られていると解釈された。
一方で，服薬しても眠れない状況に関し，
「眠れないときの対応を決めている」
「気にかけ
ない」とのカテゴリー同士の関連について“でもたとえば 4 時に起きちゃうんでやること

ないんで，4 時に起きて洗濯したり，あのー洗い物したり最初してたんですけれども，妻が
うるさいからそれはやめてくれと。妻が起きる 6 時半までは要するに動きは取らないでほ
しいっていう風に言われて。結局 4 時から 6 時半までベッドに横になってテレビを見てる
だけなんですよ。そういうーところに，本来ならば 11 時 12 時寝て 6 時ぐらいまで寝られ
ればそんなことは起きないわけですよね。だからそんなに，前は 4 時間半でかまわなかっ
たことが，逆に今となっては支障になってんのかなと。(研究協力者.B)”という語りが得ら
れた。この語りから，研究協力者 B は，眠れないときに家事などやることがあれば眠れな
くてもかまわないと感じる一方で，そのような対処行動をとれないと支障に感じてしまう
と解釈された。このことから，服薬しても眠れない状況に置かれたときに「眠れないときの
対応を決めている」ことで，眠れないことを「気にかけない」でいられる一方で，「眠れな
い時の対応を決めている」状態にないと心理的な苦痛感が生じると解釈された。
以上から，眠れないことを訴える患者において，服薬時における薬に関する思考の過程や，
眠れない状況における思考の過程によって睡眠状態への実感や精神状態に相違が生じる可
能性があると考えられた。
今までのデータはすべて睡眠専門外来に通う患者であった。睡眠専門外来は専門機関で
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あるがゆえに，来談する患者にも一定の偏りがあると推測されたことから，第 5 段階では，
一般精神科に通院する不眠症患者を対象にデータ収集および分析を行うこととした。

第 5 段階：カテゴリーの精緻化を目的とした分析
第 4 段階までの研究協力者は全て睡眠専門外来に通う患者であり，睡眠専門外来ゆえの
特殊な体験である可能性があった。よって，第 5 段階では睡眠専門外来ではない精神科に
通う患者の体験を明らかにすることを目的とした。研究協力者の選択条件は，一般の精神科
に通っており薬物治療が半年以上続いている眠れないことを訴える患者とした。研究協力
者 K，L からデータ収集を行った。その結果，新たなカテゴリーは生成されず，精神科に通
う患者も同様の体験をしていることが示唆された。下記に，新たに示されたカテゴリーの関
連について述べる。
服薬時の体験として，
「不眠症の自分に直面」
「嫌だが飲まざるを得ない」のカテゴリー同
士の関連に関し，
“(面接者：毎日飲む，飲んでるときってなんか，どんなことを感じたり考

えたりするの。(中略))はい。あーそうですね，やっぱり，うーん，なんだろ，やっぱり飲ま
ないと眠れないので，たとえば。うーん。な，な，なんだろ，薬を飲まないと眠れない病気
なんだなっていう実感が強く，そうですね。(研究協力者.K)”という語りが得られた。この
語りから，研究協力者 K は，服薬する際は薬を飲まないと眠れない事実を強く実感せざる
を得ないと解釈された。
“やっぱり飲まないと眠れないので”という表現から，服薬するこ
とについて，肯定的に捉えてはいないと解釈された。このことから，服薬時に「不眠症の自
分に直面」することで「嫌だが飲まざるを得ない」という思考に至ると解釈された。
一方，服薬しても眠れない状況に関し，
「根本の原因がわからない」
「自分では対処できな
い実感」
「混乱状態」
「効かないことへの納得のいかなさ」「否定的感情」のカテゴリー同士
の関連について，
“悪ければみんなと同じ感情で，つらいなーって思うのと，プラスして飲

んでるのにこんなになるのとか。･･･体に悪いことしたっけ，みたいなー(面接者：あ，薬が
効かない，飲んでるのに効かないときは相当何か自分で負担かかることしたんじゃないか
な―みたいな。)とかー，考えて―。でも，いやーそんなことしてないはず，一応気使って
るはずってなってー，じゃあなんだろうこれ。これがストレスからきてるってやつ？とかー。
何に気を付ければいいの？とか。(面接者：あー原因不明で考えちゃうとか。)そうだねー。
(研究協力者.L)”という語りが得られた。この語りから，研究協力者 L は，服薬しても眠れ
なかったときにつらさや納得のいかなさに伴ういらつきを感じると同時に，原因をいろい
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ろ模索して結局分からず，何をすればよいのか自問自答していると解釈された。そして，一
連の自問自答にともない精神的な動揺が生じていることと解釈された。このことから，服薬
したのに眠れない状況では，眠れないことの「根本の原因がわからない」ことで，眠れない
状況に対し「自分では対処できない実感」が生じ「混乱状態」に至ると解釈された。また，
睡眠薬が「効かないことへの納得のいかなさ」に伴い「否定的感情」も生起すると解釈され
た。
さらに，
「効かないことへの納得のいかなさ」が生じる背景に関し，改めて前の段階の語
りを見直したところ，
“風ひいて風邪薬飲むと風邪治るじゃないですか―。だから睡眠薬も

飲めば眠れるように作られたものでー飲んでるのに寝れないで朝を迎えると，なんかすご
く無意味なことをしてるような。[IR:たしかに。] そうですね，そういうショックな感じが
ありましたね。あの，自分の行動とか，なんか全部こう，意味ないものとか。(研究協力者
E)”という語りがみられた。この語りから，研究協力者 E は，風邪薬と同様に睡眠薬も飲
めば眠れるはずと考えていたのに，実際は眠れなかったために服薬したことを無意味に感
じ精神的ショックも感じたと解釈された。このことから，
「薬とは服用すれば絶対に効くも
の」と考えていることで，眠れないときに「効かない事への納得のいかなさ」を感じ，
「否
定的感情」が出現すると解釈された。
以上から，第 5 段階では新たなカテゴリーが生成されず，一般精神科に通う患者も，睡眠
専門外来に通う患者と同様の体験をしている可能性があると考えられた。この時点で，新た
に生成されるカテゴリーがなくなったため，第 6 段階ではカテゴリーの確認を目的として
分析を行った。

第 6 段階：カテゴリーの精緻化を確認とした分析
第 6 段階では，今まで生成されたカテゴリーの確認を目的とした。研究協力者の選択条
件は，第 1 段階と同様に薬物治療を半年以上継続している眠れないことを訴える患者とし
た。研究協力者 M の計 1 名からデータ収集を行った。その結果，新たなカテゴリーは生成
されなかった。新たなカテゴリーが生成されなかったことから，理論的飽和状態に達したと
判断し，データの収集および分析を終了した。
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結果と考察

分析の結果，6 個のカテゴリーグループと 19 個のカテゴリーが抽出された(表 5)。各カテ
ゴリーに関する語りが得られた研究協力者は表 6 のとおりである。
さらに，カテゴリー同士を関連付けについて全体像をまとめた結果，図 3 に示す仮説モ
デルが生成された。以下に生成された理論的仮説のストーリーラインを詳述していく。なお，

“斜体”は，研究協力者が実際に語ったインタビューデータを示している。

表 5. 生成されたカテゴリーグループ，カテゴリーおよび下位カテゴリー
カテゴリー
グループ
不眠症治療に
対するイメージ

カテゴリー

下位カテゴリー

薬とは服用すれば絶対に効くもの

根本の原因がわからない
効果が日によって異なる実感

薬の効果への
評価

服薬しても十分に眠れない実
感
薬の効果への肯定感

効果の出現に波がある
飲んでも眠れない日の存在
思うように効かない
十分な睡眠を得られていないと感じる
薬があっている実感
飲めば眠れると思う

効かない事への納得のいかな
さ
効果が得られ
ない時の思考

自分では対処できない実感
眠れない時の対応を決めている

効果がえられ
ない時の反応

否定的感情
混乱状態
気にかけない
頼っている現状を認識
薬は飲みたくない

薬に頼ることへの嫌悪

薬に対する思考

睡眠状態

何をすればいいかわからない
対処が実施できない
起きてもする事がある
起きていることの受け入れ

不眠症の自分に直面
今日は効くか懸念
嫌だが服薬せざるをえない
特に何も考えない
服薬しないと更に眠れない
色々考えていると眠れない
ストレス感じていると眠れない

眠れていない実感
眠れている実感
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表 6. 各カテゴリーに関する語りが得られた研究協力者の一覧
step
カテゴリ―名＼研究協力者
薬とは服用すれば絶対に効くもの
根本の原因がわからない
効果が日によって異なる実感
服薬しても十分眠れない実感
薬の効果への肯定感
服薬しないと更に眠れない
効かない事への納得のいかなさ
自分では対処できない実感
眠れない時にやることを決めている
混乱状態
気にかけない
薬に頼ることへの嫌悪
不眠症の自分に直面
今日は効くか懸念
嫌だが服薬せざるを得ない
特に何も考えない
眠れない実感
眠れている実感

A

1
B

2
C

D
○

○

○
○

○

○
○

○
○

E

3
F

○
○
○
○

○
○

○
○

○

○
○

○

4
G

H

5
I

J

K

○

○
○

○

○

○

○

○

○
○

○
○
○
○

○

○
○

○
○
○
○
○
○
○
○

○
○

○
○

○

○
○

○

○

○
○
○

○
○

○
○

○

○
○

○

○

○
○
○

○
○

6
M

○

○
○
○

L

○

○
○
○

○

○
○
○

○
○
○
○

○

○
○
○
○
○

服薬しても眠れなかった場合の認知構造
眠れないことを訴える患者は睡眠薬を服用しても眠れない，あるいは眠った後に覚醒し
てしまった際，次に述べる体験が生じるとの仮説が得られた。
眠れないことを主訴とする患者においては，薬とは服用すれば絶対に効くものだと考え
ていることで，服薬しても眠れない状況になった時に，薬が効かないことに納得がいかず否
定的な感情が湧く場合があるようだった。または，服薬しても眠れない状況になった時に，
眠れない根本の原因が分からないという考えにより，眠れない状況下でどうすればいいか
わからない，あるいは思うような対処行動が実施できないなど，自分では眠れない状態に対
処できないと考え混乱状態に至るようだった。
一方で，服薬して眠れない状況であっても，起きてしまってもやることがある，起きてい
ることを受け入れるなど，眠れない時の対応を決めている場合，否定的感情や混乱状態は生
じることはなく，眠れないことを気にかけないでいられるようだった。
眠れない状況における「薬とは服用すれば絶対に効くもの」から「否定的感情」に至る体
験および，
「根本の原因が分からない」から「混乱状態」に至る体験の２つは，同時に生じ
ている場合もあると推測された。研究協力者 L は“(薬飲んで調子が)悪ければみんなと同じ
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感情で，つらいなーって思うのと，プラスして飲んでるのにこんなになるのとか。体に悪い
ことしたっけ，みたいなー（面接者：あ，薬が効かない，飲んでるのに効かないときは相当
何か自分で負担かかることしたんじゃないかな―みたいな。）とかー，考えて―。でも，い
やーそんなことしてないはず，一応気使ってるはずってなってー，じゃあなんだろうこれ。
これがストレスからきてるってやつ？とかー。何に気を付ければいいの？とか。（面接者：
あー原因不明で考えちゃうとか）そうだねー。”と語っていた。研究協力者 L は，服薬して
いるのに眠れない状況では，
“飲んでるのにこんなになるの”という納得のいかなさと否定
的感情が生じると同時に，眠れない原因について考えをめぐらすなど混乱状態にあると解
釈された。この語りから，両方の体験が同時に生じる場合もあると考えられた。
また，同一人物が別時期に否定的感情あるいは混乱状態に至る体験と，気にかけない状態
に至る体験の両方を体験する場合もあると考えられた。たとえば，“家事，炊事洗濯をすべ

て私がするようにしてるんですよ。(そうなんですか)んで，要するに，普通のご主人と奥さ
んを逆転するような形の生活をしてるんですけれども，でもたとえば 4 時に起きちゃうん
でやることないんで，4 時に起きて洗濯したり，あのー洗い物したり最初してたんですけれ
ども，妻がうるさいからそれはやめてくれと。妻が起きる 6 時半までは要するに動きは取
らないでほしいっていう風に言われて。結局 4 時から 6 時半までベッドに横になってテレ
ビを見てるだけなんですよ。そういうーところに，本来ならば 11 時 12 時寝て 6 時ぐらい
まで寝られればそんなことは起きないわけですよね。だからそんなに，前は 4 時間半でか
まわなかったことが，逆に今となっては支障になってんのかなと。(研究協力者.B)”という
語りが得られた。この語りから，研究協力者 B は，以前は眠れない状況でもやることが決
まっていたために眠れないことを気にかけずに済んでいたが，家事ができないことで対処
が実施できなくなったと解釈された。このことから，環境的な制約により，気にかけない状
態に至る思考パターンから混乱状態や否定的感情に至る思考パターンに移行する場合があ
ると推測された。
さらに，ベッドに横たわっているという同一の状況であっても，
“起きちゃったけどもう

いいや，横になってようみたいな感じで。(研究協力者 I)”と語られた場合と“結局 4 時か
ら 6 時半までベッドに横になってテレビを見てるだけなんですよ。(研究協力者 B)”と語ら
れた場合があった。これらの語りから，ベッドで横になっているという状況は同じでも，そ
の状況に対して否定的認知と苦痛感が生じるか否かは患者によって異なる場合があると推
測された。
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服薬時の認知構造
眠れないことを主訴とする患者において，服薬時にも下記に述べるような心的体験が生
じているという仮説が生成された。
睡眠薬の効果に対し，効果の出現に波がある，飲んでも眠れない日の存在があるなど，睡
眠薬の効果が日によって異なるという実感を抱えている場合，服薬時に今日は睡眠薬が効
くかとの懸念が生じるようであった。そして，睡眠薬の効果に対し否定的な認識を持ってい
ても，服薬しないとさらに眠れないという想いから，服薬に至るようであった。そして，そ
のような考えが服薬時に生じていると，眠れていないと実感する場合があるようだった。
また，服薬をすることで不眠症の自分に直面せざるを得ない，自分は薬に頼っている，薬
は飲みたくないと考えるなど，普段から睡眠薬の使用に対し否定的な思考を抱えている場
合があるようだった。そして，このような場合，服薬時には，服薬しないとさらに眠れない
と考え，嫌だが服薬せざるをえないという精神的葛藤に至るようであった。そして嫌だが服
薬せざるを得ないという実感が生じているときは，後続して眠れない実感が生じる場合が
あるようだった。
一方，薬の効果に対して薬があっている，あるいは飲めば眠れると思うなど，薬の効果へ
の肯定感を感じていることで，服薬時には特に何も考えないで服薬することができている
ようであった。そして，服薬時に何も考えていない場合は，後続して眠れている実感が得ら
れているようであった。
服薬時に眠れるかの懸念や飲みたくないという思考が生じることに関し，
“できるだけ気

にしないように，いや，これで眠るんだ，みたいな感じで飲みはするんですけど，やはり頭
のどっかに出てきちゃいますねー。(研究協力者 J)”という語りが得られた。この語りから，
何も考えないよう努力するが上手くいかないという体験が生じている場合も考えられた。
また，
“あとはなんとなくーその布団に入るときのすっきり具合できっと眠れないだろうな

っていう気持ちが強かったりとか。(研究協力者.J)”という語りが得られた。この語りから，
眠る際に，薬の効果が生じているか探るために，身体感覚に注目を向けている場合があると
考えられた。
また，“んー。私はあんまり薬を飲むときとかは何も考えてないですね。今日も飲むぞ，

そろそろ時間だ，ぐらいの，あのー考えで飲んでるので。うん。なんか安定しなかった時は
今日は効くかなー今日は効くかなーってすごい考えてた気がします。(研究協力者.J)”とい
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う語りが得られた。この語りから，服薬時に特に何も考えられずにいられるか否かは，個人
内でも時期や状況によって異なる可能性が考えられた。ただし，
“なんかあのー薬に対する

信頼感が出て来たから，なんだろう，眠れるだろうなーって思ったのか，なんか眠れるだろ
うなって思ったから，薬を飲んだから大丈夫って思えるのか，なんかその辺が曖昧なので。
(研究協力者 M)”といった語りから，これらの服薬時の認知と主観的な睡眠状態の実感との
因果関係は不明と考えられる
一方，この仮説の例外として“(薬飲んでも寝れなかった次の晩について)まあその時は今

晩は眠れるだろうと。(中略)やっぱり前の日寝てませんから。(研究協力者 H)”という語りが
得られた。このことから，薬の効果に肯定感を持っていなくても，服薬時に特に何も考えず
にいられる場合もあると考えられた。

図 3.服薬に関する認知構造
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まとめ

本研究は，眠れない症状や睡眠薬の効果の出現は心理的要因も影響することから，このよ
うな心理要因の詳細を明らかにするため，眠れないことを訴える患者の服薬に関する認知
構造を明らかにすることを目的とした。本研究から，服薬時に眠れるかの懸念や服薬したく
ないという否定的認知が生じることで却って眠れない実感が生じる可能性があると考えら
れた。また，服薬しても眠れない状況では，薬が効かないことへの納得のいかなさや自分で
は対処できない実感にともない否定的な精神状態が生じることで，さらに眠れなくなる可
能性があると考えられた。
方法としては，薬物治療が長期化している眠れないことを主訴とする患者へのインタビ
ューデータをもとに GTA による質的分析を行った。その結果，次のような仮説が生成され
た。薬とは服用すれば効くものと思っていることで，服薬時に効かないことへの納得がいか
ず不定的感情が生じる，あるいは根本の原因が分からないと考えていることで服薬時に自
分では対処できないと感じや混乱状態に至るようだった。一方で，眠れない状況で眠れない
時の対応を決めていた場合は，気にかけず平静に構えることができるようだった。また，服
薬しても十分に眠れないと感じていた場合や服薬すると不眠症の自分に直面してしまう，
薬に頼ることに嫌悪がある場合は，服薬時に，嫌だが服薬せざるを得ないと考えるようだっ
た。また，睡眠薬の効果は日によって異なる実感があることで，服薬時に今日は効くか懸念
が生じるようだった。そして服薬時に嫌だが服薬せざるを得ない，あるいは懸念が生じた場
合，後続して眠れていない実感が生じているようだった。一方で，薬の効果への肯定感があ
る場合は，服薬時に特に何も考えておらず，眠れているとの実感も得られているようだった。

服薬に伴う認知構造と睡眠の妨害の関連について
本研究では，服薬時や服薬後の眠れない状況において，服薬に関する否定的な思考が生じ，
後続して眠れない実感や眠れない状態を誘引するような心情が生じているという仮説が生
成された。
本研究で示された，服薬時や眠れない状況において生じる薬に関連する否定的認知は，睡
眠を妨害している可能性が考えられる。怒りや憂鬱感，緊張感，混乱状態が生じることで，
睡眠の質が下がることが指摘されている(Pilcher et al,1997)。また，否定的感情の発生に後
続して，睡眠潜時，総睡眠時間，睡眠の質の低下が生じるという指摘がある(Kalmbach,et
al,2014)。さらに，情緒的ストレスの強さが，不眠症状の悪さを予測することも示されてい
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る(Lund et al,2010)。これらを踏まえると，本研究で抽出された睡眠薬に関連する否定的な
心理的体験が，眠れない状態を促進させる可能性も考えられる。
また，睡眠薬に関する心理的体験と睡眠状態は円環的な体験である可能性が考えられる。
Kalmbach ら(2014)は，否定的感情が睡眠の質を悪化させるだけでなく，睡眠の質のよさが
肯定的感情の増加に影響することも指摘している。また，良質な睡眠が取れないと否定的気
分や否定的認知が生じやすいことが指摘されている(Franzen et al,2008; Vanderlind et
al,2014)。このことから，睡眠薬に関する否定的な心理体験が生じることで睡眠状態が悪化
するだけでなく，睡眠状態が悪いことで睡眠薬に関する否定的心理状態が生じる可能性も
考えられる。
さらに，服薬しても眠れない状況にて生じる混乱状態や否定的感情は，睡眠状態に対する
実感を悪化させる可能性も考えられる。Bradley(1992)は，一般的にある特定の体験に伴う
感情が強ければ強いほど，その体験が記憶に残りやすいことを指摘している。このことから，
眠れない状況において混乱状態や否定的感情などの強い感情が伴うことで，平静だった場
合に比べて眠れなかったという記憶が残りやすい可能性も考えられる。また，睡眠に困難を
抱えている患者は，睡眠状態を実際よりも過小評価する傾向にあることが指摘されている
(Frankel. Et al,1976)。これにより，たとえ眠れた経験もあったとしても，眠れない経験が
より頭に残ってしまう，あるいは眠れていてもあまり眠れていないと感じることで，薬を飲
んでも眠れないという思考が助長されてしまう可能性もありえる。
ただし，本研究は想起による主観的体験にもとづく質的検討のため，睡眠薬に関する否定
的な心理的体験と睡眠状態の関連性については，本研究の結果からは明言することはでき
ない。

服薬時の認知構造について
効果が日によって異なる実感があることで，服薬時に今日は効くかという懸念が生じる
可能性が考えられた。また，服薬しても十分に眠れない実感や服薬に伴う不眠症の自分への
直面，薬に頼ることへの嫌悪感を抱えていることで，服薬時に嫌だが服薬せざるを得ないと
いう考えが生じる可能性が考えられた。そして，服薬時に今日は効くかという懸念や嫌だが
服薬せざるを得ないという考えが生じた場合，後続して眠れない実感が生じている可能性
が考えられた。一方で，薬の効果に肯定感を持っている場合は，服薬時には特に何も考えず
に服薬しており，眠れている実感が得られている可能性が考えられた。
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今日は効くかという懸念が生じる背景には，眠れないことを訴える患者に特徴的な心理
状態が反映されていると考える。眠れないことを訴える患者は，身体的危害や精神的危害が
生じることに対する恐怖心が強い傾向にあることが指摘されている(Hilaire et al,2005;
Park et al,2012)。眠れないという身体の状態の悪化に過剰な恐怖心があるからこそ，睡眠
薬の効果が生じるか否かに対し，強い懸念が生じるのではないかと想像される。
効果を十分に感じられていないにもかかわらず，飲みたくないと思いながらも最終的に
服薬していることは，眠れないことを訴える患者に特徴的な体験と考えられる。睡眠薬とし
て頻繁に用いられるベンゾジアゼピン薬物の依存者においては，むしろほかの薬に比べて
危険性が少ないと考え服用に対し肯定的に感じている(Liebrenz et al,2015)。本研究で対象
とした患者は，睡眠薬を長期服用しているという点では臨床容量依存ともいえるかもしれ
ないが，服薬に対する嫌悪を感じていることを考慮すると，ベンゾジアゼピン系薬物の依存
者とは正反対の心理的体験が生じている可能性が考えられる。他の慢性疾患においては，効
果を実感していても服薬を続けられないことが指摘されている(Ganguli et al,2016)。その
ため，他疾患においては，眠れないことを訴える患者のように薬の効果を感じず精神的葛藤
を抱えながらも服薬を続けるという状態が生じにくいと想像される。
服薬時に否定的な心理体験が生じるという認知構造は，内山(2002)が提唱した不眠症患者
の睡眠薬恐怖症とは異なると考えられる。内山(2002)は，睡眠薬恐怖症は，患者が治療前か
ら抱えていた睡眠薬に対する偏見であり，治療初期に医師から十分説明することで防げる
ものと推察される。一方，本研究で示したものは，治療長期化による経験の蓄積によって形
成されるものであるため，医師が睡眠薬の習慣性や副作用に関する誤解を説明したとして
も予防できるものではないと思われる。このような状況から脱却するには，服薬時に何も考
えずに服薬できるようになることが望ましいが，服薬時に何も考えないようにすることは
薬が効くようになったことで生じているのか，それとも自らそう考えることにより薬効を
享受しやすくなるかは現時点では言及することはできない。

眠れなかった際の認知構造について
薬とは服用すれば絶対に効くものと考えていることで，服薬して眠れなかった際に睡眠
薬が効かないことに納得がいかず否定的感情が生じるという仮説が生成された。また，眠れ
ないことの根本の原因がわからないと考えていることで，服薬して眠れなかった際に，自分
では眠れない状態に対処できないと考えて混乱状態が生じる可能性が考えられた。一方で，
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眠れないときの対応を決めていると眠れなくとも気にかけずにいられるという仮説が生成
された。
薬の効果の絶対視と納得の出来なさや根本の原因が分からないと対処できないという思
考が生じる背景には，性格的特徴が影響している可能性が考えられる。眠れないことを訴え
る患者は完璧主義で不安が高いことが指摘されている(Laar et al,2010)。これを考慮すると，
薬の効果や対処行動の効果が絶対的でないことに対し，混乱状態や想定と異なることへの
怒りが生じやすい可能性が推測される。
また，本研究で生成された「自分では対処できない実感」と「眠れないときの対応を決め
ている」に関し，対処行動をとることが可能か否かというよりは，
「自分では対処できない
実感」は眠るための行動をとろうとすること，
「眠れないときの対応を決めている」は眠ら
ずに過ごせるための行動をとろうとすること，を示していると考えられた。眠れないこと訴
える患者は，自身に精神的・身体的な危害が生じることを極端に避けたがる傾向があると指
摘されている(Hilaire et al,2005; Park et al,2012)。そして，眠るための努力や眠れない状
態を避ける安全確保行動は，積極的に取り組むほど，かえって睡眠が妨害されることが指摘
されている(Fairholme et al,2014)。これらを考慮すると，眠れないことを訴える患者は身
体的危害である眠れない状態を極端に避けようと考える可能性があり，一方で眠れない状
態を避けるための行動を積極的に行うと却って睡眠状態が悪化する可能性があると考えら
れる。本研究で抽出された「自分では対処できない実感」は対処したいという考えの強さが
推測されることから，この思考の背景には眠れない状態を過剰に回避したい，そのために積
極的に対処行動をとりたい，という思考が生じているのではないかと想像される。

本研究の限界と展望
本研究の限界として，データの偏りが挙げられる。研究 1 でも述べたように，精神疾患や
他の睡眠障害の既往歴があることから，慢性不眠症の患者との体験とは異なる可能性が高
い。そのため，本研究の結果を慢性不眠症患者に当てはめるのは慎重になるべきである。本
研究では，新たなカテゴリーの生成がなされなかったことに基づき理論的飽和が生じたと
判断した。そして，既往歴の疾患は統制できなかったことが限界点であった。今後は，眠れ
ないことを訴える患者のなかでも様々な既往歴の内容を基準に理論的サンプリングして併
発疾患を網羅することで，仮説モデルを精緻化することができると考えられる。
また，インタビューデータの特性上，患者本人の主観的体験であることに加え，過去の体
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験を振り返るというレトロスペクティブなデータとなっている。したがって，たとえば観察
法などによる客観的データを用いた検討やプロスペクティブなインタビューデータを用い
た検討を行う必要がある。とくに，インタビュー内容は想起に基づく語りであるため，体験
としての事実関係は曖昧性も高いと考えられる。服薬時や眠れない状況における心理的体
験は，状況に依存して生じる思考を示しているため，普段から常に抱えている思考を語る場
合に比べて，曖昧性が高くなると考えられる。
従来では睡眠状態と否定的心理状態の因果関係は指摘されてきたが，本研究により否定
的心理状態が生じる構造に関する仮説を得ることができたと考えられる。とくに，服薬して
いるにもかかわらず思うような睡眠状態が得られない背景要因に関する仮説の一つが得ら
れた点は，本研究の資するところと考える。
本研究で見いだされた心的体験や認知などが睡眠状態に影響を与える程度の強さや因果
関係については，分析方法の特性上，言及が難しい。よって，研究 3 では，本研究で得られ
た理論的仮説の検討を目的として，量的検討を行うこととした。
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第5章

服薬に関する否定的認知と睡眠の関連性のパイロット研究

(研究 3)
第1節

問題と目的

研究 2 では，長期的に眠れない症状に対し薬物治療を行う患者において，服薬時に“今日
は効くかという懸念”や“嫌だが服薬せざるを得ない”といった認知が発生していること，
また服薬後に入眠困難が生じた際に“効かないことへの納得のいかなさ”とそれに伴う“否
定的感情”が発生している場合があることが明らかになった。
不眠症状は，呼吸や心拍数の上昇などのような身体的要因あるいは心配や反芻などのよう
な認知的要因による過覚醒が入床時に生じ，睡眠が妨害されることで発生する場合がある
(Bootzin,1972; Espie et al,1989)。こういった過覚醒は，とくに不安やゆううつ感，怒りな
どの陰性感情の発生に関連して生じる(Franzen et al,2008; Pilcher et al,1997)。眠れない
ことを訴える患者は健常者と比較して抑うつや不安のような感情を知覚しやすいことも考
慮すると(Kyle et al,2014)，陰性感情の出現に伴う過覚醒の発生と入眠困難の関連が想定さ
れる。さらに，覚醒を促すカフェインの効果を怒りが促進させることや(Killgore et al,2006)，
不眠症おいては客観的入眠潜時に対しプラセボが睡眠薬の 64%の効果を示すこと，薬に関
する説明の仕方により効果の発現の程度に違いが生じることから(坂本ら,1994)，心理的要
因による影響を受けやすいと考えられる。これらを踏まえると，陰性感情は，眠れないこと
を主訴とする薬物治療中の患者の睡眠状態にも影響を与える可能性があると推察される。
以上から，研究 2 で明らかになった服薬に関する否定的認知においては，その認知の発生
に伴い過覚醒が生じやすいのではないかと推察される。
質的検討は，既存の知見では示されていない新たな現象や概念の探索や，主観的体験の連
続的なプロセスや構造を明らかにすることに適していると考えられる。一方で，大規模母集
団への一般化可能性を想定した仮説検討や関連性，因果関係については，データや分析の特
性上限界があると考えられる。しかし，研究 2 で得られた仮説や否定的認知の関連性が明
らかにならなければ，どの程度臨床場面で扱う必要性があるかについて述べることができ
ない。
よって，本研究では研究 2 で生成された仮説「薬に対する否定的認知の確信度が強いほ
ど入眠が困難になる」を量的に検討することを目的とした。
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第2節

方法

調査方法
質問紙調査および終夜睡眠ポリグラフ(以下，PSG)によりデータ収集を行った。PSG と
は，睡眠時の脳波，眼球運動，筋電図， 呼吸， 心電図，動脈血酸素飽和度(SpO2)，いびき，
体位，体動などを測定することで様々な睡眠障害を正確に診断する生体信号記録である。具
体的な手順は以下の通りである。
まず，精神科医師が診察時に研究参加に問題を生じないと判断した患者に対し，口頭にて
研究の簡単な説明及び同意を求め，同意が得られた場合は，説明文書の手渡し及び同意書へ
の署名をお願いし，デモグラフィック情報，不眠症状に関する尺度，気分に関する尺度，普
段の服薬と睡眠に対する認知に関する質問項目を記した質問紙への記入を求めた。次に，
PSG 実施日の睡眠薬服用時に，服薬時の服薬と睡眠に対する認知の質問項目を記した質問
紙への記入を求めた。PSG 実施日の患者の様子として，日中は普段と同様に過ごし，飲酒，
喫煙，入浴は行わなかった。また，PSG 実施病院への来院は 19 時から 22 時の間であった。
PSG 実施時の服薬時刻および入床時刻は，研究協力者の普段の服薬時刻および入床時刻に
あわせた。なお，各研究協力者の服薬時刻，PSG 検査開始時刻および終了時刻と，睡眠薬
の服薬状況については表 7 に示した。

研究協力者
研究協力者の選択条件は①眠れないことを主訴として薬物治療を 3 か月以上継続してい
る②入眠困難あるいは中途覚醒が継続している③成人している，以上 3 点を満たしている
患者とした。2015 年 7 月から 2016 年 9 月の期間に，施設責任者から研究協力の承諾が得
られた睡眠専門外来 1 施設にてデータ収集をおこなった。施設に不眠症状を主訴として来
院した初診の患者に対し研究協力の募集を行った。そのうち，研究協力の同意を得られた患
者 13 名を対象にデータ収集を行った。データ収集を行った者のうち，PSG の結果から眠れ
ない症状の原因が睡眠時無呼吸症候群によるものと判断された 4 名を分析対象から除いた。
また，PSG の結果において総睡眠時間 22 分，睡眠効率 7.3%であることから，第一夜効果
の影響が著しいと判断された１名を分析対象から除いた。最終的に，8 名を研究対象とした。
表 7 に研究協力者の詳細を示す。研究協力者全員がベンゾジアゼピン系または非ベンゾジ
アゼピン系の睡眠薬あるいは抗不安薬を使用しており，1 名が不眠症状改善を目的とした抗
うつ薬を併用していた。本研究の研究協力者の診断および症状判断は、日本睡眠学会認定医
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表 7.研究協力者一覧
年齢 性別

82 男

63 男
66 男
70 女
71 男

服薬内容

基礎疾患

レンドルミン：0.25mg 1T
デパス：1mg 1T
逆流性食道炎,緑内障
マイスリー：10mg 1T
デジレル：50mg 1T
高血圧,心臓病(ブルガタ症候
ロヒプノール：1mg 1T
群）,糖尿病,脂肪肝,甲状腺疾患
高血圧,逆流性食道炎,自律神経
ハルシオン：0.25mg 1T
失調症
レンドルミン：0.25mg 1T 不整脈,高脂血症,自律神経失調
デパス：0.5mg 1T
症,アレルギー性鼻炎
マイスリー：5mg 1T
狭心症,逆流性食道炎
レンドルミン：0.25mg 1T

職業

入眠困難

中途
覚醒

早朝
覚醒

熟眠
困難

無職

服薬時は無

有

有

有

会社役員

服薬時は無

有

有

有

パート（運転） 服薬時は無

無

有

有

無職

有

有

有

有

不明

有

有

有

有

76 男

レンドルミン：0.25mg 1T 高血圧,逆流性食道炎

無職

服薬時は無

無

無

無

64 女

ジアパックス：5mg 0.5T

高脂血症,アレルギー性鼻炎

無職

有

有

無

有

48 女

マイスリ:ー10㎎ 0.5T

乳癌（ホルモン治療中)

会社役員

服薬あるが
入眠困難+

有

有

無

服薬内容:Tは錠数を示す; 診断・治療方針:SASは睡眠時無呼吸症候群を示す
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診断

不眠症

治療方針

PS G時
PS G
PS G
服薬時刻 開始時刻 終了時

SASによる不眠ではないためSASの治療なしと判断

23:10

23:15

6:55

SASによる不眠ではないためSASの治療なしと判断

23:55

23:56

7:45

SASによる不眠ではないためSASの治療なしと判断

23:28

23:33

7:20

SASによる不眠ではないためSASの治療なしと判断

22:03

22:56

6:33

SASによる不眠ではないためSASの治療なしと判断

23:00

23:27

7:28

SASによる不眠ではないためSASの治療なしと判断

23:00

23:20

6:22

SASによる不眠ではないためSASの治療なしと判断

23:45

0:01

7:23

不眠症,SAS SASによる不眠ではないためSASの治療なしと判断

23:30

23:58

7:26

不眠症
SAS
不眠症
SAS
不眠症
SAS
不眠症
SAS
不眠症
SAS
不眠症
SAS

により ICSD-2(American Academy of Sleep Medicine,2005)に基づいてなされた。また、
全ての患者が身体疾患を併発していた。各患者の身体疾患の詳細については、表 7 に記す。

調査内容
研究協力の同意が得られた者に対し，データの収集を行った。同意取得時に，デモグラフ
ィック情報を対面にて聴取した。また，不眠症状に関する尺度，気分に関する尺度，普段の
服薬と睡眠に対する認知に関する質問項目について質問紙によるデータ収集を行った。さ
らに，PSG 実施前の服薬時に，服薬時の服薬と睡眠に対する認知の質問項目について，質
問紙によるデータ収集を行った。以下に，各尺度および質問項目について詳述する。

デモグラフィック情報
年齢，性別，診断名，服薬内容，基礎疾患，入眠困難有無，中途覚醒有無，早朝覚醒有無，
他の睡眠障害関連症状の有無を聴取した。

不眠症状に関する尺度
Insomnia Severity Inventory(ISI; Bastein et al,2001)は不眠症状の重症度を測定する尺
度であり，10 点以上が不眠症と判断される。Disfunctional Beliefs and Attitudes about
Sleep(DBAS; Morin et al,2007; 宗澤ら,2009)は不眠に関連する非機能的信念を測定する尺
度である。Pre-Sleep Arousal Scale (PSAS; Jansson-Fröjmark,2012; 岡島ら,印刷中)は入
眠前の覚醒や緊張の程度を測定する尺度である。Ford Insomnia Response to Stress
Test(FIRST; Drake et al,2004; Nakajima et al,2014)は睡眠を妨害する覚醒がどの程度生
じやすい特性であるかを測定する尺度である。

気分に関する尺度
State-Trait Anxiety Inventories(STAI; Spielberger et al,1983; 肥田ら,2000)は不安の強さ
を 測 定 する 尺度 で あり， 本 研 究で は特 性 不安の み 測 定し た。 K6(Kessler et al,2002;
Furukawa et al,2008)は不安・抑うつ傾向を測定する尺度である。

普段の服薬と睡眠に対する認知に関する質問項目
研究 2 で生成された理論的仮説をもとに作成した睡眠薬に対する普段の認知について問
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う 5 項目であった。すべての項目は Numerical Rating Scale であった。それぞれの認知に
対する確信度が「全く強くない」を 0 で最小点，
「非常に強い」を 100 で最大点としており，
その間は 10 点ずつに区切り，もっとも当てはまると思われる点数を選択するというものだ
った。質問文は，
「薬とは本来，服用すればいつでも同じ効果が得られるものだ」(以下，
「本
来同じように効く」)，「自分が飲んでいる睡眠薬は，日によって効き方に波があると思う」
(以下「日によって波がある」)，
「自分が飲んでいる睡眠薬は，十分に効かないと思う」(以
下，
「十分に効かない」)，
「自分が飲んでいる睡眠薬は，自分に合っていると思う」(以下，
「自分に合っている」)「自分が飲んでいる睡眠薬は，飲めば眠れると思う」(以下，
「飲めば
眠れると思う」)であった。研究協力者の選択した点数を，それぞれの認知の強さを示す値
として分析対象とした。

服薬時の服薬と睡眠に対する認知の質問項目
研究 2 で生成された理論的仮説をもとに作成した服薬時の睡眠薬と睡眠に対する認知に
ついて問う質問項目 3 項目と，薬に限らず眠れないことへの不安全般について問う 1 項目
であった。すべての項目は Numerical Rating Scale であった。それぞれの認知に対する確
信度が「全く強くない」を 0 で最小点，
「非常に強い」を 100 で最大点としており，その間
は 10 点ずつに区切り，もっとも当てはまると思われる点数を選択するというものだった。
「あなたは睡眠薬を飲む時，以下に示す考えや状態がどれくらい強いですか。もっとも近い
数字に○をつけてください。
」という教示文に対し，質問文は，
「眠れないことに対する心配」
（以下「眠れない心配」
），
「はたして今夜は薬が効くのかという懸念」
（以下，「効くのか懸
念」
）
，
「本当は飲みたくないが飲まざるをえない」
（以下，
「飲みたくない」）
，
「薬や飲むこと
に関して特に何も考えない」
（以下，
「何も考えない」）であった。
研究協力者の選択した点数を，それぞれの認知の強さを示す値として分析対象とした。

PSG データ
PSG で得られるデータの中でも，総睡眠時間，睡眠効率，入眠潜時，総中途覚醒時間，
睡眠時無呼吸症候群の指標である Apnea-Hypopnea Index（以下，AHI）を分析対象として
データ収集した。本研究のすべての PSG の手続き及び判定，定義は，AASM 2007 ver2.1
に準拠していた(American Academy of Sleep Medicine,2014)。PSG 測定装置は，PHILIPS
社のアリス 5 であった。左乳様突起(M1)と右乳様突起(M2)を基準電極とした。脳波電極部
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位は，右前頭部(F4-M1)，左前頭部(F3-M2)，右頭部中心部(C4-M1)，左頭部中心部(C3-M2)，
右後頭部(O2-M1)，左後頭部(O1-M2)であった。また，顎筋電図と前脛骨筋電図を測定した。
呼吸の測定方法では，口鼻に装着するサーミスタセンサーと鼻腔に装着するエアープレッ
シャーセンサーを同時に用いた。さらに，酸素飽和度のモニターを行うため，指に装着する
パルスオキシメーターを用いた。PSG データでは，消灯を検査開始時刻，翌朝の点灯を検
査終了時刻とした。睡眠の判定区間は 30 秒とした。
入眠潜時は，消灯時刻時の覚醒状態から，最初に出現した睡眠状態の 1 区間目までの時
間とした。総睡眠時間は，最初に睡眠状態に移行してから最後に覚醒するまでの時間のうち，
覚醒時間を除いた時間とした。睡眠効率は，総睡眠時間を検査時間で除し，100 を乗じた値
とした。総中途覚醒時間は，最初に睡眠状態に移行してから最後に覚醒するまでの間で，覚
醒していた時間とした。
AHI は，無呼吸イベントおよび低呼吸イベントの出現回数について，睡眠 1 時間あたり
の平均出現回数とした。無呼吸イベントは，イベント前に比べてサーミスタのセンサーの最
大信号の振れが 90％以上低下した状態が 10 秒以上続いている状態と定義された。また，低
呼吸イベントは，イベント前に比べてプレッシャーセンサーの信号振幅が 30％以上低下し
ている状態が 10 秒以上継続している状態，または酸素飽和度がイベント前に比べて 3％以
上低下している状態と定義した。無呼吸イベントはサーミスタセンサーに，低呼吸イベント
はプレッシャーセンサーに基づいて判定した。
PSG は同意取得日とは別日の研究協力者の希望する日に実施された。

分析方法
服薬に関連する否定的認知を問う質問項目と睡眠状態との関連を明らかにするため，普
段の服薬と睡眠に対する認知に関する質問 5 項目，服薬時の服薬と睡眠に対する認知に関
する質問 5 項目および，入眠潜時，総睡眠時間，睡眠効率，総中途覚醒時間の関連性を分析
することとした。また，DBAS にて測定される睡眠に対する非機能的認知，PSAS にて測定
される入床前の主観的覚醒感，FIRST にて測定されるストレスによる不眠の生じやすさ，
は不眠症状の悪化に寄与するとされる(Tang et al,2004 ; Morin et al,2007; Hoda et al,2014)。
また，特性不安や抑うつ感の強さも不眠症状の悪化に寄与することが指摘されている
(Nadorff et al,2013; Wilkerson et al,2011)。よって，DBAS，PSAS，FIRST および，不安
を測定する STAI，抑うつを測定する K6 を交絡変数と想定した。さらに，研究協力者が不
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眠症状の治療として服用しているベンゾジアゼピン系薬物は，本来睡眠状態を改善させる
効果をもっており，睡眠状態や薬に対する認知への影響が生じる可能性も考えられた。また，
睡眠時無呼吸症候群の症状によって睡眠状態が悪化する可能性も考えられた。よって，ジア
ゼパム換算されたベンゾジアゼピン系薬物の服薬量と AHI も交絡変数として想定した。そ
して，睡眠状態と服薬に関する認知の関連に対して，交絡変数が寄与しているかどうかを検
討することとした。さらに，他の認知が寄与することで睡眠状態との関連が生じているのか
を考察するため，睡眠状態と関連が示された服薬に関する否定的認知同士の関連について
も検討することとした。
具体的な分析手順は次のとおりである。睡眠状態を示す項目と服薬と睡眠に関する質問
の回答の特徴を明らかにするために平均値を算出した上で，服薬時の認知と睡眠状態に関
する各項目，普段の認知と睡眠状態に関する各項目について，それぞれ Spearman の順位
相関分析を行った。また，睡眠状態を示す各指標と服薬に関連する認知の項目との間で有意
な相関または有意傾向が示された項目に対し，各交絡変数との相関分析を行った。さらに，
服薬時の認知と普段の認知との関連についても，それぞれ睡眠状態を示す指標との有意な
相関または有意傾向が示されたものに関しては相関分析を行った。5%未満を有意，10%未
満を有意傾向とした。すべての分析は，SPSS(ver.22)を用いて行われた。

倫理的配慮
本研究は，東京大学研究倫理審査委員会から承認を受けて実施した。また，全ての研究協
力者は，事前に十分な説明を受けた上で，口頭および文書にて研究協力の同意を得た。
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結果

主要変数の記述統計量
研究協力者の特徴を示す変数の平均値および標準偏差は表 8 の通りであった。

表 8.各変数の平均値および標準偏差

服薬時の認知

普段の認知

睡眠状態

不眠関連症状

年齢

平均値
67.50

標準偏差
10.11

眠れない心配

37.50

26.59

効くのか懸念
飲みたくない
何も考えない
本来同じように効く
日によって波がある
十分に効かない
自分に合っている
飲めば眠れると思う
睡眠効率(%)
入眠潜時(分)
総中途覚醒時間(%)
AHI(回/1時間)

41.25
78.75
35.00
43.75
56.25
45.00
63.75
70.00
67.74
15.81
28.45
16.96

28.00
19.59
30.24
28.75
27.22
28.78
15.06
22.04
11.46
12.94
9.93
6.24

ISI
DBAS
PSAS
FIRST
STAI
K6

15.38
5.19
35.63
27.63
43.38
6.38
6.45

6.78
2.16
10.47
3.54
8.67
3.78
3.86

ベンゾジアゼピン系薬物の服薬量(mg)

AHI=Apnea-Hypopnea Index; ISI=Insomnia Severity Inventory;
DBAS=Disfunctional Beliefs and Attitudes about Sleep;
PSAS=Pre-Sleep Arousal Scale; Ford Insomnia Response to
Stress Test; STAI=State-Trait Anxiety Inventories;ベンゾジアゼ
ピン系薬物の服薬量はジアゼパム換算により算出

服薬時の認知と睡眠状態の関連
服薬時の認知と睡眠状態について相関分析を行った結果，表 9 の通りであった。
入眠潜時が，
「眠れない心配」と有意な正の相関を(p<0.05)，
「効くのか懸念」と正の相関
傾向を示していた(p<0.10)。
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入眠潜時と「眠れない心配」，
「効くのか懸念」の間に有意な関連および関連傾向がみられ
たことから，これらの変数と不眠関連尺度，AHI，ベンゾジアゼピン系薬物の服薬量との相
関について検討した。その結果，STAI が入眠潜時と有意な正の相関を示すとともに
(r=0.88,p<0.01)，
「眠れない心配」と有意な正の相関を(r=0.80,p<0.05)，
「効くのか懸念」と
有意な正の相関を示していた(r=0.85,p<0.05)。STAI は，その他の睡眠状態を示す指標およ
び服薬時の認知との相関は見られなかった。また，PSAS が「効くのか懸念」と有意な正の
相関を示していた(r=0.77,p<0.05)。PSAS は，入眠潜時および，
ほかの睡眠状態を示す指標，
服薬時の認知との相関は見られなかった。ISI，DBAS，FIRST，K6 については，全ての服
薬時の認知および睡眠状態を示す指標との相関は示されなかった。AHI は，
「飲みたくない」
と有意な負の相関(r=-0.76,p<0.05)を示しており，他の服薬時の認知および睡眠状態を示す
指標との相関は見られなかった。ジアゼパム換算したベンゾジアゼピン系薬物の服薬量は，
「効くのか懸念」と正の相関傾向(r=0.63,p<0.10)を示したが，入眠潜時との相関は示されな
かった。

表 9.服薬時の認知と睡眠状態の相関

1

1
2
3
4
5
6
7
8

2

3

4

0.44
-0.25
-0.01
-0.12
0.70†
0.02

-0.54
-0.28
0.18
0.15
-0.34

-0.23
0.12
-0.01
-0.07

5

6

7

眠れない心配
効くのか懸念
飲みたくない
何も考えない
総睡眠時間
睡眠効率
入眠潜時
総中途覚醒時間

0.55
0.20
0.01
-0.49
-0.59
0.87
0.53

**

0.48
-0.42 -0.67
-0.38 -0.98 * * 0.56

†p<0.10; *p<0.05; **p<0.01

普段の認知と睡眠状態の関連
普段の認知と睡眠状態，不眠関連尺度について相関分析を行ったところ，表 10 のとおり
であった。入眠潜時については，
「自分に合っている」
「飲めば眠れると思う」と有意な負の
相関(p<0.05)を示していた。また，総覚醒時間が，
「本来同じように聞く」と「自分に合って
いる」と正の相関傾向(p<0.10)を示していた。睡眠効率に関しては，普段の認知「本来同じ
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ように聞く」と「自分に合っている」と有意な正の相関(p<0.05)を示していた。
上記で有意な関連(p<0.05)および有意傾向が見られた認知および睡眠状態に対し，交絡変
数との関連を検討するために，不眠症関連尺度，AHI，ジアゼパム換算したベンゾジアゼピ
ン系薬物の服薬量との相関分析を行った。その結果，STAI が，
「飲めば眠れると思う」とは
有意な負の相関を(r= -0.73,p<0.05)，「自分に合っている」とは負の相関傾向を (r=0.63,p<0.10)示していた。上記で関連性が示された普段の認知および睡眠状態の指標は，ISI，
PSAS，FIRST，DBAS，K6 との相関は示さなかった。また，AHI は，
「本来同じように聞
く」と「自分に合っている」および総覚醒時間，睡眠効率との関連はみられなかった。ジア
ゼパム換算したベンゾジアゼピン系薬物の服薬量は，「本来同じように効く」と有意な負の
相関(r=-0.72,p<0.05)を，
「十分に効かない」と有意な正の相関(r=0.81,p<0.05)を示した。
また，服薬時の認知と普段の認知それぞれが独立して睡眠状態と関連しているかを検討
するため，睡眠状態との関連が見られた服薬時の認知「眠れない心配」「効くのか懸念」お
よび普段の認知「自分に合っている」「飲めば眠れると思う」
「本来同じように効く」「日に
よって波がある」
「十分に効かない」との相関について検討した。その結果，服薬時の認知
「効くのか懸念」が，普段の認知「十分に効かない」と有意な正の相関を示した
(r=0.86,p<0.01)。また，服薬時の認知「眠れない心配」が，普段の認知「自分に合っている」
と有意な負の相関を(r=-0.91,p<0.01)，普段の認知「飲めば眠れると思う」と有意な負の相
関を(r=-0.84,p<0.01)，それぞれ示していた。これら以外の服薬時の認知と普段の認知の相
関は示されなかった。

表 10.普段の認知と睡眠状態の相関
本来同じ 日によって
ように効く 波がある

総睡眠時間
睡眠効率
入眠潜時
総中途覚醒時間

十分に
効かない

自分に
合っている

飲めば
眠れると思う

-0.21
-0.22
0.58

0.52

0.72
-0.35

-0.49
0.15
0.00

0.36
0.50

-0.70†

-0.20

0.17

0.37
*

†p<0.10; *p<0.05; **p<0.01
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*

0.74
-0.87 * *
-0.68†

-0.88 * *
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第4節

考察

本研究は，研究 2 で得られた仮説「睡眠薬に対する否定的認知の確信度が強いほど入眠
が困難になる」を検討することを目的としていた。
不眠症状を訴える患者に対し睡眠状態については PSG を用いて，睡眠薬に対する否定的
認知については質問紙を用いてデータを収集した。そして，睡眠薬に関する否定的認知と睡
眠状態との関連について検討するため，Spearman の順位相関分析を行った。
その結果，普段の睡眠薬に対する認知「本来同じように効く」および「自分に合っている」
において，睡眠効率と 5％水準で有意な正の相関が見られた。また，普段の睡眠薬に対する
認知「自分に合っている」
，
「飲めば眠れると思う」と入眠潜時の間に，5％水準で有意な負
の相関がみられた。服薬時の睡眠薬に対する認知「眠れない心配」は入眠潜時と 5%水準で
有意な正の相関が，
「効くのか懸念」は入眠潜時と 10%水準で相関傾向がみられた。
以上から，服薬時の薬の効果に対する懸念が入眠潜時の延長と関連していることが示唆
された。また，普段から抱えている，睡眠薬は自分に合っているという認知および，睡眠薬
は眠れると思うという認知が入眠潜時の短縮に関連している可能性が考えられたとともに，
睡眠薬は同じように効くという認知および自分に合っているという認知が睡眠効率の高さ
にも関連していると考えられた。

服薬時の認知と睡眠状態の関連性について
服薬時に生じる「効くことへの懸念」という認知が入眠潜時と 10％水準で相関傾向が見
られたことから，服薬時に「効くのか懸念」という認知が強く確信されることに後続して入
眠困難が発生すると推測された。また，AHI は「効くことへの懸念」や睡眠状態を示す指標
との関連が示されなかったことから，
「効くことへの懸念」と入眠潜時の関連は，睡眠時無
呼吸症候群によって生じた体験ではないことが推察された。さらに，ベンゾジアゼピン系薬
物の服薬量の多さが，
「効くことへの懸念」の強さと 10％水準で相関傾向を示したものの入
眠潜時との相関は示されなかったことから，
「効くか懸念」と入眠潜時の関連はベンゾジア
ゼピン系薬物の服薬量の多さに伴って生じたわけではないと推察される。以上から，薬が効
くかについての懸念という治療に対する否定的認知が服薬行動に伴い発生し，入眠潜時を
延長させる可能性があると考えられた。
その根拠として，普段の認知「本来同じように効く」
「日によって波がある」
「自分に合っ
ている」
「飲めば眠れると思う」と服薬時の認知「効くのか懸念」は関連性が示されなかっ
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た。また，普段の認知「十分に効かない」は服薬時の認知「効くのか懸念」との相関がみら
れたものの入眠潜時との相関は見られなかった。よって，
「効くのか懸念」は「十分に効か
ない」とは別個に入眠潜時に関連していると考えられる。これらから，
「効くのか懸念」は，
普段は生じない一方で服薬時には生じる状況依存的な認知であると推察される。さらに，客
観的入眠潜時の長さには，PSG 実施日の状態不安の強さが影響することが明らかにされて
いる(Horváth et al,2016)。これに対し，
「懸念」という言葉は，気にかかり不安になること
を示す語であることから(デジタル大辞水,2016)，
「効くのか懸念」は状態不安が伴う認知と
推測される。先行研究において PSG 実施日の状態不安の高さは客観的睡眠潜時に関連を示
す一方で客観的総睡眠時間や睡眠効率との関連性は示さないのに対し(Horváth et al,2016)，
本研究において「効くのか懸念」においても同様に総睡眠時間や睡眠効率との関連が示され
なかったことからも，
「効くのか懸念」が状態不安を伴う認知であると推察される。以上か
ら，服薬時に「効くのか懸念」という認知が生じ，それに伴い状態不安が高まることで，入
眠潜時が延長すると推測される。
服薬時の状態に関し，
「眠れないことへの心配」は入眠潜時と正の相関が示されたが，
「眠
れないことへの心配」と「効くのか懸念」との相関が示されていないことから，これら 2 つ
は独立した認知であると推察される。よって，入眠困難には睡眠自体に対する不安と薬の効
果に対する不安がそれぞれ別個に影響していると推測される。また，「効くのか懸念」は
DBAS や PSAS とも正の相関が見られた。しかし，DBAS と PSAS は入眠潜時との相関が
見られなかったことから，
「効くのか懸念」は DBAS や PSAS とは異なる機能をもった認
知だと考えられる。先行研究では，主観的覚醒感である PSAS，主観的な不眠重症度である
ISI，不眠に関する非機能的認知である DBAS は，客観的入眠潜時との関連性は見られない
ことが指摘されていることから(Horváth et al,2016; Takano et al,2016; Bastien et al,2001;
Morin et al,2007)，服薬時の薬の効果に対する懸念は，客観的入眠潜時に関連を示すという
点で上記の不眠関連の心理的指標とは異なる機能を有する認知として位置づけられる。
特性不安を示す STAI が「効くのか懸念」と入眠潜時の両方と相関が見られた。特性不安
が高い人は特性不安が低い人に比べ，服薬時において効果に対する懸念をより強く感じや
すいことで状態不安が高まり，睡眠潜時が悪化すると考えられる。その理由として，特性不
安が強い者は特性不安が低い者に比べ，状態不安が生じやすい場面において，より否定的認
知が生じやすいことが指摘されている(Macleod et al,1992)。状態不安の高さがその日の晩
の睡眠潜時の長さを予測することも考慮すると(Horváth et al,2016)，特性不安が強い者に
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おいては，服薬時に薬が効くのか懸念という認知が発生しやすく，効くのかの懸念に伴い状
態不安が高まり入眠困難が促進される可能性が考えられる。ただし，本研究の結果からは，
入眠潜時の長さが特性不安の強さによって直接的に生じているのか，それとも服薬時の「効
くのか懸念」という認知が媒介して生じているのか，明言することは難しい。よって，今後
は，特性不安の強さが，服薬時に生じる薬が効くのかという懸念を媒介して入眠困難を予測
するかについて，媒介変数解析を用いて検討することが必要であろう。
本研究により，薬物治療中に入眠困難が改善しにくい場合の機序に関する示唆が得られ，
入眠障害に対する薬物治療の停滞への介入すべき点が新たに明らかになったと考えられる。
カフェインはアデノシン受容体とベンゾジアゼピン受容体に作用することで，脳波のβ波
を増やし覚醒状態を促進させる効果がある(Nehling et al,1992)。カフェインが睡眠に悪影
響を与えることへの懸念を抱いた場合，懸念を抱いていない場合よりも睡眠状態が悪化す
ることが指摘されていた(Drake et al,2008)。本研究の示唆から，薬物治療においても，服
薬する対象への否定的認知が睡眠を妨害する可能性があると推察される。今まで薬物治療
においては，プラセボであっても客観的入眠潜時に睡眠薬の 64％の効果が得られることが
指摘されていた(Winkler et al,2015)。プラセボ効果は，施行される治療により症状が改善
することへの期待感といった治療に対する肯定的認知が働くことで生じる(Haour,2005)。
すなわち，薬物治療に対する肯定的認知によって不眠症状が改善することについては明ら
かにされていた。しかし，否定的な認知が夜間の眠れない症状に対する薬物治療に悪影響を
与える可能性については明らかにされてこなかった。本研究において，その示唆が得られた
ことは，本研究の資するところであろう。とくに，入眠困難は日本人においては 8.3%と多
く，中途覚醒と比べても自傷行為と関連性も高いことから(Hysing et al,2015)，不眠症状の
中でも入眠障害に対する治療が非常に重要であるといえる。
一方，服薬時の「飲みたくない」
「何も考えない」という認知については，睡眠指標との
関連性が示されなかった。よって，服薬時の薬を飲みたくないという認知や何も考えない状
態は，睡眠状態に影響しないと示唆された。
「飲みたくない」は服薬に関連する葛藤を反映
した認知と捉えられることから，併せて否定的感情が生じ認知的覚醒が強まることで睡眠
指標の悪化と関連が示されると考えられたが，本研究の結果を踏まえると，
「飲みたくない」
という認知は睡眠を妨害するほどの強い覚醒は誘引しないと考えられる。
「何も考えない」という認知については，この認知が強いほど睡眠指標が良好となると考
えられたが，本研究の結果は異なっていた。このような結果となった理由としては，
「何も
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考えない」傾向が強いと答えた対象者には，自然と何も考えずに服薬している者と，何も考
えないようにしようと無理に努力してしまう者が混在していると考えられる。実際にリラ
クゼーション技法にて導かれる自然なリラックス状態では何も考えない状態に至ることが
できる一方で(Conrad et al,2007)，無理して何も考えないようにしようとすると却って意図
しない認知が保持されやすくなることが指摘されている(Hayze et al, 武藤ら 訳,2010)。
本研究では，
「何も考えない」認知が強い者であっても，自然と考えない状態にあった者と
無理やり考えないようにしていた者とが混在していた可能性が考えられる。さらに，
「何か
を考えていた」者は，必ずしも睡眠に関する否定的な認知だったとは限らず，肯定的な感情
を誘引するような認知や中性的な認知が生じていた可能性がある。その場合は，覚醒を引き
起こすような否定的感情は伴わないだろう。したがって，本研究で検討した「何も考えない」
については，
「何も考えない」状態がより強い場合においても，弱い場合においても，多様
な状態の者が混在していたために，関連性が示されなかったと考えられる。

普段の認知と睡眠状態の関連性について
普段から生じている服薬に関する認知「本来同じように効く」
「自分に合っている」
「飲め
ば眠れると思う」と睡眠状態との関連性が示された。このことから，睡眠薬に関連する普段
の認知においても睡眠状態に一部影響を与える可能性もあることが示唆された。ただし，普
段の認知については，明確に普段の認知に後続して結果で示された睡眠状態が生じている
とも言い切れない。PSG 実施夜に示された睡眠状態が普段から生じていることで，こうし
た普段の認知が生成された可能性も考えられる。なお，ベンゾジアゼピン系薬物の服薬量が，
「本来同じように効く」との間に 5%水準で負の相関を，
「十分に効かない」との間に 5%水
準で正の相関を示した。この理由として，服薬量が多い患者は，少量で効果を得られない経
験をした結果として服薬量が多い状況に至っていると推測される。服薬しても眠れない経
験をしてきたために，薬は同じように効果が得られるものだという考えを抱きにくく，薬は
十分に効かないという考えを抱きやすい可能性も考えられる。
「自分に合っている」
「飲めば眠れると思う」という考えの強さが，入眠潜時の長さと 5％
水準で有意な負の相関を示していた。研究 2 では，普段から自分に合っている，あるいは飲
めば眠れると思うと考えていることで，服薬時に何も考えずに済み，その結果として入眠潜
時が短くなるという仮説を生成した。しかし，本研究では「何も考えない」は入眠潜時との
関連性が示されなかったことから研究 2 で生成された体験プロセスは支持されず，
「自分に
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合っている」
「飲めば眠れると思う」が，服薬時の「何も考えない」を介さずに入眠潜時に
影響を与えると推察される。さらに，交絡変数の中では，特性不安の強さが「自分に合って
いる」
「飲めば眠れると思う」と 5%水準で有意な負の相関を示すとともに，入眠潜時と 5％
水準で有意な正の相関を示していた。このような結果が得られた理由として，特性不安が高
い者に生じる否定的情報に注意が向く認知バイアスの影響が考えられる (Macleod et
al,1988)。特性不安の強さにより睡眠や薬に対する否定的情報に注意が向いているために，
薬の効果を肯定的に捉えられないと考える。認知バイアスである薬の効果への肯定的評価
の低さの背景に特性不安の高さがあることで，
「自分に合っている」
「飲めば眠れると思う」
という認知が弱いほど入眠潜時が長いという関連が示されたと考えられる。
「本来同じように効く」および「自分に合っている」が，総中途覚醒時間とは 10％水準
で負の相関傾向を，睡眠効率とは 5％水準で正の相関を示していた。睡眠薬は本来同じよう
に効くと考えている者，あるいは睡眠薬が自分に合っていると考える者は，夜間の中途覚醒
時間が少ないと示された。よって，普段から睡眠薬に対する肯定的認知を抱えていることで，
夜間睡眠が向上する可能性が考えられる。
「本来同じように効く」
「自分に合っている」と総
中途覚醒時間，睡眠効率の関連においては交絡変数が確認されなかったため，機序について
は不明である。可能性の一つとして，普段から中途覚醒時間が少なく睡眠効率が良いことに
より薬は本来同じように効く，自分に合っているといった考えを抱くことができるとも考
えられる。研究 2 では，普段から薬は本来同じように効くと考えていることで，入眠困難時
において薬の効果に納得がいかず否定的感情や入眠困難に至るとの仮説が生成された。本
研究では，サンプル数が少なかったことから，
「本来同じように効く」という認知が入眠困
難の状況において睡眠状態に与える影響について検討することができなかった。今後は，入
眠困難がすでに生じている条件とまだ入眠困難が生じていない条件それぞれにおいて「本
来同じように効く」という考えの有無と入眠困難との関連性を検討し，入眠困難条件と本来
同じように効くという考えの交互作用効果を明らかにする必要があるだろう。
「日によって波がある」と「十分に効かない」は，睡眠状態との関連は示されなかった。
よって，「日によって波がある」と「十分に効かない」は睡眠状態に直接影響を与えるとは
いえないと考えられる。研究 2 では，普段から薬の効果は日によって波があると考えてい
ることで，服薬時に効くかの懸念が生じて睡眠状態が悪化するという仮説が生成されてい
た。本研究の結果では，「効くのか懸念」という認知と入眠潜時の関連は示されたものの，
「日によって波がある」と「効くかの懸念」について関連が見られなかったため，この仮説
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は否定された。さらに，研究 2 において，普段から薬は十分に効かないと考えていることで
服薬時に飲みたくないと考えが生じ睡眠状態が悪化するという仮説が生成された。本研究
では，
「十分に効かない」と服薬時の認知「飲みたくない」，睡眠状態の間には何も関連が示
されなかったことから，この仮説についても否定された。
以上から，入眠潜時には服薬時に何も考えていないか否かは関連がなく，普段から薬は自
分に合っている，あるいは飲めば眠れると確信できない者は，確信できない背景にある特性
不安によって睡眠前の状態不安が引き起こされ，入眠潜時の延長に至ると考えられる。ただ
し，因果性については不明である。また，入眠潜時が普段から短いために，その結果として
薬に対する肯定的な認知が生じている可能性も考えられる。今後は，この因果関係が正しい
か否かを明らかにするため，
「自分に合っている」
「飲めば眠れる」の認知の個人内変化によ
る入眠潜時の変化について検討していく必要があるだろう。

本研究の限界と展望
まず，データの偏りが挙げられる。研究協力者のうち 7 名が睡眠時無呼吸症候群を併発
していることから，睡眠時無呼吸症候群患者の持つ特徴をより反映しているといえる。さら
に，眠れないこと訴える患者の背景は多岐にわたる。たとえば，眠れないことを訴える患者
には痛みを抱えている場合があることが指摘されているが(Lund et al,2010)，本研究の研
究協力者は明確に痛みを抱えているといえる患者はいない。よって，眠れないこと訴える患
者の特徴を完全に反映しているとは言い難い。また，本研究の研究協力者の平均年齢は 67
歳と高齢であるため，若年層については再検討が必要と考えられる。したがって，本研究の
一般化については，あくまで薬物治療中の眠れないことを訴える年配患者に留めておくこ
とが望ましい。更に，服薬状況に関しても，研究対象はそれぞれ睡眠薬の作用時間が異なる
ものを服用しており，1 名に関しては抗欝薬であるデジレルを服用している。本研究では服
薬状況が統制されていないことから，作用時間の相違やデジレルの影響の影響が無いとは
いえない。今後は，服薬内容を統制した上で，より若年層の患者の対象も集めるとともに多
様な背景を持つ眠れないことを訴える患者のデータを収集し，より大きいサンプル数にて
検討することが重要と考える。サンプルの多様化と増加により，薬物治療中の不眠症状を抱
える患者全般に本研究を一般化できる可能性が生じるだけでなく，媒介変数解析などを用
いて様々な認知や睡眠状態との複雑な関連性を検討することが可能になるだろう。研究 2 の
研究協力者は精神疾患を併発している患者が含まれていたのに対し本研究の対象者は含ま
98

れていないこと，研究 2 の対象者の平均年齢は 53.3 歳で本研究とは年齢層が異なること，
服薬期間の基準も研究 2 では半年以上なのに対し本研究は 3 か月以上と異なることなどか
ら，本研究の結果が研究 2 の仮説を完全に反映しているとは言い切れない。今後は研究 2 の
対象者とより近い特徴の患者を対象として更なる検討を行っていく必要があるだろう。
また，本研究では服薬時の薬が効くのかについての懸念の出現に後続して客観的入眠潜
時が延長することは示されたが，この因果関係については明確に主張できない。特に，特性
不安をはじめとした交絡変数との関連についてはサンプル数の限界により，本研究で精緻
に検討することができなかった。よって，今後はサンプル数を増やして交絡変数の影響を除
外した服薬時の認知と客観的入眠潜時との偏相関や媒介変数解析などについても検討を行
うべきである。本研究で得られた示唆をさらに検討するために，服薬時に生じる薬が効くか
という懸念や，普段から生じている睡眠薬は自分に合っていると思えない，飲んでも眠れる
とは思えないといった認知が変容することにより入眠潜時も変容するかについて検討する
必要があるだろう。そのため，今後はこうした認知に対する介入プロトコルを考案し，介入
効果について検討することが重要と考えられる。
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第3部

薬物治療中のナルコレプシー患者が直面する
心理社会的問題に関する研究
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第6章

ナルコレプシー患者特有の行動様式と日常生活体験の関連

(研究 4)
第1節

問題と目的

第 2 部の補助研究では，眠れないことを訴える薬物治療中の患者は，治療開始後の睡眠
状態に不満感を感じることを契機として心理的葛藤が生じていることが示唆された。睡眠
時無呼吸症候群の場合では主訴とされる日中の眠気が治療開始後は健常者と相違がなくな
り QOL の改善も大きいことも踏まえると(Ramar et al,2015)，睡眠障害においても，治療
開始後に主訴とする症状が残存するか否かが心理社会的問題に関わる可能性が考えられる。
治療開始後に症状が残存する睡眠障害として，情動脱力発作を伴うナルコレプシーが挙
げられる。情動脱力発作を伴うナルコレプシーとは，夜間の十分な睡眠にもかかわらず日中
に繰り返し生じる耐え難い眠気や居眠り，および強い感情の出現により脱力する脱力発作
の 2 つが主症状であり，
これら症状が 3 か月以上続いている状態である(American Academy
of Sleep Medicine,2014)。同じく過眠症である特発性過眠症と比べて眠気がより強い一方
で，眠気や居眠りの長さが短く覚醒後のすっきり感が強いのが特徴的である(Roth, 1976)。
情動脱力発作を伴うナルコレプシーは，薬物治療により症状は改善されることは明らかで
ある(Vignatelli et al,2010)。しかし，薬物治療を行ってもなお，日中の眠気は健常者以上に
強いことが指摘されている(Golicki et al,2010)。また，情動脱力発作を伴うナルコレプシー
患者は，症状に伴い学業や仕事の支障や対人関係への悪影響が生じることが指摘されてい
る(Daniels et al,2001)。情動脱力発作を伴うナルコレプシーは，長時間睡眠を伴わない特発
性過眠症と比較しても治療前後共に日中の眠気が強いとの報告もある(Ozaki et al,2012)。
さらに，薬物治療を行っていても QOL が低いこと，抑うつ感が継続することが指摘されて
いる(Daniels et al,2001; Ozaki et al,2012)。以上を踏まえると，情動脱力発作を伴うナル
コレプシーにおいては，治療開始後も心理社会的な苦痛感を抱えながら生活していると考
えられる。よって，治療中の情動脱力発作を伴うナルコレプシー患者の心理社会的側面に対
する援助の開発をすることが重要と考えられる。そして，効果的な援助を行うために，心理
社会的問題が生じる機序を明らかにする必要があると考えられる。
薬物治療を行っているナルコレプシー患者の特徴として，日常生活場面において特有の
行動様式が見られることが指摘されている。本多(2002)は，ナルコレプシー患者はおおらか
で人がよいが，非積極的で，大雑把な傾向がみられると主張している。また，ナルコレプシ
ー患者は社会的内向性が高いことから(Beulter et al,1981)，周囲との積極的なかかわりが
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苦手な傾向があると推察される。こうした傾向には，「自分はダメな人間だ」という認識が
背景に存在しているという主張や(本多,2002)，社会的苦痛感やストレスが伴うという指摘
から(Beulter et al,1981)，ナルコレプシー特有の行動様式の傾向は苦痛感が伴う可能性が
ある。このような特徴を考慮すると，ナルコレプシー患者特有の行動様式は心理社会的問題
の要因の 1 つとして機能している可能性が推察される。
一般に，性格傾向や行動様式が形成される要因のひとつとして環境的要因が指摘されて
いることから(Riemann et al,1997)，ナルコレプシー患者においては，症状や治療に伴う固
有の体験に伴い，特有の行動様式が形成される可能性もあると考えられる。しかし，従来の
研究ではナルコレプシー患者の症状や治療に伴う体験とナルコレプシー患者特有の行動様
式の傾向の関連について検討されていない。そのため，本研究では環境的要因に焦点を当て，
情動脱力発作を伴うナルコレプシー患者特有の行動様式の傾向が形成される要因を明らか
にすることが必要と考えられた。先行研究によると，情動脱力発作を伴うナルコレプシー患
者は治療開始後も眠気が残存することおよび，仕事や勉強の場面でのうまく行かなさや対
人場面でのうまく行かなさが生じていることが示されていた(Golicki et al,2010; Daniels et
al,2001; Ozaki et al,2012)。これらを踏まえると，治療開始後も残存する症状により生じる
仕事や勉強，対人場面での失敗が環境的要因として，特徴的な行動様式の傾向に影響を与え
るのでないかと仮説が立てられた。また，行動様式の傾向には思春期頃までの経験がより大
きく影響することや，学習経験によって形成されることから，発症年齢が早いことおよび症
状にさらされる期間が長いほど，行動様式が強まるとの仮説が立てられた。よって，本研究
では，これらの仮説を検討することを目的とした。
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第2節

方法

研究対象
本研究は過眠症の長期予後研究の一部として行われたものである。対象は 1960 年から
2000 年までの間に，東大病院あるいは晴和病院の睡眠専門外来にて初診時に過眠症専門医
によってナルコレプシーと診断された患者である(ICSD-2 では情動脱力発作を伴うナルコ
レプシーに相当する)。2006 年 3 月から 2007 年 11 月の期間に，住所情報のある 793 名を
対象に質問紙を郵送し，有効回答が得られた 324 名(男性 214 名,女性 110 名)を分析対象と
した。分析対象者の平均年齢は 61.0(±13.9)歳であった。

質問紙
本研究では，長期予後調査のために著者のうち過眠症専門医 2 名によって作成されたナ
ルコレプシーに関連する症状や体験，生活状況に関する質問項目で構成された質問紙のな
かで，次に述べる質問項目を対象に分析を行った。発症年齢，初診年齢，記入時年齢，服薬
時にも生じる情動脱力発作の頻度に関する質問，非服薬時の情動脱力発作の頻度に関する
質問，服薬時にも生じる日中の眠気の頻度に関する質問，非服薬時の日中の眠気の頻度に関
する質問，自動症の頻度に関する質問(以上各 1 項目)，そして日中の眠気に伴う失敗体験に
関する質問 25 項目，およびナルコレプシー患者の行動様式の傾向に対する自己評価を問う
質問 9 項目である。
服薬時および非服薬時の情動脱力発作，日中の眠気の頻度に関する質問項目は，8 件法によ
るもので，ない，稀に (月に 1 回以下)，たまに(週に 1 回以下)，時々 (週に 2～3 回位)，し
ばしば (日に 1 回位)，いつも(日に何回もある)，あてはまらない（薬を飲んでいないなど）
，
その他，から構成されていた。これらの項目は，統計解析を行う際に間隔尺度として用いる
ため，症状の出現頻度を示していないと考えられる“あてはまらない”および“その他”を
選択した者は除外したうえで，6 件法として扱った。また，日中の眠気に伴う失敗体験に関
する質問項目は 4 件法，行動様式への自己評価の傾向に対する自己評価について問う質問
項目は 5 件法であった。なお，この質問紙は本研究の実施に当たり新たに作成されたもの
であり，妥当性および信頼性の検討はなされていない。

統計解析法
ナルコレプシーの症状および症状に伴う日常生活体験が，ナルコレプシーに特異的な行
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動様式の傾向へどのように影響するか検討するため，次の手順で分析を行った。
まず，日中の眠気を伴う失敗体験に関する質問 25 項目および，行動様式の傾向に関する
質問 9 項目について，それぞれ因子分析を行った。質問紙の項目はナルコレプシー患者の
観察記録から失敗体験や行動様式の傾向の特徴を抽出して作成されたものである。初めに
探索的因子分析を行い，その結果に基づいて最尤法およびプロマックス回転を採用した確
認的因子分析を行った。欠損値は除外し，日中の眠気を伴う失敗体験に関する質問 25 項目
に対する因子分析では 176 名，行動様式への自己評価の傾向に関する質問 9 項目に対する
因子分析では 267 名を分析対象とした。また，抽出された因子の内的一貫性はクローンバ
ックの α 係数によって信頼性を検討した。また抽出された因子がこれまでナルコレプシー
患者に特徴的な性格傾向として記述されている内容を反映したものであるかを検討するこ
とで(本多,2002)，内容的妥当性を検討した。
次に，症状が行動様式への自己評価の傾向に直接的に関連するのか，それとも日中の眠気
に伴う失敗体験を媒介して関連するのかを検討するために，服薬時にも生じる日中の眠気
の頻度，非服薬時の日中の眠気の頻度，服薬時にも生じる情動脱力発作の頻度，非服薬時の
情動脱力発作の頻度の 4 変数が自己評価の傾向として抽出された 3 因子を直接予測すると
ともに，症状頻度を示す 4 変数が日中の眠気に伴う失敗体験 5 因子を媒介して行動様式を
予測するモデルを作成し，共分散構造分析を行った(図 4)。
最後に，発症年齢，初診年齢から発症年齢を減じることで算出した発症から治療開始まで
の期間，現在の年齢から初診年齢を演ずることで算出した治療年数の 3 変数を独立変数，
行動様式の傾向 3 因子を従属変数としたモデルについても共分散構造分析を用いて分析し
た(図 5)。
共分散構造分析の際は，完全情報最尤推定法により欠損値を代入し，324 名を分析対象と
した。また，モデルの修正に関して，それぞれ関連性を見る変数または因子の全てから自己
評価傾向を示す 3 因子すべてにパスを引いた図 4 および図 5 のモデルを起点とし，p<0.05
を満たさなかったパスを削除していった。最終的に，得られたモデルを分析結果とした。

倫理的配慮
本研究は，公益財団法人神経研究所，東京都医学総合研究所，国立保健医療科学院の研究
倫理審査委員会に承認された方法に従って実施された。
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図 4.各症状と失敗体験 5 因子と行動様式への自己評価の傾向の関連を検討するモデル

図 5.発症から治療までの期間，治療年数，発症年齢と
行動様式への自己評価の傾向の関連を検討するモデル
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第3節

結果

行動様式への自己評価の傾向に関する因子構造の検討
行動様式への自己評価の傾向に関する質問 9 項目に対し探索的因子分析を行った。固有
値の変化(2.84,1.80,1.18,0.71,0.67.0.63…)について，固有値の変化が緩やかになる前までの
因子数が適切とするスクリー基準に基づくと，3 因子構造が適当と考えられた。3 因子はす
べて固有値が 1.0 以上であり，固有値が 1.0 以上の因子を採用するガットマン基準を満たし
ていた。また，累積寄与率に関し，2 因子構造では 49.5％なのに対して，3 因子構造では
61.49％と 50％を超えていたことからも，3 因子構造が適当と考えた。さらに，因子解釈可
能性という点においても 3 因子は適当と考えられた。以上から，行動様式への自己評価の
傾向に関しては，3 因子構造が妥当と判断した。
次に，再度 3 因子を仮定して確認的因子分析を 1 回行った。プロマックス回転後の最終
的な因子分析結果および因子間相関は表 11 の通りである。各質問項目の内容に基づき，第
1 因子は「非積極性」
，第 2 因子は「おおらかさ」
，第 3 因子は「大雑把さ」と命名した。臨
床的経験に基づき記述された本多(2002)のナルコレプシーの特徴では，
“自信を失うばかり
か，周囲からの嘲笑を恐れ引っ込み思案な性格になりがち”“自己主張をすることも減り”
という記述があり，
「非積極性」と合致すると考えられた。また，
“自分の言っていることに
もあまりこだわらなくなる”
“あまり自己主張しないで他人の話を受ける性格”
“人のいい性
格”という記述が「おおらかさ」と合致すると考えられた。
“緊張感の無い性格”という記
述は「大雑把さ」と合致すると考えられた。

表 11.行動様式への自己評価の傾向に関する因子分析および信頼性の検討
1
0.853
積極的―消極的
0.736
自信がある方―自信がない方
0.702
楽観的―悲観的
0.657
話し好き―無口
-0.16
怒りっぽい―めったに怒らない
他 人 の 不 正 や 不 誠 実 は 許 せ な い ― 0.113
他人のことは気にしない
0.095
物事にこだわる―あきらめやすい
0.016
几帳面―ずぼら
-0.1
時間を守る―時間にルーズ
1.000
因子間相関
0.196
0.271
106

2
0.084
0.03
-0.27
0.15
0.735
0.618

3
-0.02
0.149
-0.07
-0.15
-0.07
-0.05

0.466
0.048
-0.07
0.196
1.000
0.381

0.103
0.775
0.416
0.271
0.381
1.000

Α
0.805

0.614

0.442

日中の眠気に伴う失敗体験に関する因子構造の検討
日中の眠気に伴う失敗体験を問う 25 項目に対し探索的因子分析を行った。固有値の変化
(5.83,2.19,1.82,1.64,1.45,1.38,1.10,0.97…) 固有値の変化が緩やかになる前までの因子数
が適切とするスクリー基準に基づくと，5 因子構造が適当と考えられた。5 因子はすべて固
有値が 1.0 以上であり，固有値が 1.0 以上の因子を採用するガットマン基準を満たしてい
た。
累積寄与率についても，4 因子構造では 46.0％なのに対し 5 因子構造では 51.8％と 50％
を超えていることから，5 因子構造が適当と考えられた。また，因子解釈可能性という点で
も，5 因子が適当と考えられた。以上から，日中の眠気に伴う失敗体験に関しては，5 因子
構造が妥当と判断した。
探索的因子分析において，7 因子までは固有値が 1.0 以上あったが，6 因子または 7 因子
で確認的因子分析を行うと不適解が出現したため，6 因子構造または 7 因子構造は適切では
ないと判断した。よって，5 因子を仮定して確認的因子分析を行った。因子負荷量が 3.5 以
下の項目を除外することとし，合計 3 回因子分析を繰り返した。さらに，α 係数を算出し，
値の低下に寄与していた 1 項目を除外したうえで因子分析を行った。プロマックス回転後
の最終的な因子分析結果および因子間相関は表 12 の通りである。各質問項目の内容に基づ
き，第 1 因子は「注意集中の困難」
，第 2 因子は「仕事評価の低下」，第 3 因子は「対人関
係の疎遠」
，第 4 因子は「成績や試験の躓き」，第 5 因子は「仕事でのやり取りの失敗」と命
名した。本多(2002)は社会生活場面で生じる困難として，“居眠りの繰り返しのためにどう
しても学業成績が低下してしまう”という記述から，何かしらの作業中に何度も居眠りを繰
り返すことで継続的に作業に取り組めない状況にあると捉えられ，「注意集中の困難」と合
致すると考えられた。また，
“不利な配置転換”
“上司の評価も「怠慢で気合が無い」
，と信
頼も低かった”という記述から仕事をする場面で肯定的な評価を得られない様子が見られ，
「仕事評価の低下」と合致すると考えられた。“パートナーの理解が得られない場合には，
よく眠ることが原因で家庭が不和になりがち”という記述から，家族をはじめとした周囲と
不和になりやすいことが推察され，
「対人関係の疎遠」が合致すると考えられた。
“毎日眠り
の症状が続き，能力はあるのに希望した進学を諦めるケース”という記述は居眠りにより勉
学などで思うように成果を示すことができないと捉えられ，
「成績や試験の躓き」と合致す
ると考えられた。
“大切な会議や商談の最中に眠ってしまったり”という記述は仕事での重
要な相手とやり取りをしている最中に居眠りしてしまうことを示していると捉えられ，
「仕
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事でのやり取りの失敗」に合致すると考えられた。

表 12.日中の眠気に伴う失敗体験に関する因子分析と信頼性の検討
2

3

4

5

α

会議中によく眠って馬鹿にされたり，注意を受けた。 0.67

-0.11

-0.06

0.04

0.04

0.74

よく眠るため仕事の能率が上がらず，注意を受けた。 0.59

-0.16

0.20

-0.05

-0.06

1

項目(4 件法)

映画や演劇を観ている最中に眠ってしまった。

0.57

0.35

-0.21

0.00

0.05

電車やバスなどで眠り込み，乗り過ごすことがよくあ
った。

0.51

0.33

-0.10

0.08

-0.05

-0.08

0.09

0.09

0.09

旅行中も眠ってばかりいて，景色を楽しめなかった。 0.43
よく居眠りをしたため昇進が遅れた。

-0.08

0.85

0.05

0.01

-0.00

よく居眠りをしたために不利な配置転換をされた。

-0.11

0.77

0.15

-0.03

-0.05

よく眠ることが原因で友人が減った。

0.06

0.02

0.64

0.20

-0.04

よく眠ることが原因で離婚となった。

-0.21

0.07

0.63

0.01

0.08

居眠りが失職の原因となった。

0.11

0.13

0.50

-0.04

-0.07

よく眠ることが原因で家庭内不和が起こった。

0.22

-0.01

0.47

-0.02

0.01

よく居眠りをするため進学をあきらめた。

0.01

-0.09

0.04

0.57

0.13

入学試験の時に眠ってしまい，落ちてしまった。

0.03

0.08

0.14

0.56

-0.09

繰り返す眠気のために学校の成績が下がった

-0.11

0.13

-0.07

0.55

0.24

入社試験の時に眠ってしまい，落ちてしまった。

0.27

-0.12

0.02

0.46

-0.15

仕事上の電話中に眠ってしまった。

-0.04

-0.07

-0.08

0.18

0.80

来客との面談中に眠ってしまった。

0.29

0.04

0.22

-0.22

0.55

因子間相関
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0.31

0.35

0.47

1.00

0.24

0.15

0.32

0.31

0.24

1.00

0.35

0.11

0.31

0.15

0.35

1.00

0.00

0.35

0.32

0.11

0.00

1.00

0.80
0.60

0.61

0.67

日中の眠気に伴う失敗体験と行動様式への自己評価の傾向に関する共分散構造分析
自己評価の傾向を示す 3 因子「おおらかさ」
「大雑把さ」
「非積極性」に対し，服薬時の日
中の眠気頻度が直接予測するのか，それとも日中の眠気に伴う失敗体験を示す 5 因子を媒
介するのかを検討するため，これらの変数に関する共分散構造分析を行った。その結果，図
5 に示したモデルが得られた(CMIN=910.64，df=396，p<.001，CFI=0.73，RMSEA=0.06)。
服薬時の日中の眠気頻度が全ての眠気に伴う失敗体験を示す因子に対し正の予測を示して
いた。さらに，失敗体験「対人関係の疎遠」因子が「非積極性」因子に対し正の予測を示し，
「注意集中の困難」因子が「大雑把さ」因子に対し正の予測を示していた。服薬時の日中の
眠気頻度から「大雑把さ」に直接予測するパスも含んだモデルについても検討したが，有意
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差が示されなかったため，モデルの精緻化の過程で服薬時の日中の眠気頻度から「大雑把さ」
に直接予測するパスは削除された。

図 6.日中の眠気に伴う失敗体験と行動様式への自己評価の傾向の関連

図 7.発症から治療までの期間，治療年数，発症年齢と行動様式への自己評価の傾向の関連
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第4節

考察

本研究では，情動脱力発作を伴うナルコレプシーに特徴的な行動様式の形成には，症状に
より二次的に生じる失敗体験が影響していると明らかにすることが目的だった。本研究か
ら，情動脱力発作を伴うナルコレプシー患者においては，①服薬時にも生じる眠気に伴い注
意集中の困難の強さに生じることで自分の行動様式を大雑把と評価する傾向が強まること，
②服薬時にも生じる眠気に伴い対人関係が疎遠になることで自分の行動様式を非積極的と
評価する傾向が強まること，③発症年齢が早いほど大雑把な行動様式だと自己評価する傾
向が強まること，が示唆された。
方法としては，情動脱力発作を伴うナルコレプシー患者を対象とした質問紙調査による
データ収集を行い，行動様式への自己評価の傾向を問う 9 項目について因子分析を行った
ところ，
「大雑把さ」
「非積極性」
「おおらかさ」が生成された。また，眠気に伴う失敗体験
を問う 12 項目について因子分析を行ったところ，
「成績や試験の躓き」「対人関係の疎遠」
「仕事の評価低下」
「注意集中の困難」「仕事でのやり取りの失敗」が生成された。
そのうえで，まず，各症状が行動様式の傾向に直接影響を与えるのか否か検討するため，
服薬時および非服薬時の日中の眠気頻度，服薬時および非服薬時の情動脱力発作の頻度と
行動様式 3 因子の関連について共分散構造分析を行った。その結果，
「大雑把さ」に対し服
薬時の日中の眠気頻度が正の予測をしていた。さらに，服薬時の日中の眠気頻度が直接「大
雑把さ」に関連しているのか症状に伴う体験が関連しているのかを検討すること，および症
状から生じる体験が他の性格傾向に関連しているのかを明らかにするため，服薬時の日中
の眠気頻度，眠気に伴う失敗体験 5 因子，行動様式の自己評価傾向 3 因子に関する共分散
構造分析を行った。その結果，日常生活の失敗体験に関し，服薬時の日中の眠気の出現頻度
の多さが，
「注意集中の困難」の大きさを介して「大雑把さ」を，
「対人関係の疎遠」の強さ
を介して「非積極性」を予測していた。
「おおらかさ」は，どの因子との関連性も見られな
かった。さらに，発症から治療までの期間，治療期間，発症年齢と行動様式 3 因子の関連に
ついて共分散構造分析を行った。その結果，発症年齢が早いほど大雑把と自己評価する傾向
が強いことが示唆された。

大雑把さについて
本研究の結果から，服薬時にも残る日中の眠気に伴い生じる注意集中の困難に関連して
自分を大雑把と評価する傾向が強まること，および発症年齢が早いほど自分を大雑把と評
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価する傾向が強まること，の 2 点が示唆された。これらから，大雑把な行動様式は，眠気の
出現に併せて逐一生じるという側面と，経験の蓄積により強まる側面の両側面があると推
察される。
服薬時にも生じる眠気の出現頻度が高いほど，「注意集中の困難」を媒介して自分を大雑
把と評価する傾向が強まることが示唆された。よって，服薬していても眠気が残遺するが，
眠気が生じる頻度が多いとそれに伴い注意集中の困難の出現頻度も多くなり，結果的に大
雑把と自己評価せざるを得ない行動が多く生じると考える。情動脱力発作を伴うナルコレ
プシー患者は，眠気が強い状況下では眠気が強くない状況の時に比べて，注意集中の維持が
困難になることが指摘されている(Hood et al,1996)。このことから，眠気の出現に伴って注
意集中の困難が発生する可能性が考えられる。ナルコレプシー患者は健常者と比べて
MMPI にて不安が強く強迫的な性格傾向を示すことが報告されている(Beutler et al,1981)。
そのことから，客観的にみれば大雑把というほどの行動でなくとも，患者本人は大雑把と判
断している可能性もある。本研究で検討した大雑把さは，あくまで主観的評価であるため，
実際に大雑把な行動様式が見られるかは不明である。また，服薬時にも生じる眠気の頻度と
大雑把さの関連についても，本研究は横断研究であるため，因果関係については明言できな
い。今後は眠気の出現頻度と注意集中困難の強さ，大雑把な行動様式の関連について客観的
な指標を用いて検討することで，本研究で得られた示唆をさらに検討していく必要がある
だろう。
また，発症年齢が早いほど自分を大雑把と評価する傾向が強いことが示唆された。発症年
齢の早さが大雑把と自己評価する傾向に関連する機序としては，幼少期に症状に曝される
ことで性格形成に影響を与えていると考えられる。性格は遺伝的要因と環境的要因が相互
に影響しながら，成人期までに形成されると提唱されている(Cloninger,1987)。これを考慮
すると，性格が成熟する前である若年時にナルコレプシー症状に曝される場合は，より高齢
である成人期以降に発症し症状に曝される場合に比べ，特徴的な行動様式が形成されやす
いと考えられる。
一方，ナルコレプシー患者においては，発症年齢が早い者ほど MSLT で測定される平均
入眠潜時が早いことが指摘されている(Nevsimalova et al,2009)。そのため，発症年齢が早
いほど眠気が重症であるために眠気に伴う大雑把な行動様式が多く生じやすい可能性も否
定できない。ただし，ナルコレプシー患者に限らず児童期や思春期の若年者は一般的に日中
の眠気が強いことや(Fukuda et al,2001; Kaneita et al,2010)，本研究では主観的眠気を指
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標として用いているのに対し主観的な眠気の重症度は発症年齢と関連しないことを考慮す
ると(Nevsimalova et al,2009)，発症年齢が早い者ほど眠気が重症であるために注意集中の
困難とそれによる大雑把と感じる行動様式を多く経験しやすいという仮説を支持するのは，
慎重になるべきと考える。本研究は想起による自己評価に基づいた横断研究であり，上記述
べた 2 つの可能性のどちらがより適当であるか明言することは難しいため，今後は縦断研
究のデザインで眠気重症度を調整したうえで発症年齢と大雑把さの関連について検討する
必要があると考える。
なお，本研究で未服薬時ではなく服薬時にも生じる眠気頻度との関連が見られたことに
ついては，治療中の患者は未服薬時の眠気頻度が多くても，薬物治療の効果で眠気出現頻度
が少なくなればこのような行動が出現しにくくなるためと推察される。

非積極性について
服薬時にも生じる日中の眠気の出現頻度が高いほど，対人関係の疎遠を媒介して自分を
非積極的と評価する傾向が強かった。したがって，自分を非積極的と評価する傾向は，ナル
コレプシーの眠気症状から二次的に発生した対人関係が疎遠化する体験に関連して強まる
との示唆が得られた。眠気の出現頻度に伴い対人関係を疎遠化する理由としては，周囲の反
応とは関係なく患者本人が対人場面を避ける可能性と，実際に周囲が否定的な反応を示す
ことで情動脱力発作を伴うナルコレプシー患者が対人場面を避けるようになる可能性の 2
つが考えられる。
対人関係の疎遠という体験は，服薬時の日中の眠気の頻度の多さに関連して生じやすく
なるとともに，この体験に伴い非積極的と自己評価する傾向が強まることが示唆された。情
動脱力発作を伴うナルコレプシー患者において，友達が作れない，人間関係が破綻したなど
の人間関係上の困難が生じることや(Daniels et al,2001)，配偶者との離別や仕事上での離
職を経験することが指摘されてきた(Ozaki et al,2012)。本研究で示された対人関係の疎遠
化体験は，これに一致すると考えられる。また，行動様式の傾向について，情動脱力発作を
伴うナルコレプシー患者は MMPI において抑うつ的で内向的な傾向が強いことが指摘され
ており(Beutler et al,1981)，本研究で示された非積極的な傾向とおおむね一致していると
捉えられる。しかし，これらの日常生活体験および行動様式の傾向が眠気に伴い生じている
かについては，上記の先行研究では明らかにされていない。ナルコレプシー患者においては
眠気の重症度が社会的機能の低下に関連するとの指摘はあるものの(Vignatelli et al,2004)，
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対人関係における状況と眠気の強さの関連については示されていない。本研究にて，眠気の
強さに関連して対人関係の困難が生じているとの示唆が得られたことは，新たな知見とし
て資する点と考える。
眠気の出現頻度に伴い対人関係が疎遠化して非積極的になる機序として，周囲の反応に
関係なく，自ら対人関係が疎遠化する行動を取っている可能性が考えられる。情動脱力発作
を伴うナルコレプシー患者は，てんかん患者と比べて社会的活動や余暇活動に参加しない
傾向が見られると指摘されている(Bruck,2001)。このことを考えると，情動脱力発作を伴う
ナルコレプシー患者は，他者との関わりを自ら避けるような行動をとりやすいのかもしれ
ない。また，情動脱力発作を伴うナルコレプシーおよび情動脱力発作を伴わないナルコレプ
シーにおいては，眠気の重症度に伴い主観的な疎外感や孤独感の認識が強まるとの報告も
あり(Kapella,2015)，眠気の強さに伴い他者との関係性に対する否定的認知が構築されると
考えられる。これらから，情動脱力発作を伴うナルコレプシー患者においては，周囲の反応
に関係なく，本人の引け目や疎外感などから自ら対人関係の疎遠化を促進して非積極的な
傾向になる可能性も考えられる。
一方で，実際に周囲が否定的な反応を示すのを見て患者が対人場面を避けるようになる
可能性も考えられる。実際に周囲が情動脱力発作を伴うナルコレプシー患者に否定的な反
応を示すことについて，ナルコレプシー患者は眠気により，周囲から怠け者と誤解されてし
まう可能性があるとの説もある(Douglas,1998)。このことから，他者といるときに頻繁に居
眠りをすることで，周囲が情動脱力発作を伴うナルコレプシー患者に不快感を抱く可能性
も考えられる。そして，そのような周囲の反応を見たことで患者本人が他者との関係を疎遠
にする可能性も考えられる。ただし，本研究は情動脱力発作を伴うナルコレプシー患者の眠
気や日常生活での印象に関する他者評価に関する情報は聴取していないため，あくまで可
能性の一つに過ぎない。
しかし，本研究で得られた示唆からは，どちらの可能性が高いかについて明言するのは難
しい。今後は，対人関係への構え方に関する患者本人の情報と周囲の情報の両方を得たうえ
で検討していくことが重要だろう。

おおらかさについて
本研究では，
「おおらかさ」と，服薬前あるいは服薬時の眠気症状や情動脱力発作症状の
出現頻度，眠気に伴う失敗体験との関連は見出されなかった。ナルコレプシー患者における
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おおらかな傾向は，発症時期や症状に曝される年数，治療年数や，眠気や情動脱力発作の頻
度，眠気に伴う失敗体験の影響を受けるという示唆は得られなかった。
情動脱力発作は喜びや驚き，怒りなどの強い感情の出現時に発生することから(Billiard et
al,2006; Dauvilliers et al,2007)，対処として強い感情が生じないような行動様式を身につ
けるとの主張もある(Billiard et al,2006; Thorpy et al,2007)。これらをふまえると，情動脱
力発作の引き金となる強い感情の発生を防ぐために，意識的におおらかな行動様式を取る
ようになる可能性も推測されたが，本研究では情動脱力発作とおおらかさとの関連は示さ
れなかった。
情動脱力発作とのおおらかさとの関連が示されなかった理由の 1 つとして，治療開始後
は情動脱力発作に伴う支障が少なくなるために，社会生活上に対する影響があまり大きく
ない可能性が考えられる。その根拠として，情動脱力発作は QOL や心理社会的状況との関
連性が特に見られないことが指摘されている(Vignatelli et al,2004)。また，薬物治療を行っ
ている状況では，情動脱力発作を伴うナルコレプシー患者の 67％が情動脱力発作を統制で
きていると感じているとの指摘がある(Ingravallo et al,2012)。そのため，薬物治療を行っ
ている状況では，情動脱力発作が心理社会的側面に悪影響を与えることや，患者本人の情動
脱力発作への困り感はそれほど多くないと推察される。
情動脱力発作とのおおらかさとの関連が示されなかったもう理由の 1 つとして，本研究
では出現頻度のみしか検討しなかったことが考えられる。情動脱力発作は，トリガーとなる
感情の種類や強さ，生じやすい文脈や状況も個人差があり，力が抜ける部位も腕や手，膝，
あご，
全身など多様で，
それに伴う怪我の経験の有無にも違いがある(Anic-Labat et al,1999)。
情動脱力発作の出現状況や出現部位によって行動様式への関連に相違がある可能性も想定
される。よって，今後は出現頻度だけでなく，情動脱力発作の出現部位や出現状況との関連
を検討することが必要であろう。

本研究の限界と展望
本研究の限界として，各因子を構成する各質問項目が標準化されておらず，因子分析にお
いてクローンバックの α 係数が低い因子も散見されるため，本研究で示した傾向や失敗体
験の信頼性および妥当性が十分検証できていないことがあげられる。そのため，本研究で示
した失敗体験と傾向の関連性の一般化は慎重に行う必要がある。
また，本研究は本人対象の質問紙調査を用いた横断的研究である。そのため，各症状の重
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症度や傾向は客観的にみると異なる可能性があること，および各因子同士の因果関係は不
明であることが限界点として挙げられる。特に，初発年齢や失敗体験については過去の想起
による回答であるため，記憶が曖昧になっている可能性があり，実際との乖離がより大きい
と推測される。よって，今後は本研究で示された関連性および先行研究から推測される因果
関係を検討するための，縦断的研究や客観的指標を用いた研究を行う必要がある。
さらに，本研究では日中の眠気に関する失敗体験のみを検討したが，情動脱力発作や他の
症状によって生じる社会的体験の関連性については検討していない。今後は，症状の出現す
る場面と行動様式との関連性など，症状の捉え方の切り口を変えての検討が望まれるだろ
う。また，失敗体験はそれ自体がネガティブな感情を伴う体験であるため，心理的苦痛が生
じやすいと推測される。よって，失敗体験やそれに伴い形成される性格傾向と，抑うつや不
安等の精神的問題との関連性も検討していく必要がある。
しかしながら，本研究により，日常生活における失敗体験や自分の行動様式に対する評価
の傾向が薬物治療開始後に残存する眠気に伴い生じることが見出された。これにより，情動
脱力発作を伴うナルコレプシー患者においては，薬物治療開始後も症状に伴い発生する心
理社会的問題に対するサポートを継続的に行っていく必要性があると考えられる。
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第7章
第1節

ナルコレプシー患者の対人関係疎遠化の過程(研究 5)
問題と目的

研究 4 では情動脱力発作をともなうナルコレプシー患者において，服薬時の日中の眠気
頻度が高いと対人関係の疎遠が生じやすくなり，自分は非積極的と自己評価しやすくなる
と考えられた。しかし，どのような過程で日中の眠気に伴い対人関係の疎遠化が生じ，結果
的に非積極的と自己評価するような行動様式が生じるようになるのか，その体験的連続性
が不明である。Daniels et al(2001)は，ナルコレプシー症状により人間関係の構築や維持が
難しいことを指摘しているものの，その 2 つの事項の間にある体験や現象の過程について
は言及しておらず，先行研究では明らかになっていない。
眠気体験から対人関係の疎遠を介して非積極的傾向に至る間に生じる体験としては，周
囲が情動脱力発作を伴うナルコレプシー患者を怠け者と誤解しやすいという主張に基づく
と(Douglas,1998)，周囲が眠気に対し否定的態度を示すことで患者が対人関係を避けるよう
になる可能性が考えられる。また，患者本人が疎外感を持ちやすいことや(Kapella et
al,2015)，社会的活動を避けがちであることを考慮すると(Bruck,2001)，周囲の反応に関わ
らず対人関係を避けている可能性も考えられる。服薬時の日中の眠気により対人関係が疎
遠化し非積極的な傾向に至る過程が明らかになることで，非積極的傾向に示されるような
ネガティブな心理状態を軽減する援助を行うための示唆が得られると期待される。
多くの慢性疾患では，本人の障害に対する否定的認知が社会的機能に悪影響を与える可
能性が指摘されており，疾患によってはそうした否定的認知に対して心理的援助が検討さ
れている(Fradgley,2012)。しかし，否定的認知の内容や影響を与える場面は疾患によって
様々であり(Fradgley,2012)，既存の他疾患における知見を，情動脱力発作を伴うナルコレ
プシーに適用するのは難しいと考えられる。
よって本研究では，研究 4 で得られた日中の眠気と対人関係疎遠化の関連性という大枠
に基づいて，情動脱力発作を伴うナルコレプシー患者の対人関係が疎遠化していく過程を
明らかにすることを目的とした。
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第2節

方法

研究協力者
2013 年 9 月から 2014 年 10 月までの期間に，施設責任者から研究協力の承諾を得られた
睡眠専門外来 2 施設に，情動脱力発作を伴うナルコレプシーの診断を受けて通院しており，
研究協力の同意を得られた患者 10 名を対象とした。研究協力者の基本的な選択条件は，①
医療機関でナルコレプシーの診断を受けていること②薬物治療を開始していること③青年
期から成人期前期発症していること，③HLA がナルコレプシー型であること，とした。す
べての研究協力者から同意が得られ，男性 7 名，女性 3 名の計 10 名が分析対象となった。
年齢は平均 49.6(SD=17.0)歳であった。発症年齢は平均 14.7(SD=3.0)歳であった。服薬
開始年齢は平均 31.0(SD=12.5)歳であった。服薬時 JESS は平均 9.5(SD=3.2)点，非服薬時
JESS は平均 19.2(SD=3.7)点だった。なお，各研究協力者の詳細は表 13 の通りである。

データ収集方法
半構造化面接により言語データを収集した。IC レコーダーに録音した面接を，個人情報
をすべて省いて逐語化し，言語データ化したものを分析対象とした。なお，面接から逐語化
までの一連の作業はすべて著者自身が行った。
面接の具体的な実施手順として，はじめに研究協力者から口頭で一旦同意を得たうえで
面接室に招き，あらためて研究目的の説明，倫理的配慮の説明，研究説明の理解の確認，紙
面を用いた同意の確認，といった順序で面接前のやりとりが行われた。面接開始の同意を研
究協力者から得られた時点で録音を開始し，面接初期はプロフィールなど基本的な質問や
クローズドクエスチョンを中心に聴取し，次第に核心的な内容に関する質問やオープンク
エスチョンを増やしていくことで，研究協力者が語りやすいよう配慮した。
リサーチクエスチョンは「ナルコレプシー患者は日中の眠気に関連してどのように対人
関係が形成されるのか」
，と設定した。インタビューガイドでは，①居眠りすることで周囲
との関係でどんなことが起きると思うか，②自身の人間関係はどんな状況か，③自分の人間
関係が②にて述べた状況なのはどうしてだと思うか，③周囲や社会に対してどんな要望が
あるか，の 4 つの質問項目を設定した。そのうえで，面接の流れや状況に応じて質問の順番
や質問の仕方を適宜変更すると共に，理論的サンプリングによるリサーチクエスチョンの
具体化や収集すべき情報の変化に伴い質問項目を精緻化していった。
データの信憑性を確保するため，次のことに留意した。研究協力者に対し，密室内で面接
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表 13.研究協力者一覧
目的

性別

年齢

発症
年齢

治療開
始年齢

服薬時
JES S

非服薬
時JES S

リタリン
1 0 mg(錠)

仕事内容

A カテゴリー生成 男

39

14

36

8

18

正社員（コンピュータ系 企画・事務） 3.5

B カテゴリー生成 男

65

17

35

8

16

正社員（技術：機械）

C カテゴリー生成 男

33

10

23

13

21

D 精緻化

女

72

20

47

14

E 精緻化

女

30

17

20

F 精緻化

男

38

12

G 精緻化

男

43

H 確認

女

I

確認

J 確認

ベタナミン
2 5 mg(錠)

モデ ィオ
アナフラ
ダー ル
ニー ル
1 0 0 mg(錠) 1 0 mg(錠)

その他服薬内容

併発疾患

-

-

-

痛風 脂肪肝

-

1

-

1

なし

フリーター（倉庫整理・警備員）

-

-

3

-

23

自営業

5

-

-

3

11

20

ケーキ販売員 パート

4

-

3

3

23

10

12

自動車整備 アルバイト

2

2

-

5

14

31

8

24

ギター販売員パート

6

-

-

10

73

12

16

8

16

無職(元会社員）

2

-

1

2.5

男

65

14

55

3

21

元地方議員

3

1

-

7.5

男

38

17

24

12

21

正社員

6

4

-

7.5
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コンスタン0.4mg2錠,テルネリン1mg2錠,デ
気分障害
パケン200mg2錠,サインバルタ20mg2錠
マイスリー5mg1錠,アモバン7.5mg1錠,ア
なし
ローゼン顆粒0.5g
なし
マイスリー5mg1錠,レンドルミン0.25mg1錠,
高脂血症
リピトール10mg1錠
ヒルナミン5mg1錠,ビシフロール0.125mg2
錠,ドグマチール50mg2錠,サインバルタ
なし
20mg2錠,ランドセン0.5mg2錠
レンドルミン0.25mg1錠,アモバン10mg1錠 なし
糖尿病
レンドルミン0.25mg2錠,リボトリール
0.5mg2錠,防巳黄耆湯エキス5.0g

なし

を行うことを前提としたうえで，語られた内容は患者の通院する機関の関係者をはじめと
した他者には一切を漏らさない旨を時十分に説明することで，誠実な語りを促した。また，
面接実施者が不眠症における薬物治療に関する基本的知識および協力施設の治療の流れに
ついて把握しておき，研究協力者が治療に関する事実関係と明らかにかけ離れたことを語
っている場合は察知できるように努めた。
なお，研究協力者は，日常的に患者の治療に関わることはなかった。また，個人の発話内
容を治療機関に所属する者に開示することはないことを約束していた。このことから，治療
に対する不満をはじめとして，医療従事者には伝えにくい患者の思いや体験についての語
りも得ることとができた可能性がある。さらに，臨床心理士であることを明示した。それに
より，自身の否定的体験や本来であれば侵襲性の高い内容であっても比較的話やすく感じ
られるようになると期待した。

分析方法
本研究では研究１,2 と同様，GTA を採用した。体験の連続過程を記述することに適して
いると考えられたためである。具体的な手順は研究１で述べたものと同一である。

倫理的配慮
本研究は，東京大学研究倫理審査委員会から承認を受けて実施した。

分析過程
理論的サンプリングに基づきデータを収集し，理論的飽和に達したと判断された 10 名の
時点でデータ収集を終了した。初めのカテゴリーの生成を目的に研究協力者 A,B,C を対象
にインタビューと分析を行ったうえで，カテゴリーの精緻化を目的に D,E,F,G を対象に 1
名ずつインタビューおよび分析を行い，最終的に H,I,J を対象にカテゴリーの検討を行っ
た。以下に，分析過程について詳述する。
なお，カテゴリーグループは【】
，カテゴリーは「」，下位カテゴリーは＜＞，実際の語り
は“斜体(研究協力者)”
，カテゴリーの定義は『』と記述する。

第 1 段階：カテゴリー生成のための分析
第 1 段階では，上記に示した研究協力者の選択条件および協力者のリサーチクエスチョ
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ンに基づき，カテゴリー生成のためのデータ収集と分析を行った。研究協力者 A，B，C か
らデータ収集を行った。その結果，下記のとおりカテゴリーおよび下位カテゴリーが生成さ
れた。また，カテゴリーグループの分類およびカテゴリー同士の関連についても見いだされ
た。

“よだれ垂らしてるのかなとか大口あけてるのかなとか。(研究協力者.A)”
“ 寝てるとい
っても目はギリギリ空いている可能性が少しあったんで，あのー目が点になっているとい
うか(研究協力者.C)”という語りが得られた。この語りから，研究協力者は，顔が周囲から
笑われそうな状態になっているかもしれないと考えていると解釈された。これらをまとめ
て＜居眠り姿が変だと思う＞を生成し，
『自分の居眠り中の見た目が変だろうと考えること』
と定義した。また，
“まず基本，ふつう寝るって，自宅のベッド以外で寝るってふつうあり

得ない。(研究協力者.A)”“おかしいと，思われる。思われてるだろうし，自分も思う。(研
究協力者.C)”という語りが得られた。これらの語りは，先に述べた＜居眠り姿が変だと思
う＞のように目で見てわかる滑稽さとは異なり，行為の状況へのそぐわなさに対する抵抗
感が強く示されていると解釈された。よって，これらの語りをまとめて，＜居眠りすること
はおかしなことと思う＞を生成し，
『居眠りをするのは社会的に見ておかしな行動と思うこ
と』と定義した。さらに，
“自分がそういうふうな相手，相手を見たら―やっぱりそう，あ

のー思いますよね。話をしてて，ええ，途中で寝てしまったりすると，やっぱり，うーん，
この人は何なんだろうという。(研究協力者.B)”
“おかしいと，思われる。思われてるだろう
し，自分も思う。(研究協力者.C)”という語りが得られた。これらの語りは，上記 2 つのカ
テゴリーとは反対に，自分が居眠りする人を見るという逆の立場の場合におかれた場合に
生じるである認知を述べているという特徴があると考えられた。そして，日常生活で自分が
居眠りする人を見た場合でも，嫌悪感を抱くと考えていると解釈された。これらの語りをま
とめて＜自分自身が寝ている人に嫌悪＞を生成し，
『患者自身が，他者が居眠りしていると
嫌悪感を抱くこと』と定義した。これら 3 つのカテゴリーは共通して，居眠りするという行
動に対し悪い印象を持っていることを示していると解釈されため，これらをまとめてカテ
ゴリー「居眠りに悪印象がある」を生成した。

“夜更かししてんじゃないのか，夜中までラジオとか聞いてるんじゃないのか。(研究協
力者.A)”
“まあそういう，やる気が抜けてるんだろうなってことになってきますね。(研究協
力者.C)”という語りが得られた。これらの語りから，研究協力者は，実際は病気であるに
もかかわらず，周囲からは夜に睡眠を十分とらない生活を送っているからだと誤解される
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ことがあると解釈された。これらから，
「居眠りは生活態度の悪さと誤解される」を生成し，
『自分の居眠りは生活態度の悪さによるものと周囲に思われたこと』と定義した。

“えーなんか叱られたりとか，あー損害を与えたというような，そういうことはまあない
んですけど。(研究協力者.B)”“直接おまえ寝てやがってっていうひとはほとんどいない。
(研究協力者.C)”という語りが得られた。これらの語りから，研究協力者は，自分は周囲に
悪く思われていると予測する一方で，その予測を支持するような出来事は体験していない
と解釈された。これらの語りをまとめて，＜居眠りを直接悪く言われるわけではない＞を生
成し，
『居眠りに対し，実際には悪意の持った指摘をされなかったこと』と定義した。また，

“なんかあのー大口あけて上向いて，なんかマーライオンだった，みたいだった，と言った
こともありましたね。(研究協力者.A)”
“あのーまあそう，いつも寝てるっていうふうに。言
われてはいましたけどね。(研究協力者.B)”という語りが得られた。これらから，研究協力
者は，＜居眠りを直接悪く言われるわけではない＞とは異なり，実際に周囲から居眠りを指
摘されているものの，周囲の悪意や嫌悪は感じなかったと解釈された。これらの語りをまと
めて＜居眠り状態の事実だけを指摘された経験＞を生成した。研究協力者 A については，
面白おかしく友人から指摘されているものの，本人はそれに対し苦痛より親しみを覚える
旨を語っていたため，悪意のある言い方はされなかったと解釈された。このような点も踏ま
え，
『居眠りに対し，周囲に悪意や嫌悪感を含まず指摘されたこと』と定義した。また，＜
居眠りを直接言われるわけではない＞と＜居眠り状態の事実だけを指摘された経験＞は共
通して，周囲からから悪意をもって居眠りを指摘された経験はないことを示していると解
釈された。よって，これらをまとめて「居眠りを直接悪く言われていない」を生成した。

“(薬物治療開始後は)あの，人間関係で消極的になるということは，そんなには自分では
思ってないですけどね。(研究協力者.A)”“うーん。そんなにかんじないですね。(研究協力
者.B)”という語りが得られた。これらの語りから，研究協力者は，ナルコレプシー症状を
気にせず自ら積極的に周囲と関わるようにしていると解釈された。これらの語りをまとめ
て「引け目なくかかわる」を生成し，
『自ら周囲との関わりを持つよう行動すること』と定
義した。

“いまその，友達の話をしたのも，全部あの，大学に入ってからの友達なんですよね。(研
究協力者.A)”
“そのあと，そのお付き合いがずっと続くというような場合ってのはあんまな
くって。(研究協力者.B)”
“あの，対人関係が。いづらくなってしまう。(研究協力者.C)”と
いう語りが得られた。これらの語りから，研究協力者は，他者と接する機会があっても，そ
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こから継続的に関わり人間関係を形成しようとはしないと解釈された。これらの語りをま
とめて「形成されない人間関係」を生成し，
『他者との人間関係の新たな形成や維持がなさ
れない状態のこと』と定義した。

“や，たぶん死んじゃってたと思いますねぇ。(研究協力者.A)”
“まぁ…，自殺未遂みたい
なのも 1 回くらいはあったと思いますけどね。(研究協力者.C)”という語りが得られた。こ
れらから，研究協力者は，ナルコレプシーを抱えながら生きることに関し，自死が頭によぎ
るくらい強い苦痛を抱えていたと解釈された。これらの語りをまとめて「自殺するくらいの
苦痛」とし，
『日々の中で自殺を考えるくらいの精神的苦痛を感じること』と定義した。

“人前で寝ることがコンプレックスになるっていえばいいんですかね。(研究協力者.A)”
“ぼく，自分の眠ってるところを見ないでくださいねって言いたかったんですよずっと。
(研究協力者.C)”との語りが得られた。これらの語りから，研究協力者は，自分が眠ってい
る状態が人目に曝されることについて嫌悪感を抱えていると解釈された。これらの語りを
まとめて＜居眠り姿を見られることへの嫌悪＞を生成し，
『居眠り姿を周囲に見られること
に対し嫌悪感を抱くこと』と定義した。
“その，眠ってしまうことが怖かったですね。(研究

協力者.A)”
“それは外からの悪口言われるかもしれないとかそういう目線からだけですけど
ね。(研究協力者.C)”という語りが得られた。研究協力者 C については，ここでは恐怖とい
う強い感情を示す語りとはなっていないが，会話全般を通して他者から嫌われることへの
強い抵抗感や恐怖心がみられたため，カテゴリー名を＜居眠りすることへの恐怖＞とし，
『居眠りをすることに恐怖心を抱えること』と定義した。そして，＜居眠り姿を見られるこ
とへの嫌悪＞と＜居眠りすることへの恐怖＞を下位カテゴリーとしたうえでまとめ，
「居眠
りへの強い抵抗感」を生成した。

“その間周りにずっと見られてたんだとか(研究協力者.A)”“寝てる姿を，いちいちチェ
ックしたりとかよーくみたりしないでねっていう。(研究協力者.C)”から，周囲が自分の寝
姿を良く見ていると思うとともに，その確信度がある程度強い印象を受けたため，＜周囲が
寝姿に注目している認識＞を生成し，
『周囲が自分の居眠り姿に注目していると考えること』
と定義した。また，
“見えますし。(研究協力者.A)”
“ハッって我に返ったときに周り見ても，

まあ寝てればなにかすぐ見えますからねー，わかるんで。(研究協力者.C)”という語りが得
られた。これらの語りから，研究協力者は，居眠りは周囲に見えてしまうものであると考え
ていると解釈された。さらに，
“あの時どう見られてたんだろうとか(研究協力者.A)”
“どん

な顔してたかな，どんな目つきしてたかなっていう。(研究協力者.C)”という語りが得られ
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た。これらの語りから，自分の居眠りを周囲はどのように感じていたのかについて気にして
いると解釈された。これらの語りをまとめて＜人目が気になる＞を生成した。研究協力者 C
は，顔の様子について気にしていることを語っているが，先に記述したように人から変な顔
と思われることへの心配を抱えていることから，人目を気にしているが故の語りと考えら
れた。この点も踏まえ，
『自分の居眠り中の人目が気になること』と定義した。これらの語
りをまとめて＜居眠りは人に見えるもの＞を生成し，
『居眠りは人の目につくものと考える
こと』と定義した。＜周囲が寝姿に注目している認識＞＜人目が気になる＞＜居眠りは人に
見えるもの＞は共通して，周囲が自分の居眠りを見ているかもしれないと考えていると解
釈された。これらをまとめて「周囲が眠る自分を見ていると思う」を生成した。

“あーその寝てしまった，あのー相手，とのその関係にもよるんですけどもね。(研究協
力者.A)”“まああのーわりと気心知れてるという人だとまあ，勘弁してもらえるかなーと，
思うんですね。(研究協力者.B)”という語りが得られた。これらの語りから，研究協力者は，
居眠りを見られた相手との関係が親密であれば，居眠りを見られる抵抗感が少ないなど，関
係性によって人前で居眠りをしてしまうことへの抵抗感が変動すると解釈された。これら
の語りをまとめて「関係性によって居眠りへの抵抗感変化」を生成し，
『相手との親密度な
どの関係性によって居眠りを見られる抵抗感が変化すること』と定義した。

“日中，退屈な授業とか退屈な仕事，退屈な打ち合わせ退屈な仕事，中に必死に我慢して
やっていると。でもあいつは我慢しきれずに寝てしまってると。(研究協力者.B)”
“まあそう
いう，やる気が抜けてるんだろうなってことになってきますね。(研究協力者.C)”という語
りが得られた。これらの語りから，研究協力者は，周りの人が気を張っている場面で眠気が
生じると，自分は気が抜けている，やる気がないと思われると考えていると解釈された。こ
れらの語りをまとめて＜眠るのは怠けていると思われるだろう＞を生成し，
『周囲は居眠り
する自分を怠けていると捉えると考えること』と定義した。また，
“まあ，あんまり頼りに

ならないなというふうに，やっぱり，そうは思われてると思いますね。(研究協力者.B)”
“寝
てるやつってのはやっぱり言いやすいんですよ，なんか。うーんだらしがないよね。(研究
協力者.C)”という語りが得られた。これらの語りから，研究協力者は，居眠りをすること
で，自分が物事をしっかりとこなせると信頼してもらえなくなると感じていると解釈され
た。これらの語りをまとめて＜居眠りで信頼を失うだろう＞を生成し，
『居眠りで周囲は自
分を信頼されなくなるだろうと考えること』と定義した。そして，＜眠るのは怠けていると
思われるだろう＞と＜居眠りで信頼を失うだろう＞は共通して，研究協力者の意志に反し
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て，物事にまじめに取り組もうとしていないと捉えるのではないかと考えていることを示
していると解釈された。よって，これら 2 つをまとめて「周囲は眠る自分を誠意がないと思
うだろう」を形成した。
カテゴリーグループに関し，
「居眠りは生活態度の悪さと誤解される」
「居眠りを直接悪く
言われていない」は，
「居眠りへの悪印象がある」などの本人の認知とは異なり，実際に体
験した可能性が高いのではないかと推測された。よって，
「居眠りは生活態度の悪さと誤解
される」
「居眠りを直接悪く言われていない」をまとめて【実際の経験】を生成した。
また，
「居眠りへの悪印象がある」は自分が居眠りに対してもっているイメージを示して
いるのに対し，
「居眠りへの強い抵抗感」
「周囲が眠る自分を見ていると思う」
「周囲は誠意
がないと思うだろう」は他者の視点を意識することで生じる認知であると解釈された。よっ
て，
「居眠りへの悪印象がある」は【居眠りに対する自分の捉え方】
，
「居眠りへの強い抵抗
感」
「周囲が眠る自分を見ていると思う」
「周囲は誠意がないと思うだろう」は【居眠りと周
囲の関連に関する認知】とした。
さらに，
「居眠りは生活態度の悪さと誤解される」
「居眠りを直接悪く言われていない」は，
「居眠りへの悪印象が異なる」などの認知とは異なり，実際に体験した可能性が高いと推測
された。
「居眠りは生活態度の悪さと誤解される」
「居眠りを直接悪く言われていない」をま
とめ，
【実際の経験】を生成した。
加えて，「引け目なく関わる」は実際に自分がとった行動であると解釈されたことから，
【自分の行動】とした。そして「自殺するくらいの苦痛」は日々の生活の継続的に生じてい
る状況を示していると解釈されたことから，
【生活の状況】とした。
「居眠りに悪印象がある」
「居眠りへの強い抵抗感」
「周囲が眠る自分を見ていると思う」
のカテゴリー同士の関連について，
“その間周りにずっと見られてたんだとか，あー荷物無

事でよかった，とか。そういった，無防備になってしまうのが怖いんでしょうね。そう，寝
ることがコン，人前で寝ることがコンプレックスになるっていえばいいんですかね。(研究
協力者.A)”という語りが得られた。この語りから，研究協力者 A は，居眠り中は，自分は
無防備になっているが，その状態を周囲に見られていたと考え，恐怖感やトラウマを感じて
いると解釈された。この語りにもとづくと，自分の居眠り姿が変など常日頃から「居眠りに
悪印象がある」ために「居眠りへの強い抵抗感」を感じていることから，実際に眠ってしま
った際に「周囲が眠る自分を見ていると思う」という認知が頭に浮かんでくるのではないか
と解釈された。
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また，
「居眠りへの理解ない発言」
「居眠りを直接悪く言われていない経験」
「周囲は誠意が
ないと思うだろう」のカテゴリー同士の関連について，
“だからよけいに先生からの印象が

悪くなったり。まあ結果的に成績もそんなだから良くはなかったんですよね。な，なんでこ
の点数なのにこんな(態度が)悪いの，みたいな。･･･馬鹿にしやすいっていうかそういうか
んじの印象を持たれちゃってー。持たれやすいから。直接おまえ寝てやがってっていうひと
はほとんどいない。うん。あんまり少なかったと思います。(研究協力者.C)”という語りが
得られた。この語りから，研究協力者 C は，実際に先生から居眠りを指摘された経験が過
去にあった一方で，居眠りを直接悪く言われる経験はしなかったと解釈された。そして，研
究協力者はそれらの体験に伴い，周囲は居眠りに対し馬鹿にしたような思いを抱いている
だろうと推測していると解釈された。この語りに基づくと，
「居眠りへの理解ない発言」と
「居眠りを直接悪く言われていない経験」両者が拮抗しながら「周囲は誠意がないと思うだ
ろう」という認知が強化される可能性があると解釈された。
以上から，居眠りおよび居眠りと周囲に関連してネガティブな認知を抱えていること，お
よび周囲に関連する認知は条件によって変化する可能性もあること，結果的に眠気に伴い
精神的苦痛を抱えながらの生活が続く場合があることが示唆された。

第 2 段階：カテゴリー精緻化のための分析
第 1 段階では全てが男性だったことから，偏りを減弱するために女性からもデータ収集
する必要があると考えられた。よって，第 2 段階からは，女性からデータ収集することとし
た。また，雇用状況も選択基準とした。これは，居眠りに関連する捉え方や困り感の体験を
反映していると推測したためである。このような条件により，第 2 段階は社会的責任が大
きいであろう自営業の研究協力者 D を対象とした。第 2 段階で得られたカテゴリーおよび
下位カテゴリーとその根拠を以下に述べる。また，カテゴリーグループの分類およびカテゴ
リー同士の関連についても述べる。

“大学生の時にアルバイトであのー家庭教師やってたんですけども。えー，で，自分で教
えてくれてしゃべってるつもりだったんですけど，その途中で寝てしまってですね。(研究
協力者.B)”
“仕事を教える，助手席へ乗っていて新しい人にお仕事を教えるんですけれども，
あのー，同じことを何回も聞いてしまう。(研究協力者.D)”という語りが得られた。これら
の語りから，研究協力者は，他者といるときに居眠りをしてしまうことで，必要な会話がで
きないという経験をしていると解釈された。これらの語りをまとめて＜会話ができない＞
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を生成し，
『居眠りで意識がないため，相手の会話をすることがむずかしい状態』と定義し
た。また，
“いやー，会話していて，頓珍漢なこと言っちゃうっていうことはありましたよ

ね。(研究協力者.D)”
“こちらーが，あの言いたいこととか知りたいことっていうのを，うー
ん。ちゃんと，あのー伝えたり，され，あの，答えをもらったりっていう，その信頼感，っ
ていうか，あのーそれなくなりますよね。(研究協力者.B)”という語りが得られた。これら
の語りから，眠気に伴い，自分の意図しないような発言をしてしまう経験をしていると解釈
された。これらの語りをまとめて＜頓珍漢な発言をする＞を生成し，
『眠気で意識がもうろ
うとしていることで，突拍子もない発言をしてしまうこと』と定義した。また，＜会話がで
きない＞＜頓珍漢な発言をする＞は共通して，眠気や居眠りが生じることで他者との言語
的やり取りができなくなる状態を示していると解釈された。よって，これらをまとめて「眠
気でコミュニケーションが阻害される経験」を生成した。そして，
【実際の経験】に追加し
た。

“寝ちゃうことは恥ずかしいですね。(研究協力者.C)”“恥ずかしいというか，ええ。(研
究協力者.D)”という語りが得られた。これらの語りから，研究協力者は，居眠りすること
は恥ずかしいと感じていると解釈された。これらの語りをまとめて＜居眠りすることは恥
ずかしいと思う＞を生成し，
『居眠りをするのは恥ずかしいと思うこと』と定義した。さら
に，＜居眠りすることは恥ずかしいと思う＞を「居眠りに悪印象がある」の下位カテゴリー
として位置づけた。

“俺だって眠いよって言われる。(研究協力者.A)”
“お友達に話したらみんな眠くなるわっ
ていうからね。(研究協力者.D)”との語りが得られた。これらの語りから，周囲から，患者
本人だけでなく周囲も同じように眠気を感じていると伝えられた経験があると解釈された。
これらの語りをまとめて＜みんな同じように眠いと言われる＞を生成し，
『周囲から，患者
と同じように周囲も眠気を感じているのという旨を伝えられた経験』と定義した。＜みんな
同じように眠いと言われる＞と＜生活態度の悪さと誤解される＞は，眠気や居眠りに対し，
本来は自分の工夫で統制可能なのにもかかわらず対処していないという印象を持たれてい
る点，実際に周囲に言われたという点で類似していると解釈された。よって，両者をまとめ
て「居眠りへの理解がない発言」とした。そして，
【実際の経験】に追加した。

“(授業中の居眠りについて) そーれは，その，普通の学生でもそうかなと思うんですけ
どね。(研究協力者.B)”と“(授業中の居眠りについて) 普通ね，それこそみんながやってる
ことだっていうことになっちゃいますので…(研究協力者.D)”“本当はちょっと横になって
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寝たいんだけれども，そこら辺に皆働いてるしっと思うとね，やっぱり寝られない。(研究
協力者.D)”という語りが得られた。これらの語りから，研究協力者は，周囲に眠っている
人がいれば眠ることへの抵抗感が減る一方で，自分以外は眠っていない状況だと居眠りし
づらいと感じていると解釈された。これらの語りをまとめて＜周囲の状況によって抵抗感
変化＞を生成し，
『周囲にどれくらい眠っている人がいるかによって抵抗感が変化すること』
とした。さらに，
「関係性によって居眠りの抵抗感が変化」と比較し，周囲の状況と関係性
という点で相違はあるものの，状況によって抵抗感が変化するという点で共通していると
解釈された。よって＜関係性によって居眠りの抵抗感が変化＞を下位カテゴリーに変更し
たうえで＜周囲の状況によって抵抗感変化＞とまとめ，
「条件によって居眠りの抵抗感が変
化」を生成した。また，＜関係性によって居眠りの抵抗感が変化＞について，“この眠るっ

ていうことはね，どれくらい周りの人がね，理解しているのかなっていうことは時々思いま
すよね。(研究協力者.D)”という逐語から，親密度だけではなく相手の理解度によっても変
化すると考えられた。よって，下位カテゴリーの定義に理解度という概念も付け加え，
『相
手との親密度や理解度などの関係性によって居眠りを見られる抵抗感が変化すること』と
変更した。そして，
「条件によって居眠りの抵抗感が変化」を【居眠りと周囲の関連に関す
る認知】に追加した。
以上から，第 1 段階と同様に居眠りに対する抵抗感や悪印象が語られると同時に，実際
に周囲から居眠りに対してネガティブな発言をされた経験についても明確化された。一方
で，
“(電話中の居眠りについて相手が気づかないことについて)電話してもね，ああ，あの程

度か。(研究協力者.D)”など，自分の居眠りに周囲はあまり注目していないと感じているこ
とを示すだろう語りも得られ，周囲は居眠りを悪く思っているという認識は常に一貫して
生じているとは限らないことが示唆された。よって，次の段階以降はネガティブな語り以外
の存在も意識しながらデータ収集することとした。なお，女性特有の問題についての語りは
得られなかった。

第 3 段階：カテゴリー精緻化のための分析
第 3 段階では，第 2 段階と同様の基準で選択した。雇用状況に関しては，第 3 段階では
比較的社会的責任の小さいパートに従事している女性である研究協力者 E を対象とした。
その結果，下記に述べる生成されたカテゴリーと下位カテゴリーが生成された。また，カテ
ゴリーグループの分類およびカテゴリー同士の関連についても示された。
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“だからよけいに先生からの印象が悪くなったり。まあ結果的に成績もそんなだから良く
はなかったんですよね。(研究協力者.C)”“やっぱりパソコンとか眠くなっちゃって失敗し
て辞めさせられたことも有って(研究協力者.E)”という語りが得られた。これらの語りから，
研究協力者は，居眠りが原因で物理的な失敗が生じたことで周囲との関係が悪くなった経
験があると解釈された。これらの語りをまとめて「居眠りで生じた失敗で悪く扱われる」を
生成し『居眠りが原因で生じた問題がきっかけで悪く扱われた経験』と定義した。『悪く扱
われる』という評価は本人の主観的評価ではあるが，少なくとも周囲の態度が変化する可能
性は実際にあるだろうと考え，
【実際の体験】に追加した。

“あのクラスメートの中だけでやってたらもう，ほんとに，学校たぶん行かなくなってた
んじゃないかとこう思うくらいに憂鬱になりましたね。(研究協力者.A)”“(面接者：周りが
そう思ってるだろうなと想像し始めたると人間関係とかどうですか。)そうなんですよねー。
だから，怖いですよね。(研究協力者.E)”という語りが得られた。これらの語りから，周囲
と積極的にかかわることへの抵抗感や，周囲と関わった場合にネガティブな展開が生じる
との予測を抱えていると解釈された。これらの語りをまとめて「人間関係に引け目を感じる」
を生成し，
『他者と関わることに対して引け目を感じること』と定義した。このカテゴリー
は【居眠りと周囲の関連に関する認知】に追加した。

“別に積極的に自分から寄っていったり話しかけたりはほぼしてないっていう。(研究協
力者.C)”および“だからあまりがつがついかないし(研究協力者.E)”という語りが得られた，
これらの語りから，研究協力者は，人との接触を自ら避けている行動をとっていると解釈さ
れた。これらの語りをまとめて「周りと関わらないようにする」を生成し，
『周囲に対し自
らの意志で常に関わらないように行動すること』と定義した。そして【自分の行動】に追加
した。

“眠ったりウトウトしている人間を同僚なり上の人間が見れば，ぞんざいな扱いにもまあ
絶対になるんで。ぞんざい。(研究協力者.C)”と“正面の人がこそこそ話してるときに，あ
ーやっぱ自分のその寝てることを「あーまた寝てるよ」とかいって言われているだろうなっ
て勝手に被害妄想が膨らんで。(研究協力者.E)”という語りが得られた。これらの語りから，
研究協力者は，第 1 段階で得られた「周囲は誠意がないと思うだろう」ほど具体的な予測で
なくとも，居眠りに対して周囲は漠然としたネガティブな印象を抱くと予測していると解
釈された。よってこれらの語りをまとめて＜周りは悪く思っていると思う＞を生成し，
『周
囲は自分の居眠りに対し，何かしらの悪い印象を抱いていると予測していること』と定義し
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た。そして，第 1 段階で生成された「周囲は誠意がないと思うだろう」の下位カテゴリーと
して追加したうえで，カテゴリー名を「周囲は誠意がないと思うだろう」から「周囲は眠る
自分を悪く思うだろう」に修正した。

“若い頃はどうだったのかな。お互いにね，この 60 半ば過ぎてくると，それぞれ年齢が
若い時は思わなかったんですけれども，結局自分のことしか考えてないですよね。(研究協
力者.D)”および“被害妄想なのかなー，(笑)，わかんないけどたぶん。(研究協力者.E)”と
いう語りが得られた。これらの語りから，周囲は自分の居眠りを悪く思っているだろうとい
うネガティブな予測に対し，実際は周囲がそのように思っていないかもしれないという考
えに変化する瞬間があると解釈された。これらの語りをまとめて＜周りの目を意識しすぎ
ていた＞を生成し，
『周囲が自分の居眠りに注目していたという考えへの確信の度合い緩む
こと』と定義した。また，
“向こうも気が付いてるのかどうか分かりませんけど，あ，そう

っていうくらいですよね。(研究協力者.D)”および“この仕事駄目だなと思って辞めてしま
うですが，その失敗がその眠気のせいだっていうのは，最後自分で「実はこういう病気で」
というまでは，結局なんか皆さん特に眠気とリンクさせてなかった人ばっかりてことが多
いです(研究協力者.E)”という語りが得られた。これらの語りから，研究協力者周囲があま
り居眠りを気にしていないことを示唆するような経験をしたと解釈された。よって，これら
の語りをまとめて＜実際は周囲が注目していないこと示す経験＞を生成し，
『周囲は居眠り
にあまり注目していないことを示すやり取りを経験すること』とした。そして，＜周りの目
を意識しすぎていた＞＜実際は周囲が注目していないこと示す経験＞をまとめて「思うほ
ど周りは見ていなかった気づき」を生成した。このカテゴリーは【居眠りと周囲の関連に関
する認知】に追加した。

“この眠さがあの生活に入ってたらと思うと，ぞっとしますね。(研究協力者.D)”および
“もうすごい追い込まれて･･･(研究協力者.E)”という語りが得られた。これらの語りから，
研究協力者は，
「自殺するくらいの苦痛」ほど深刻ではないが，ナルコレプシー症状を抱え
ながらの生活に心理的苦痛が生じていると解釈された。これらの語りをまとめて＜非常に
つらい日々＞を生成し，
『日々の中で自殺は考えないが精神的苦痛を感じていること』と定
義した。そして「自殺するくらいの苦痛」を下位カテゴリーとした上で＜自殺するくらいの
苦痛＞＜非常につらい日々＞をまとめて，
「精神的に追い詰められる日々」を生成した。そ
して，
【生活の状況】の中のカテゴリーと位置づけた。
また，「周囲は眠る自分を悪く思うだろう」
「人間関係に引け目を感じる」
「意図的に人を
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遠ざける」
「人間関係が形成されない」
「精神的に追い詰められる日々」のカテゴリー同士の
関連について，
“動作とかもそう自分のことを言ってるんじゃないかとかって思うようにな

っちゃったりして，勝手に追い込まれて，そんなのも有りますね。ないですね・・・自分と
しては人が信じられないとかみたいな感じ （ふんふん）だからあまりがつがついかないし
(研究協力者.E)”という語りが得られた。この語りから，研究協力者 E は，周囲が自分を悪
く思っていると思い込み，周囲と関わらないようにしていたことで，
“勝手に”自らの行い
により精神的に追い込まれていたと解釈された。そして，研究協力者 E は，最終的に職場
を辞めていることから，職場で良好な人間関係が形成されなかったと解釈された。この語り
に基づくと，
「周囲は眠る自分を悪く思うだろう」という考えから「人間関係に引け目を感
じる」こととなり，
「意図的に人を遠ざける」行動を取って「人間関係が形成されない」状
況が続くと同時に「精神的に追い詰められる日々」を過ごすことになると解釈された。
また，
「人間関係が形成されない」
「思うほど周りは見ていなかった気づき」の関連性につ
いて，
“多分他の仕事もそういうのしてたんだろうけど，なんかもう，自分が寝てることで

多分ミスを重ねてるっていうのがつらくなって来た時に，そういう動作とかもそう自分の
ことを言ってるんじゃないかとかって思うようになっちゃったりして 勝手に思いこまれ
て。そんなのも有りますね(研究協力者.E)”および，
“また寝てるよとか困るよねみたいな感
じとか 言ってるんだろうなとか勝手に思い込んで･･･(研究協力者.E)”，“この仕事駄目だ
なと思って辞めてしまうんですが，その失敗がその眠気のせいだっていうのは，最後自分で
「実はこういう病気で」というまでは，結局なんか皆さん特に眠気とリンクさせてなかった
人ばっかりてことが多いです(研究協力者.E)”という語りが得られた。この語りから，研究
協力者 E は，職場で悪口を言われていると考えて関わらないようにしていたために知る機
会がなかったが，退職時に居眠りしていたことについて周囲に話したところ，実際は周囲が
居眠りに注目していなかったことがわかったと解釈された。この語りに基づくと，「人間関
係が形成されない」状態が続いていたが，何かの機会に「思うほど周りは見ていなかった気
づき」を得る場合があると解釈された。
さらに，
「思うほど周りは見ていなかった気づき」
「周囲は自分を気にしていないだろう」
のカテゴリー同士の関連に関し，
“そうですね，それ若い頃はどうだったのかな。お互いに

ね，この 60 半ば過ぎてくると，それぞれ年齢が若い時は思わなかったんですけれども，結
局自分のことしか考えてないですよね。(研究協力者.D)”という語りが得られた。この語り
から，研究協力者 D は，若いころは人目を気にしていたのが，時間の経過の中で“結局自
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分のことしか考えていない”ことに気づき，現在では周りは自分にそれほど注目していない
と考えるようになったと解釈される。この語りに基づくと，
「思うほど周りは見ていなかっ
た気づき」を得ることで「周囲は自分を気にしていないだろう」と考えるようになると解釈
された。
以上から，第 3 段階では，周囲の自分に対する捉え方についてネガティブな予測をして
いたが，その予測が必ずしも事実ではないことに気づく場合がある可能性が予測された。こ
の段階で，ネガティブな体験に関するカテゴリーもほぼ生成されなくなった。これらから，
ネガティブな捉え方が永遠に続くとは限らず，変化可能性があると考えられたため，今後は
ポジティブな体験やネガティブな思考からポジティブな思考への移行に関する語りを得る
ことが必要と判断した。一方，女性 2 名にインタビューを行ったものの女性特有の体験は
特に得られなかったため，以後は性別に特化したデータ収集は行わないこととした。以上か
ら，第 4 段階以降はネガティブでない語りを得ることを目的にデータ収集を行うこととし
た。

第 4 段階：カテゴリー精緻化のための分析
これまでの段階ではネガティブな体験に関する語りについては十分に得られ，カテゴリ
ーも飽和状態になったと判断された。一方で，ネガティブな体験が変化しうる可能性を示唆
するカテゴリーなどが得られたことから，ネガティブでない心的体験も存在すると予測さ
れた。よって，第 5 段階，第 6 段階では比較的ネガティブでない語りを得ることを目的と
した。第 5 段階では，診察時に生活が順調と語っていた研究協力者 F を対象とした。生成
されたカテゴリーと下位カテゴリー，およびその根拠は下記の通りである。
“友達の話をしたのも，全部あの，大学に入ってからの友達なんですよね…(遊びに誘わ

れた時)イヤー俺はすぐ寝ちゃうからーみたいな感じで…(研究協力者.A)”および“会議もあ
んまり，会議ですね。そのときはもううとうとする可能性も，かならずお薬飲みますね(研
究協力者.F)”という語りが得られた。この語りから，眠気が少ない状況なら周囲と関わる
が，居眠りしやすい状況では周囲との関わりを避けがちになると解釈された。これらの語り
をまとめて＜眠くない状況だけ関わる＞を生成し，
『患者が，周囲に対して眠くない時は関
わる一方で，眠い時は関わらないようにすること』と定義した。そして，第 3 段階で得られ
たカテゴリー「周りと関わらないようにする」を下位カテゴリーとし，＜眠くない状況だけ
関わる＞＜周りと関わらないようにする＞をまとめて「意図的に人と遠ざける」を生成した。
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そして，あらためて【自分の行動】のなかのカテゴリーに位置づけた。

“(面接者：そもそも寝てる姿を見られるのが恥ずかしいというのを伺ったんですが，そ
れはどうですか？)うーん，あんまり。まあみっともないとは思いますけど。(研究協力者.B)”
および“(人前で眠ることについて)別に。勝手じゃないか笑。いつ寝ようが，そんなのは。

(研究協力者.F)”という語りが得られた。これらの語りから，研究協力者は，人前で居眠り
して人目に曝されることについて，恥かしさや抵抗感をあまり感じていないと解釈された。
これらの語りをまとめて「居眠りすることへの恥かしさ少ない」を生成し『居眠りをするこ
とに恥ずかしいと思う気持ちが少ないこと』と定義した。なお，研究協力者 B は，恥ずか
しくはないと明言しているが“みっともないとは思いますけど”との語りから居眠りが人目
に曝されることへの悪印象が皆無というわけではないと推察されたため，
『少ない』と定義
した。
“なんかよく寝るよね，凄いよねなんか寝てたよってな感じの，そんぐらいで友達とは済

んでて(研究協力者.E)”
“(友人関係には問題なく)まあ冗談交じりで笑うことはあることはあ
るかもしれないけど(研究協力者.F)”という語りが得られた。これらの語りから，研究協力
者は，実際に周囲から指摘された際，否定的な感情や苦痛感は体験しなかったと解釈された。
これらの語りをまとめ，＜居眠りの指摘自体は気にならない＞を生成し，
『居眠りを事実と
して指摘されるぶんには気にならないこと』と定義した。研究協力者 F は，前段階で示し
たように周囲から悪く思われているかもと考えている反面，居眠りを実際に指摘された際
に苦痛感は感じていなかったことから，悪意を持たれていないと感じられれば，居眠りが周
囲に気づかれることへの抵抗感はないと解釈された。そのため，＜自体は＞と表現した。そ
して，
「居眠りを直接悪くは言われていない」の下位カテゴリーとして追加した。
第 4 段階では，カテゴリー同士の関連については，見出されなかった。
以上から，前提として居眠りに恥ずかしいという印象をあまり抱かず，周囲の目をあまり
気にしない場合があることが推測された。また，全段階で示されたように，ネガティブでな
い思考はネガティブな思考から移行することによって生じるとは限らず，初めからネガテ
ィブでない思考を継続的に持っていることがあるということが示唆された。

第 5 段階：カテゴリー精緻化のための分析
第 5 段階では，引き続き，ネガティブでない体験に関する語りを得ることで，ネガティブ
でない体験が生じる過程について精緻化していくことを目的とした。研究協力者 G を対象
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とした。研究協力者 G を選択した理由として，第 4 段階と同様に診察時に生活が順調と語
っていたことに加え，正規雇用から非正規雇用の生活に変化していることから，異なる社会
的位置づけでの体験をし，それに伴い個人の中で異なる睡眠に対する捉え方や体験をして
いると推測されたためである。以下に，第 5 段階で生成されたカテゴリー，カテゴリーグル
ープの分類およびカテゴリー同士の関連について述べていく。

“話しながら寝るとかやって，めちゃくちゃ怒られた時とかありますね。(研究協力者.A)”
および“あ一応病気だということも一応行ってはあるんだけど，結局寝ちゃうと怒られるみ

たいな，ところはあったりとかしてたんですけど(研究協力者.G)”という語りが得られた。
この語りから，研究協力者は，実際に居眠りが原因で相手が怒ってしまった経験があると解
釈された。これらの語りをまとめて＜相手を怒らせる＞を生成し，
『居眠りしたことで一緒
にいた相手が怒ったこと』と定義した。また，
“俺だって眠いよって言われる。(研究協力者.A)”

“結局病気のことを知ってる人と知らない人がいて，知らない人とかは何で寝てんだって
文句言う。(研究協力者.G)”という語りが得られた。これらの語りから，周囲から居眠りに
対し否定的な態度を示された経験があると解釈された。これらの語りをまとめて＜居眠り
自体について悪く扱われる＞を生成し，
『居眠りに対し悪意を持った言い方で指摘されたこ
と』と定義した。そして「居眠りで生じた失敗で悪く扱われる」を下位カテゴリーとした上
で，＜居眠りで生じた失敗で悪く扱われる＞＜居眠り自体について悪く扱われる＞＜相手
を怒らせる＞をまとめて「居眠りで周囲の扱いが悪化する」を生成し，
【実際の周囲の反応】
に分類した。

“人間なんて誰でも寝るわけだから，別に，ねえ寝てたって何がおかしいんだって感じる。
(研究協力者.F)”および“一緒に泊まったら寝姿見られるわけじゃないですか。それと俺は
変わらないと思うんですね。(研究協力者.G)”という語りが得られた。これらの語りから，
研究協力者は，自分たちの居眠り姿はナルコレプシーでない人と相違ないと捉えていると
解釈された。これらの語りをまとめて＜居眠り姿はみんなと同じだと思う＞を生成し，
『自
分の居眠り姿は一般的な他者と変わらない思うこと』とした。＜居眠り姿はみんなと同じだ
と思う＞は，前の段階で生成された＜居眠り姿が変だと思う＞とは居眠り姿に対して反対
の考え方を持っていることを示していると解釈された。第 4 段階で得られた「居眠りする
ことへの恥かしさ少ない」を下位カテゴリーとし，＜居眠り姿はみんな同じだと思う＞＜居
眠りすることへの恥かしさ少ない＞をまとめて「居眠りへの悪印象がない」を生成した。そ
して，
【居眠りに対する捉え方】に分類した。
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“…結局自分のことしか考えてないですよね。(研究協力者.D)”“そんなに気づかれなか
ったかもしれないですよね。(研究協力者.E)”
“人も，じーっと観察したりとかすることとか
しないので，んーじゃあ周りも気にしないんだろうなっていう。(研究協力者.G)”“そんな
に気づかれなかったかもしれないですよね。(研究協力者.F)”という語りが得られた。前の
段階までは，研究協力者 D，E の語りは，＜周りの目を意識しすぎていた＞のみに当てはま
ると考えていた。しかし，研究協力者 G の語りも踏まえて改めて見直したところ，周囲の
注目度に対する認知が変化したあとは，あまり注目していないという認知を継続的に抱い
ていることを示すと解釈された。そのため，＜周りの目を意識しすぎていた＞と気づいた後
に恒常的に抱いている認知を示すカテゴリーとして，上記 4 つの語りをまとめて＜周囲は
居眠りを気にしていないだろう＞を生成し，
『周囲は自分の居眠りに注目していないという
考えをもっていること』とした。また，“他人がどう思うが別にどうでもいいっていうか。

(研究協力者.G)”
“逆に言うと，邪魔しないでくれ的なぐらいの(研究協力者.F)”という語り
が得られた。これらの語りから，研究協力者は，周囲が自分を見ていないと思うだけでなく，
自分自身も周囲の目が気にならないと感じていると解釈された。これらの語りをまとめて
＜居眠りでの人目は気にならない＞を生成し，
『居眠りで周囲が注目するかについて気にし
ないこと』と定義した。そして，＜周囲は居眠りを気にしていないだろう＞＜居眠りでの人
目は気にならない＞をまとめて「周囲は自分に注目していないだろう」を生成し，【居眠り
と周囲の関連に関する認知】に分類した。
また，「居眠りへの悪印象がない」
「周囲は自分に注目してにしていないだろう」
「引け目
なく人と関わる」のカテゴリー同士の関連について，“ただ，寝てる人。なので，に，他人

が寝てても自分に支障はないじゃないですか。(周りの反応も)別に，ただ，また寝てるぐら
いの。･･･どこ行っても寝ちゃうので，極端な話，薬飲まないと。だから，うちにいても寝
るし，出かけても寝ちゃうのであれば，出かけて寝ちゃったほうがなんか，楽しいかなとか。
(研究協力者.G)”から，自分が眠っていてもとくに何も思わず回りも支障ないだろうと考え
ており，周囲もそれに対し特別な反応をしないこと，そして居眠りする可能性があっても積
極的に出かけるという態度で生活していると推察された。このことから，患者は「居眠りへ
の悪印象がない」ことで，居眠りが生じても「周囲は自分を気にしていないだろう」と考え
ることができるため，
「引け目なく人と関わる」ことができる生活になると解釈された。
以上から，居眠りに対し悪意を含んだ指摘をされた経験をしたとしても，居眠り姿を見ら
れることへのネガティブ感情や認知を抱えるようになるとは限らないと解釈された。また，
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新たに生成されるカテゴリーおよび下位カテゴリーが少なくなったこと，および社会的位
置づけという観点からみると，ある程度包括的にデータを収集できたと判断された。よって，
次の段階ではカテゴリー確認のための分析を行うこととした。

第 6 段階：カテゴリー確認のための分析
第 6 段階では，今まで生成されたカテゴリーの検討を目的とした。研究協力者の選択条
件は，第 1 段階の条件に加えて，両方の性別から，さらに老年に至っていない者からもデー
タを収集することとした。老年に至っていない者を選択基準に含んだ理由は，プロスペクテ
ィブなデータを得ることでより正確で生々しい語りが得られると考えたためである。研究
協力者 H,I,J の計 3 名からデータ収集を行った。その結果，新たなカテゴリーは生成されな
かった。よって，理論的飽和状態に達したと判断し，データの収集を終了した。
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結果と考察

分析の結果，5 個のカテゴリーグループ，17 個のカテゴリーが生成された(表 14)。また，
表 15 に各カテゴリーに関する発話が得られた研究協力者をまとめた。
さらに，カテゴリー同士を関連付けについて全体像をまとめた結果，図 8 に示す仮説モ
デルが生成された。以下に生成された理論的仮説のストーリーラインを詳述していく。なお，

“斜体”は，研究協力者が実際に語ったインタビューデータを示している。

表 14-1. 生成されたカテゴリーグループ，カテゴリーおよび下位カテゴリー
カテゴリー
グループ

カテゴリー

下位カテゴリー

居眠りすることは異常と思う
居眠りすることは恥ずかしいと思う
居眠りへの悪印象がある
居眠り姿が変だと思う
居眠りに対する
自分の捉え方
自分自身が寝ている人に嫌悪
居眠りすることへの恥ずかしさ少ない
居眠りへの悪印象がない
居眠り姿はみんなと同じだと思う
関係性によって居眠りの抵抗感が変化
条件によって居眠りの抵抗
周囲の状況によって居眠りの抵抗感が
感が変化
変化
眠り姿を見られることの嫌悪
居眠りへの強い抵抗感
居眠りすることへの恐怖
周囲が寝姿に注目している認識
周囲が眠る自分に注目して
人目が気になる
いると思う
居眠りは人に見えるもの
居眠りと周囲の
眠るのは怠けていると思われるだろう
関連に関する
周囲は居眠りする自分を
居眠りすることで信頼を失うだろう
認知
悪く思うだろう
周りは悪く思っていると思う
人間関係に引け目を感じる
周りの目を意識過ぎていた
思 う ほ ど 周 り は 見 て
実際は周囲が注目していないことを
いなかった気づき
示す経験
周囲は居眠りに注目していないだろう
周囲は自分を気にして
居眠りでの人目は気にならない
いないだろう
居眠り姿はみんなと同じだと思う
周りと関わらないようにする
意図的に人を遠ざける
自分の行動
眠くない状況だけ関わる
引け目なく人と関わる
人間関係が形成されない
生活の状況
精 神 的 に 追 い つ め ら れ る 自殺するくらいの苦痛
日々
非常に辛い日々
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表 14-2. 生成されたカテゴリーグループ，カテゴリーおよび下位カテゴリー
カテゴリー
グループ

実際の経験

カテゴリー

下位カテゴリー

眠気でコミュニケーション
が阻害される経験
居 眠 り に 理 解 な い 発 言 を 眠いのは生活態度の悪さと言われる
された経験
みんな同じように眠いと言われる
居眠り自体について悪く扱われる
居眠りで周囲の扱いが悪化
友人を怒らせる
した経験
居眠りで生じた失敗で悪く扱われる
居 眠 り を 直 接 悪 く 言 わ れ る
わけではない
居眠りを直接悪く言われて
居 眠 り 状態 の 事実だ け を 指摘
いない
された経験
居眠りの指摘自体は気にならない

表 15. 各カテゴリーに関する語りが得られた研究協力者の一覧
分析段階
カテゴリー＼研究協力者
居眠りへの悪印象がある
居眠りへの悪印象がない
条件によって居眠り見られる抵抗感が
変化
居眠りへの強い抵抗感
周囲が眠る自分を注目していると思う
周囲は眠る自分を悪く思うだろう
人間関係に引け目を感じる
思うほど周りは見ていなかった気づき
周囲は自分を気にしていないだろう
居眠りへの悪印象がない
眠気でコミュニケーションが阻害
される経験
居眠りへの理解ない発言をされた経験
居眠りで周囲の扱いが悪化した経験
居眠りを直接悪く言われていない
意図的に人を遠ざける
引け目なく人と関わる
人間関係が形成されない
精神的に追いつめられる日々

カテゴリー
生成
A
B
C
○ ○ ○
○

カテゴリー
精緻化
D
E
F
G
○ ○
○
○ ○

○

○

○
○
○
○

○
○
○
○
○
○

○
○
○
○

○

○

○
○
○

○

○

○

○

○

○
○

○
○
○

○

○
○

○
○

○
○
○
○

○
○

○
○
○
○

○

○

○
○

○
○
○

○
○

○

○

○

○

○

○

○
○
○
○

○
○
○

○

○
○

○
○
○
○
○

○
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○
○

○
○
○
○
○
○

○

カテゴリー
確認
H I
J
○ ○ ○

○
○
○

○

○

○
○

○

○
○
○

○

居眠りをすることへの捉え方
ナルコレプシー患者は，居眠りは異常だ，恥ずかしい，居眠り姿は変だ，自分自身も居眠
りに嫌悪感があるなど，居眠りに対して悪印象を持っているようであった。そして，居眠り
に対する悪印象があることで，周囲に居眠り姿を見られることへの嫌悪や居眠りすること
への恐怖感など，実際に居眠りしてしまうことに対して抵抗感を抱いているようだった。ま
た，居眠りを見られた周囲との関係性や，居眠りした状況など，条件によって居眠りを見ら
れる抵抗感の強さが変化するようであった。その一方で，恥ずかしさや違和感がない，居眠
り姿はみんな同じなど，居眠りに悪印象を抱えていない場合もあるようだった。
居眠りへの抵抗感が変化する条件の認識について，同じ条件であっても，個人によって抵
抗感の強さが異なる可能性が考えられた。たとえば，“ようは大勢の人が集まってやってる

から，自分一人の都合でそういうことにはいかないじゃないですか。(研究協力者.H)”とい
う語りが得られた。この語りから，研究協力者 H は，会議のようなやり取りをする場面で
居眠りすることへの抵抗感を強く感じていると解釈された。その一方で，
“まあ会議とかで

は自分一人じゃないから，自分一人ぐらい寝ててもそんなに，えー大きな影響ないかもしれ
ないですけどね。(研究協力者.B)”という語りも得られていた。この語りから，研究協力者
B の場合は，会議のような大勢がいる場面で居眠りすることへの抵抗感が弱いと解釈され
た。このことから，研究協力者 H と研究協力者 B は，仕事で大勢が集まるという同じ用な
状況に置かれても，居眠りすることへの抵抗感が異なっていると解釈された。

居眠りをする自分自身に対する捉え方と悪循環
先に述べたように，居眠りの悪印象があるために，居眠りすることへの強い抵抗感がある
ものの，服薬中も含めてどうしても居眠りが生じるようだった。居眠りした際に，周囲が自
分の寝姿に注目している，人目が気になる，居眠りは人に見えるなど，周囲が居眠りする自
分に注目していると考えが生じるようだった。次に，居眠り姿を見た周囲は，患者に対し，
怠けている，信頼できないなど，悪く思うだろうと考えているようだった。そして，周囲に
悪く思われていると考えることで，人間関係を構築することに引け目を感じ，周囲と関わら
ない，あるいは眠くない状況の時だけ関わるなど，意図的に人を遠ざけ，人間関係が形成さ
れない状況が続くようであった。そして，人間関係が形成されないに至る一連の体験にとも
ない，自殺するくらいの苦痛や，非常につらいと感じるなど，精神的に追い詰められる日々
を過ごす場合があるようだった。また，周囲は居眠りをしている自分を悪く思うだろうとい
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う思考については，実際に居眠りについて理解の無い発言をされた経験や居眠りで周りの
扱いが悪化した経験をしている場合もあれば，実際は直接悪く言われていない場合もある
と解釈された。
症状改善に伴う，居眠りをする自分自身に対する捉え方と悪循環の変化の特徴として，薬
物治療を開始し以前より眠気症状が改善されるとこのような対人関係を避けるに至る悪循
環から抜け出せる場合と，依然として継続する場合とがあり，個人差があると解釈された。

“(人間関係への引け目について) うーん。そんなに感じないですね。その，薬飲むようにな
ってからは。(研究協力者.A)”
“もう薬飲み始めて，いちおう発作的に，いちおう時間的に眠
くなるっていう時間がわかるようになれば，飲んでる間は，眠くなかったら，やっぱり話は
してどんどん人と接触してはいくよね。(研究協力者.H)”という語りが得られた。この語り
からは，研究協力者たちは，薬物治療で眠気が少なくなることで，対人関係を意図的に避け
なくなると解釈された。一方で，薬物治療をすでに行っている現在であっても“(現在の仕

事中の様子について)結局そればっかりですね，そればっかりなんですよ。相手どう思って
るのかなーとか。(研究協力者.E)”
“何か会社の方で，こう，今後深く付き合わないなという
人に対して，余り，こう，積極的には行かないですよね。(研究協力者.J)”という語りも得
られた。この語りからは，薬物治療を行っている現在でも，対人関係を避けがちであること
が解釈された。

悪循環に巻き込まれない場合の居眠りをする自分自身の捉え方
一方で，居眠りをする自分自身に対する捉え方と悪循環で述べたような体験しない場合
もあるようだった。
もともと居眠りへの悪印象を持っていない場合，自分が居眠りする際に，周囲は自分に注
目していないだろう，人目が気にならない，居眠り姿はみんな同じなど，周囲は自分を気に
していないと考え，人間関係に引け目を感じずに生活することができるようだった。
あるいは，居眠りをする自分自身に対する捉え方と悪循環で述べたような体験をしていて
も，実際は周囲が注目していないことを示す経験をする，周りの目を意識過ぎていたと感じ
るなど，思うほど周りは見ていなかったことに気づいた場合は，周囲は自分を気にしていな
いだろうという認識を新たに獲得し，人間関係に引け目を感じなくなるようだった。
例外として，今まで述べてきた仮説とは異なる方法で，対人関係への対処を行っている場
合もあると推測された。たとえば，
“こう上手くトイレに行くだとか，ふりをするとか，色
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んなことでもって，サッとそれを切り替えちゃうということで，相手の印象も弱まるという
か，もし寝てるなと分かっていても，そういうことをしていると，相手の人は多分忙しくて
寝てないんだろうなと思ってくれる。(研究協力者.Ｉ)”という語りが得られた。この語りか
ら，研究協力者 I は，居眠りをした後に，居眠りする自分への悪い印象が弱まるような行動
を取ることで，周囲から悪く思われないように工夫していると解釈された。また，“薬を飲

むようになってからは，まああの１対１で話さないといけないときはあの，必ず事前に薬を
飲むようにはしてるんですね。で，まあそれで，ええ何とかしのいできたっていう感じです
よね。(研究協力者 B)”という語りが得られた。この語りから，研究協力者 B は，居眠りの
悪印象が強いと思われる場面では事前に服薬して居眠りを予防することで，他者との関わ
りを回避せずにすんでいると解釈された。
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図 8.ナルコレプシー患者の日中の眠気に伴う対人関係疎遠化プロセス
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まとめ

本研究では，研究 4 で服薬時の日中の眠気頻度が対人関係の疎遠化を媒介して非積極的
性格傾向を予測するという示唆に基づき，情動脱力発作を伴うナルコレプシー患者の対人
関係が疎遠化していく過程を明らかにすることを目的としていた。本研究から，対人関係が
疎遠化する過程として，居眠りに対する否定的な捉え方や周囲の反応に関する否定的な予
測をすることで意図的に対人関係を回避していることが示唆として得られた。そして，居眠
りや周囲に関する否定的認知は実体験に基づいた認知ではない場合があること，居眠りや
周囲に関する否定的認知は変容する可能性が示唆された。
方法としては，情動脱力発作を伴うナルコレプシー患者を対象に収集したインタビュー
データに対し GTA による分析を行った。その結果，次のような仮説が生成された。情動脱
力発作を伴うナルコレプシー患者においては，居眠りへの悪印象をもっており，居眠りする
ことに抵抗感があるようだった。そのため，症状により実際に居眠りした際は，周囲が自分
の居眠りに注目し，さらに自分を悪く思っているだろうと考えているようだった。そして，
引け目を感じて自ら意図的に人を遠ざける行動をとることで，人間関係が形成されないと
共に，精神的苦痛が続いているようだった。一方で，もとから居眠りに悪印象を持っていな
い場合や，自分が思うほど周囲が自分を見ていなかったと気づいた場合は，周囲は自分を気
にしていないだろうと考え，引け目なく他者と関わることが出来るようだった。

居眠りをすることへの捉え方に伴い対人関係の疎遠化が生じる体験過程について
本研究では，居眠りへの悪印象があることで居眠りすることに抵抗感があり，居眠りする
ことで周囲は自分に注目するとともに自分を悪く思うだろうと考え，人間関係に引け目を
感じ意図的に遠ざけていること，そしてその結果として精神的に追い詰められる日々を送
っているという仮説が生成された。研究 4 では，服薬時に生じる眠気の頻度が多いと対人
関係が疎遠化し，自分の行動様式を非積極的と評価しやすくなるとの示唆が得られた。研究
4 で示された示唆が体験として生じる過程について，本研究の仮説に基づくと，居眠りが多
く生じることで，周囲に悪く思われると考えるような場面が増えるため，意図的に対人場面
を回避することが多くなり，対人関係が疎遠になる可能性が考えられる。また，精神的に追
い詰められる日々を送ることで，自分の行動様式を非積極的と評価するようになる可能性
も考えられる。動脱力発作を伴うナルコレプシー患者は，眠気の重症度に伴い疎外感が強ま
るとの指摘があるが(Kapella et al,2015)，本研究で生成された居眠りをする自分自身に対
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する捉え方と悪循環の体験過程は，Kapella ら(2015)の指摘する疎外感の詳細を示している
のかもしれない。
研究 4 の考察では，対人関係が疎遠化する背景として，周囲の否定的な態度をみて疎遠
にする可能性と，周囲の反応に関わらず関係を疎遠にする可能性の 2 つを推測していた。
本研究の仮説に基づくと，周囲が否定的態度をとると考えていることが原因で関係を疎遠
にしている可能性が考えられた。一方で，実際にそのような経験が無いにもかかわらず，周
囲が自分に注目し否定的に捉えていると予測している場合があるとの仮説も得られた。
情動脱力発作を伴うナルコレプシー患者は，健常者にくらべて社会不安障害が発症しやす
いことが指摘されている(Thorpy et al,2014)。また，情動脱力発作を伴うナルコレプシー患
者は，社会的場面をはじめとして，全般的に回避行動が生じやすいことが指摘されている。
(Bruck,2001; Wilson et al,2007)。これらを考慮すると，情動脱力発作を伴うナルレプシー
患者においては，対人場面を驚異的に捉えやすい傾向や回避行動をとる傾向が背景にある
ことで，日中に居眠りが生じた際に居眠りに対する周囲の反応を過剰に悪く評価し，対人場
面を回避する行動をとっている場合もあることが可能性として考えられる。
本研究では，周囲は眠る自分を悪く思うだろうと考える背景には，居眠り自体に対する悪
印象とそれに伴う居眠りへの抵抗感が生じていることが仮説として示された。情動脱力発
作を伴うナルコレプシーにおいては，本来は本人の努力のみで居眠りに対処するのは難し
いものの，一般的に居眠りは自身の生活統制の欠如によるもの，自身の欲求を満たす活動，
気が緩んでいるために生じている，という印象を持ちやすいうえ，居眠り中に自分や周囲の
様子を確認することが難しいために，本研究で示されたような思考が生じる可能性が考え
られる。一般的に，居眠りが頻繁に生じている者は，睡眠不足や不適切な睡眠や休憩の取り
方が原因である場合が多いと指摘されている(Furihata et al,2016)。これを考慮すると，一
般的に居眠りは自己統制の欠如により生じる場合が多いため，自分も同類と思われるので
はと考える可能性も否定できない。また，眠れない状態はそれ自体に苦痛感が伴うが，眠っ
ている状態は一般的に人間の生理的欲求を満たす快適な状態とみなされる(Maslow,1970
小口 訳,1983)。そのため，日中の居眠りは，一人だけ快適な状態で楽をしている行為だと
いう認知が形成されやすい可能性も考えられる。くわえて，睡眠中は意識が低下することが
指摘されている(堀,2008)。これを考慮すると，居眠り中の自分の姿を意識的に統制したり
自分や周囲の様子を確認することが難しいために疑心暗鬼となり，居眠り中の自分は周囲
の様子に対し否定的な予測が生じやすい可能性も推測される。
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なお，性差に関しては，Won ら(2014)の研究では日中の眠気に伴う対人関係の問題の大
きさに性差が生じることを指摘していたのに対し，本研究では性別による認知や行動様式
の差異は抽出されなかった。このことから，対人関係の問題の性差は，対人関係に関連する
認知や行動の質的な違いよりも，認知の確信度や行動の出現頻度などの程度の差異によっ
て生じるのかもしれない。

対人関係疎遠化が変化する可能性について
本研究の仮説モデルでは，自分が考えていたほど周囲が自分に見ていなかった気づきを
得られると，周囲は居眠りを気にしていないだろうと考え引け目なく関わることができる
ようになるという仮説が生成された。上記で，居眠りに対する周囲の反応の予測は必ずしも
実体験に支持された思考とは限らない可能性があると述べた。本研究の仮説を踏まえると，
情動脱力発作を伴うナルコレプシー患者における対人関係の疎遠化は，眠気症状に伴う特
徴的な体験に関連し，社会不安障害に類似した体験が生じている可能性が考えられる。社会
不安障害のメカニズムを示すモデルでは，社会的状況において，自己注目とそれに伴う社会
的場面に関する危機的な思考が生じ，安全確保行動を取り，その結果として危機的な思考の
反証を得る機会を失うという認知行動プロセスが生じると指摘されている (Clark et
al,1995)。本研究で抽出された「周囲が自分に注目していると思う」は自己注目に，
「周囲は
眠る自分を悪く思うだろう」
「人間関係に引け目を感じる」は社会的場面に関する危機的な
思考に，
「意図的に人を遠ざける」は安全確保行動に，
「人間関係が形成されない」で悪循環
となる体験プロセスは反証を得る機会を失っている状況に一致する可能性が考えられる。
さらに，
「思うほど周囲は見ていなかった気づき」は，社会不安障害における反証を得る
機会として機能した可能性が考えられる。周囲が自分を悪く思っているのではと考え対人
場面を避けがちになる者は，対人場面に関するネガティブな情報により注意が向きがちに
なる一方，改善に関連してポジティブな情報にも注意が向くようになると指摘されている
(Kurzban et al,2001)。この知見を考慮すると，本研究で示された仮説では，自分が考えて
いたほど周囲が自分に見ていなかったという気づきに伴い、ネガティブな情報のみに偏っ
ていた注意が是正された体験を示している可能性がある。また，社会不安障害への治療とし
て，恐怖の対象である対人場面に積極的に関わるようにする曝露療法と対人場面に関する
危機的な思考を合理的な思考に変容させる認知療法が有効と指摘されている(kim,2005)。本
研究では，周囲と関わる機会があったことで，思うほど周囲は見ていなかった気づきを得て，
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周囲は自分を気にしていないだろうという認知を持つようになるという仮説が生成された。
この仮説は，社会不安障害において対人場面に関わる曝露療法とそれに伴う思考の合理化
が生じる体験に類似している可能性が考えられる。これらを踏まえると，社会不安障害の治
療を情動脱力発作を伴うナルコレプシー患者に適用することで，対人関係の疎遠化それに
伴う苦痛体験を改善させられる可能性も推測される。
一方で，情動脱力発作を伴うナルコレプシー患者は，居眠りが生じること自体への否定的
認知を抱えており，それが対人場面への否定的認知を促進させていることが本研究で推測
されたが，この点は一般的な社会不安障害の患者とは異なると考えられる。これを踏まえる
と，情動脱力発作を伴うナルコレプシー患者においては一般的な対人不安障害のように対
人場面に積極的に関わるだけでなく，居眠り姿を周囲に見せるという曝露療法や，社会的場
面での居眠りに関する非機能的認知に介入することが重要となるかもしれない。ただし，本
研究は仮説生成を目的としており，先行研究においても，情動脱力発作を伴うナルコレプシ
ーの居眠りに対する非機能的認知や居眠り姿が周囲の目に触れることと対人場面での振舞
いに関する研究は見当たらない。今後は，本研究の仮説をもとに，社会的場面における居眠
りに関する認知に関する仮説検討や，介入効果の検討を目的とした研究を蓄積していくこ
とが必要となるだろう。

本研究の限界と展望
本研究のデータの偏りが限界点として挙げられる。一般化可能性を想定し理論的サンプ
リングを行ったものの，主観的な選択である以上普遍性には限界があると考えられる。その
ため，本研究とは異なる観点で理論的サンプリングを行ってサンプル数を増やし，理論的仮
説を精緻化していく必要があると考えられる。とくに，本研究では 1 人の医師から紹介し
てもらった患者であるという点でも，偏りがあるといえる。したがって，複数の医師や施設
をまたいだデータ収集が進められると尚良い。あくまで本研究で得られた示唆は，ナルコレ
プシー患者全体に当てはめられるというよりは，対人場面での困難を抱えるナルコレプシ
ー患者の体験のパターンの一つを取り上げたに過ぎないだろう。
また，研究デザインの特性上，認知および行動の詳細な連続性を捉えることができた一方
で，これら重要体験の仮説検討を行っていく必要があろう。本研究で生成された認知行動に
関する横断的研究に加え，上記に述べたとおり居眠りに関する暴露療法を行うのであれば，
介入効果研究を行う必要がある。
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しかし，これまで，ナルコレプシー研究においては，ナルコレプシー症状と対人関係の困
難との関連性は指摘されてきたもの(Ozaki et al,2012; Daniels et al,2001; Kappela et
al,2015)，両者を媒介する体験プロセスについては明らかにされてこなかった。研究 4 で示
された服薬時にも生じる眠気の多さが対人関係の疎遠を説明する機序についても不明であ
った。本研究によって，あくまで仮説とはいえ，その心理的側面の詳細を示すことができた
ことは本研究の意義と考える。
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第8章

ナルコレプシー患者における仕事や勉強の業務遂行に

関する体験過程(研究 6)
第1節

問題と目的

研究 4 では，情動脱力発作を伴うナルコレプシー患者は，服薬時にも生じる日中の眠気
頻度が多いと，仕事の評価の低下，試験や成績の躓き，仕事でのやり取りの失敗が生じやす
い可能性が考えられた。また，情動脱力発作を伴うナルコレプシー患者は，仕事の場面にお
いて生産性が低い，能力を発揮できないなどの支障が生じやすいこと(Daniels et al,2001;
Teixeira et al,2004)，雇用率や給与などが望ましくない状況にあることが指摘されている
(Dodel et al,2004; Jennum et al,2012)。研究 4 やこれらの指摘に基づくと，情動脱力発作
を伴うナルコレプシー患者は，薬物治療を行っていても眠気症状が残存することで，仕事で
の業務遂行が困難な状況に置かれやすい可能性が推測される。仕事に取り組む上で，業務を
こなす上での制限が生じたり心身の障害を抱えている場合，抑うつ症状が生じやすいこと
が指摘されている(Lagerveld et al,2010)。これを踏まえると，情動脱力発作を伴うナルコ
レプシー患者においては，眠気に伴い仕事での業務遂行の困難が継続することで，抑うつ状
態に陥る可能性も考えられる。ナルコレプシー患者は，抑うつをはじめとした様々な精神疾
患が生じている者が多いことを考慮すると(Vourdas et al,2002; Dodel et al,2007; Thorpy
et al,2014)，ナルコレプシー患者の心理的問題の予防や改善のために，症状に伴う仕事の業
務遂行の困難への対処策を講じることが重要と考えられる。
薬物治療で眠気症状の改善を図ることで，業務遂行の困難が軽減されることも推測され
る。その一方で，情動脱力発作を伴うナルコレプシー患者は，仕事のスケジュールの自由度
が高まると活動性が高まると指摘されている(Ozaki et al,2012)。また，若年層では教育レ
ベルや雇用率，転職回数において健常者との相違がないとの指摘もされている(Ingravallo
et al,2012)。これらを踏まえると，情動脱力発作を伴うナルコレプシー患者においては，眠
気の重症度自体だけでなく，心理社会的要因によっても業務遂行の困難の程度が変化しう
ると考えられる。しかし，先行研究においては，仕事環境の自由度の高さ以外の心理社会的
要因は明らかにされていない。研究 4 では，眠気の出現が仕事や勉強の業務遂行の支障に
関連することは示唆されたが，眠気から業務遂行の困難が生じるに至るまでの体験過程が
不明である。
よって，本研究では，情動脱力発作を伴うナルコレプシー患者における仕事や勉強の業務
遂行の失敗体験にともなう体験の過程を心理社会的側面に焦点を当て，眠気から仕事や勉
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強の業務遂行の困難が生じるに至る体験過程を明らかにすることを目的とした。本研究を
行うことで，情動脱力発作を伴うナルコレプシー患者における，業務遂行の失敗を予防・改
善するための心理社会的援助に関する示唆が得られると期待した。

148

第2節

方法

研究協力者
研究 5 と同一の研究協力者であった。

データ収集方法
研究 5 のデータ収集と一緒にデータ収集を行った。半構造化面接によりインタビューデ
ータを収集した。
リサーチクエスチョンを「ナルコレプシー症状を抱えながら業務遂行を行うことに関す
る体験構造はどのようなものか」とした。主な質問項目は①眠気/居眠りに関する質問，②
社会参加，③援助資源への要望，であった。研究 4 において，日常生活の業務遂行を勉強や
仕事に絞っていたこと，勉強や仕事は社会に適応するうえで最も重要な要素であることか
ら，本研究でも勉強や仕事に関する業務遂行に限定して情報聴取することとした。
面接の進め方や信憑性のための配慮は研究 5 と同一である。

分析方法
本研究では研究 1,2,5 と同様，グラウンデッド・セオリー・アプローチ(以下，GTA)を採
用し，体験過程の連続性を探索的に明らかにすることに適した手法と考えられたためであ
る。GTA の中でも Strauss ら(1990）による GTA を採用した。具体的な手順は研究１で述
べたものと同一である。

倫理的配慮
本研究は，東京大学研究倫理審査委員会から承認を受けて実施したものである。

分析過程
研究 5 と併せてデータ収集を行った。理論的サンプリングに基づきデータを収集し，理
論的飽和に達したと判断された 10 名の時点でデータ収集を終了した。初めのカテゴリーの
生成を目的に研究協力者 A,B,C を対象にインタビューと分析を行ったうえで，カテゴリー
の精緻化を目的に D,E,F,G を対象に 1 名ずつインタビューおよび分析を行い，最終的に
H,I,J を対象にカテゴリーの検討を行った。以下に，分析過程について詳述する。
なお，カテゴリーグループは【】
，カテゴリーは「」，下位カテゴリーは＜＞，実際の語り
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は“斜体(研究協力者)”
，カテゴリーの定義は『』と記述する。

第 1 段階：カテゴリー生成のための分析
第 1 段階では，上記に示した研究協力者の選択条件および協力者のリサーチクエスチョ
ンに基づき，カテゴリー生成のためのデータ収集と分析を行った。研究協力者 A，B，C か
らデータ収集を行った。その結果，下記のとおりカテゴリーおよび下位カテゴリーが生成さ
れた。また，カテゴリーグループの分類およびカテゴリー同士の関連についても見出された。

“もうほんとに，もう持ってるシャープペンシルで，手の甲をザクザクさして，会議がお
わったらもう血まみれになっているくらい。それでも起きられないんですよ。(研究協力
者.A)”
“まあ僕も必死にもう，ビンタしながら上手くー隠し通してるから，ハッキリとみら
れないようにしてるーわけですけど，一回倒れるようにぐずっとくれば…(研究協力者.C)”
という語りが得られた。これらの語りから，研究協力者は，眠気に抵抗するために自ら痛み
を与えるが，それでも居眠りが生じてしまうと解釈された。痛みは本人にとって苦痛である
にもかかわらず，痛みを伴う行動を自ら取るということは，本人が居眠りしたくないという
気持ちが強いこと，および痛みを与えても抵抗できないくらい眠気が強いことと解釈され
た。これらの語りをまとめて「痛みを与えても生じる居眠り」を生成し，
『起きようと自身
に痛みを与えても眠ってしまうくらいの強い眠気であること』と定義した。

“(途中で居眠りするために) なんで，あの，記憶するためには机に向かっていろいろ書
いたりとかしなくちゃいけないので苦手で。(研究協力者.A)”“みんなで会議で一生懸命こ
う，あー頭を使ってなんか結果を得ようとしているときに，それに，それに貢献できないっ
てのがね。(研究協力者.B)”という逐語が得られた。この語りから，研究協力者 A は眠気に
より暗記が十分にできないと感じ，研究協力者 B は眠気により会議の議論の中で貢献でき
ないと感じていると解釈された。両者は共通して，眠気によってその状況においてすべき作
業を阻害されるため，思うように成果をあげられないと感じていると解釈された。よって，
これらの語りをまとめて「居眠りで成果が出せない」を生成し，
『居眠りすることで自分が
期待するような成果を思うように出せないこと』と定義した。

“これはもう自分はこういうもんだから，変えようがないからと思ってたので。(研究協
力者.A)”“体質と思うしかないって。(研究協力者.C)”から，両者とも，居眠りがたくさん
生じる現状は変えることができず，一生抱えながら生きていかないといけないと考えてい
ると解釈された。また，
“自分はこういうもん”
“体質”という表現から，居眠りを自分のな
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かの要素の一つとして認識している特徴があると解釈された。これらをまとめて「自分の体
質と言い聞かせる」が生成された。
『居眠りは変化することのない自分の特性と考えること』
と定義した。

“自分が発言して，少しでもいいような結論を出せるかもしれないというふうにはおも
いますけどね。(研究協力者.B)”
“ぼくは起きて周りの人と同じように動きたいし，あのーま
あやる気はあるってことで気持ちも頑張りたい気持ちもある(研究協力者.C)”という語りが
得られた。これらから，研究協力者は，どうしても居眠りしてしまうが本人は居眠りしたい
という思いはなく，本当は眠らずにその場面でやるべき活動に取り組みたいと考えている
と解釈された。これらの語りをまとめて「本当は眠らず活動したい」を生成し，
『居眠りが
生じるものの，本当は眠らずに活動したいと考えていること』と定義した。

“すごい罪悪感ですね。(研究協力者.A)”
“それはもう，それは寝てしまったっていうのは
すごい後味悪くてですね。(研究協力者.B)”
“起きたときの罪悪感っていうのは，まあ今だっ
てあるかもしれないですけど。(研究協力者.C)”という語りが得られた。これらから，研究
協力者は，居眠りから目覚めた後に，居眠りしたことに対する罪悪感が生じていると解釈さ
れた。これらをまとめて「寝起きの罪悪感」を生成し，
『居眠りして目覚めた後に罪悪感が
生じること』と定義した。

“ええ。周りのみんなは起きてられるのに自分だけ起きていられないってのが…(研究協
力者.A)”
“まあ普通のことが当たり前にできることが全くできないっていう，こと。(研究協
力者.C)”という語りが得られた。これらから，研究協力者は，日中居眠りせず起きている
のは本来当たり前で周囲はみんなできているのに対し，自分はできないと考えていると解
釈された。
“自分だけ”
“当たり前に”という表現から，居眠りしないことは本来なら難なく
出来るはずと認識しており，研究協力者の劣等感の強さが推測された。これらの語りをまと
めて＜普通のことができない自分＞を生成し，
『覚醒維持という本来なら出来て当たり前の
ことが自分はできないと感じること』と定義した。また，
“みんなで会議で一生懸命こう，

あー頭を使ってなんか結果を得ようとしているときに，それに，それに貢献できないっての
がね。(研究協力者.B)”
“悲しいってのは，うん，まあ人とおんなじことがどことなくいつも
失敗してしまうから…(研究協力者.C)”という語りが得られた。これらの語りから，研究協
力者は，居眠りが生じることで，自分は周囲と同じようにやるべき作業をこなせないと感じ
ており，そのような状況に対しネガティブな認識を持っていると解釈された。これらの語り
をまとめて，＜周りがしているときに自分だけできない＞を生成し，
『周りが活動している
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時でも居眠りで自分だけ出来ないと実感すること』と定義した。さらに，＜普通のことがで
きない自分＞＜周りがしているときに自分だけできない＞のどちらも，周囲が難なく行っ
ていることが自分にはできないという共通の思考を示していると解釈されたため，これら
をまとめて「人並みにこなせないことへの直面」を生成した。

“じゃあ劣等感がないか，無くなったかっていうとそういうものでもないですし。(研究
協力者.A)”
“出来上がった性格っていうのは相当厳しいものがありますね・・・今現在全く
眠気がなくなったとして，薬も飲まなくて全くなくなったとしても，たぶん，めちゃくちゃ
変わりはしない可能性があるなと思ってるんですよ。(研究協力者.C)”という語りが得られ
た。これらの語りから，研究協力者は，薬物治療に伴い眠気が軽減しても，自己に対してネ
ガティブなイメージを抱えていると解釈された。
“性格”や“無くなったかっていうとそう

いうものでもない”という表現から，ネガティブな自己イメージは持続的で変化しにくいと
解釈された。これらの語りをまとめて「低い自尊心」を生成し，
『自分に対して常にネガテ
ィブなイメージを抱えていること』と定義した。

“コンピューターに関してはそのー同じようにそのー同期で入った人たちよりも，まあ歳
も上でしたけども，それでもみんなよりもわかるとか，あのー技術の習得が早いとかあった
ので，それはすごい。(研究協力者.A)”“だから中学時代はそこそこの成績にはなれた。(研
究協力者.C)”という語りが得られた。これらの語りから，研究協力者は，学問や専門技術
業務をこなす際に周囲よりも出来ると実感できる場面があると解釈された。これらをまと
めて「人並み以上に出来ることがある」を生成し，
『周囲よりも出来ると感じる場面がある
こと』と定義した。

“自分からその，眠くない時には仕事もやるし，会社にも，あのー貢献してるはずなので
(研究協力者.B)”“もう授業中に寝てしまうし。まあもうそれは当たり前のごとくなんです
けど，まあそれなりに頑張った時期はあるんですよね。まあ中学時代なんてのは勉強，もう
家で頑張ってやりましたね。(研究協力者.C)”との語りが得られた。これらの語りから，研
究協力者は，覚醒している時間は周囲以上に積極的に勉強や仕事に取り組むようにしてい
ると解釈された。
“頑張った”
“貢献している”という表現からも，覚醒している間の取り組
みの態度をポジティブに評価していると解釈された。これらの語りをまとめて＜起きてい
るときに出来ることをする＞を生成し，
『居眠り中は活動できないぶん，覚醒中は周囲以上
に積極的に業務に取り組むこと』と定義した。また，
“(会議に居眠りした際は)そういうとき

は，5 分後に今までの分を挽回するぞ，みたいな感じでしゃべって。(研究協力者.A)”
“自分
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のこう，あのさえてる時間に遅れを取り戻すっていうんですかね。(研究協力者.B)”という
語りが得られた。これらの語りから，研究協力者は，居眠り中にできなかった作業を，目覚
めている時に周囲以上に積極的に取り組むことで，居眠り中に生じてしまった周囲からの
遅れを取り戻す対処をしていると解釈された。これらの語りをまとめて＜居眠り後に作業
を巻き返す努力＞を生成し，
『目が覚めた後に一生懸命取り組むことで周りに追いつこうと
すること』と定義した。また，＜起きているときに出来ることをする＞＜居眠り後に作業を
巻き返す努力＞は，共通して仕事や勉強の業務遂行を達成するために，覚醒している時間に
焦点を当てて活動をするようにしていることを示していると解釈された。これらを下位カ
テゴリーとしてまとめて「覚醒時の活動を重視」を生成した。
また，カテゴリーグループに関し，
「痛みを与えても生じる居眠り」
「居眠りで成果が出せ
ない」は共通して，ナルコレプシーにおいて生じる眠気の特異的な強さを象徴していると解
釈された。
「居眠りで成果が出せない」における「成果」は，あくまで本人の主観的評価に
すぎないが，ナルコレプシーの眠気の強さを考慮すると健常者に比べると実際に成果を出
しにくいと推測されたことから，ナルコレプシーの眠気の強さの特異性を示したカテゴリ
ーであると判断された。これらのカテゴリーを居眠り自体の特徴を示すカテゴリーグルー
プとしてまとめ，
【居眠りの特徴】とした。
「自分の体質と言い聞かせる」と「本当は眠らず活動したい」は，居眠りの症状やそれに
伴う支障から二次的に生じる，居眠りに対する認知的反応と解釈された。また，
「寝起きの
罪悪感」は，居眠りをしたという体験にもとづいて二次的に生じる感情を示していると解釈
された。このことから，
「自分の体質と言い聞かせる」「本当は眠らず活動したい」
「寝起き
の罪悪感」は，共通して居眠り体験により二次的に生じる心的体験を示していると解釈され
た。よって，これらカテゴリーをまとめて【居眠りに対する心情】とした。なお，認知に関
するカテゴリーと気分や感情を示すカテゴリーの両方が含まれるため，【心情】という表現
を用いた。
さらに，
「人並みにこなせないことへの直面」
「低い自尊心」「人並み以上にできる」につ
いて，上記の【居眠りに対する心情】は居眠りの出現に伴い逐一生じる心的体験を示すのに
対し，業務遂行に取り組んだり日常生活を過ごしたりする中で次第に形成される自己認識
であると解釈された。よって，これらのカテゴリーをまとめて【自分自身に対する心情】を
形成した。
また，
「本当は眠らず活動したい」
「痛みを与えても生じる居眠り」
「居眠りで成果が出せ
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ない」
「寝起き後の罪悪感」のカテゴリー同士の関連について，
“まあ僕も必死にもう，ビン

タしながら上手くー隠し通してるから，ハッキリとみられないようにしてるーわけですけ
ど，一回倒れるようにぐずっとくれば，あからさまにばれたら…。そもそも，僕自身の根本
的な考えで，寝たくないっていうのはあるんですよ。あの授業は受けたい，それなりに勉強
したいという考えはあったんで。真面目に，まあ勉強して，まあノートにとりたいっていう，
ある程度優等生的な思考があったのでー，うん，そういうふうに思っているからこそ余計に，
眠るって眠って，まあよだれ垂らしてるのかはわかりませんけど，そんなことやっているの
は相当に恥ずかしいということですよね。(研究協力者.C)”という語りが得られた。この語
りから，研究協力者 C は，優等生のような気持ちが強いため授業中は勉強をしたいと思っ
ているもかかわらず，どうしても居眠りして勉強に取り組めず，恥ずかしいという気持ちが
わいていると解釈された。この語りに基づくと，
「本当は眠らず活動したい」と思うものの
「痛みを与えても生じる居眠り」のようにどうしても居眠りしてしまい，その結果勉強に関
して「居眠りで成果が出せない」状況になり，
「寝起き後の罪悪感」が生じる，という体験
を繰り返していると解釈された
以上から，ナルコレプシーによる居眠りが非常に強いためどうしても眠気に抗えず，業務
の成果を思うようにあげられない状態に至り，居眠りや成果を挙げられない状況に関して
様々な認知が発生することが示された。一方で，結果的に「低い自尊心」と「人並み以上に
できる」という思いが，1 人の個人のなかで両方生じている場合があると考えられた。よっ
て，次段階以降では，
「低い自尊心」と「人並み以上にできる」それぞれの心的体験に至る
過程が明確化されるよう，さらにデータ収集と分析を進めていくこととした。

第 2 段階：カテゴリー精緻化のための分析
第 1 段階では，居眠りに伴い業務を思うように遂行できない体験が生じていること，そ
れにともない居眠り症状や居眠りをする自分にネガティブな思いを抱く一方で，人並み以
上に出来るという肯定的な心情を抱く場合もあった。第 2 段階以降では，
「低い自尊心」に
至る場合と「人並み以上にできる」に至る場合の，それぞれの体験過程を明確化していくこ
とを目的とした。
第 1 段階ではすべての研究協力者が男性だったため，第 2 段階以降は，女性の研究協力
者を募ることとした。女性からデータ収集を行うことで，性別の偏りを減らすだけでなく，
女性特有の体験がないか探索することとした。方法に示した質問を第 2 段階は責任が大き
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く，座っての作業が多い自営業の研究協力者 D を対象とした。分析の結果，生成されたカ
テゴリーおよび下位カテゴリーとその根拠を以下に述べる。また，カテゴリーグループの分
類およびカテゴリー同士の関連についても述べる。

“で，家で勉強しようと思っても寝てしまう。(研究協力者.A)”および“読みたいもので
読むのがなかなか終わらないんですよね。(研究協力者.D)”という語りが得られた。これら
の語りから，研究協力者は，何かしらの作業に取り組みたくても，途中で居眠りが生じるた
めに思うように取り組めないと解釈された。第 1 段階で生成された「居眠りで成果が出せ
ない」は思うような結果が得られないことを示していたのに対し，これらの語りは，得られ
る結果は関係なく目の前にある業務に取り組めないことへの困り感を示していると解釈さ
れた。これらの語りをまとめて「居眠りですべき作業ができない」を生成し，『居眠りが生
じて本来すべき作業を十分にこなせないこと』と定義した。そして，このカテゴリーは，作
業に取り組めないほどの強い眠気が生じるという居眠りの病的な特徴を示していると考え，
【居眠りの特徴】に分類した。

“薬飲んでいれば回避できたのに，回避できなかったという後悔が生まれるようになりま
したね。(研究協力者.A)”および“かならずお薬飲みますね，会議のときはね。(研究協力
者.D)”という語りが得られた。これらの語りから，研究協力者は，重要な場面では事前に
服薬を行い，眠気が生じないように対処していると解釈された。薬物治療中のナルコレプシ
ー患者は定期的に服薬するが，特に重要な用事がある場合は，追加服用することで居眠りを
さらに居眠りを生じにくくしていると解釈された。これらの語りをまとめて「重要場面は服
薬で対処」を生成し，
『絶対に寝てはいけない場面では追加の服薬を行うことで居眠りを予
防すること』と定義した。そして，
【居眠りに対する行動】のなかのカテゴリーとして位置
づけた。

“コンピューターの研究なんで自分で論文呼んだりプログラムを書いたりっていうもの
なんで，時間にとらわれない，好きな時間にできるので･･･(研究協力者.A)”および“いや，
眠れないと困るんだけれども，起きて無くてもいい状態ですのでね。一人，まあ仕事して，
お勤めしてればきっと違ったかもしれないですけど，自分で仕事してるんですからね。(研
究協力者.D)”という語りが得られた。研究協力者 A は大学院，研究協力者 D は自営業と異
なってはいるが，両者とも共通して，業務中に居眠りが生じてもあまり支障が生じず，覚醒
できる時間帯に合わせて作業が出来る環境を選択していると解釈された。これらの語りか
ら「居眠りの支障が少ない環境の選択」を生成し，
『居眠りが生じても支障の少ない環境の
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中で生活していること』と定義した。そして【居眠りに対する行動】に分類した。

“私はあの，昼間は非常に眠いんですけど，夕方以降はほとんど眠くないんですね。(研
究協力者.B)”
“寝てもすぐは起きられますのでね。(研究協力者.D)”という語りが得られた。
これらの語りから，研究協力者は，一日中眠気が続くわけではなく，覚醒できている時間も
あることを自覚していると解釈された。第 1 段階では「覚醒時の活動を重視」が生成された
が，覚醒時間を重視して活動できるのは，生活の中で覚醒できている時間が存在することを
理解し，そこで計画的に活動するよう意識しているからと解釈された。よって，これらの語
りをまとめて「覚醒していられる時間を意識」を生成し，『居眠りだけでなく覚醒していら
れる時間があることを自覚し，目を向けること』と定義した。また，このカテゴリーの生成
に関連し，第 1 段階で生成した「覚醒時の活動を重視」は心理的側面と行動的側面が混在し
た表現になっていると考えられたため，行動的側面を強調する「覚醒時に積極的に活動する」
という名称に変更した。そして，
「覚醒していられる時間の存在を認識」は【居眠りに対す
る心情】に追加した。さらに，
「覚醒時に積極的に活動する」
「居眠りを軽減する対処」
「居
眠りの支障が少ない環境の選択」は，居眠り症状に基づいた戦略的な行動と解釈されたので，
これらをまとめて【居眠りに対する行動】を生成した。
また，「どうしても生じる居眠り」
「思うように作業に取り組めない」
「居眠りの支障が少
ない環境」
「覚醒していられる時間の存在を認識」
「覚醒時に積極的に活動する」のカテゴリ
ー同士の関連について，
“あ，それはあの，私は結局皆さんが若い，私より若いし，上にい

ないもんですから，その点では私が居眠りしてても，頭下げて寝ててもなんともない。(面
接者：あ，なるほど。１番上だからとくに周りに言われることも。) そうですね。ただ，困
ったわと思ってももう眠っちゃうんだからしょうがないですよね。もう新聞読んでてもこ
うなっちゃう。(研究協力者.D)”という語りが得られた。この語りから，研究協力者 D は，
どうしても居眠りが生じるものの，自営業のため仕事への支障があまり生じずにすむ環境
に身を置くことができていると解釈された。さらに，仕事中の様子に関して，
“寝てもすぐ

は起きられますのでね。こうなってても，ちょっと声かけられると。目が覚めますので，ま
あそれから始めるっていうような。(面接者：それから始める。じゃあ，ちょっと寝ちゃう
けれども，声かけたら起きるからそこから頑張ればいいかなみたいな。) いいとは思わない
んですけど，でもそれがいっつもいっつも眠るわけじゃないんですのでね。(研究協力者.D)”
という語りが得られた。この語りからは，研究協力者 D は，居眠りが生じてもすぐ目覚め
られることを認識しており，居眠り後に目覚めた時点から活動を始めればよいと考えてい
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ると解釈された。これら二つの語りから，
「どうしても生じる居眠り」によって「思うよう
に作業に取り組めない」ものの，自営業という「居眠りの支障が少ない環境」に身を置いて
いることで，居眠りに伴う物理的支障はあまり生じないと解釈された。そして，居眠りばか
りでなく「覚醒していられる時間の存在を認識」しているため，居眠り後の「覚醒時に積極
的に活動する」という対処行動をとれていると解釈された。
以上から，第 2 段階では眠気を抱えながらも業務をこなしていく体験過程が精緻化され
た。第 3 段階以降も，居眠りに伴う業務遂行に関するネガティブ体験とそれに対抗するポ
ジティブ体験の構造について精緻化していくこととした。第 2 段階ではポジティブな体験
が精緻化されたことから，第 3 段階ではネガティブな体験の抽出も重視しながら取り組ん
でいくこととした。

第 3 段階：カテゴリー精緻化のための分析
第 3 段階では，第 2 段階と同様，眠気を抱えながら業務遂行をこなす中で，ポジティブ
な体験とネガティブな体験に至る過程を精緻化することを目的とした。とくに，第 3 段階
ではネガティブな体験の精緻化を重視した。研究対象に関し，第 2 段階と同じく性別の偏
りを減らすとともに，女性特有の体験がないか探索するため，女性からデータ収集を行うこ
ととした。研究協力者の社会的立場という観点に関し，第 2 段階は社会的責任の大きい立
場の者を対象としたことから，第 3 段階では比較的社会的責任の小さいパートの研究協力
者 E を対象とした。その結果，下記に示すカテゴリーおよび下位カテゴリーが生成された。
また，下記に示すカテゴリーグループの分類およびカテゴリー同士の関連性も見出された。

“薬飲まないと，あのー，えー知らないうちに寝てますね，ええ。(研究協力者.B)”
“予備
校行ってて授業の時結構なんか，こうして寝てたり，あとから気づいたら結構いっぱいあっ
たとか(研究協力者.E)”という語りが得られた。これらの語りから，研究協力者は，気づか
ないうちに居眠りしてしまう体験が繰り返し生じていると解釈された。“知らないうちに”

“後から気づいたら”という表現から，ナルコレプシーの症状としての居眠りは，本人も気
づかないうちに居眠りしてしまうほどの強い眠気であると解釈された。これらの語りとま
とめて＜自覚なく生じる居眠り＞を生成し，
『本人も自覚ないうちに居眠りが生じているこ
と』と定義した。また，第 1 段階で生成された「痛みを与えても生じる居眠り」と見比べる
と，両方とも眠気が抗えないほどの強さであることを示していると考えられた。これらをま
とめて「どうしても生じる居眠り」とした。そして，【居眠りの特徴】に分類した。
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“で，どんどんついていけない，ついていけないから，どんどん落ちこぼれていくのの悪
循環で。(研究協力者.A)”“聞かなくなっちゃってでも全く分からなくって単位落としちゃ
ってとか･･･(研究協力者.E)”という語りが得られた。これらの語りから，研究協力者は，居
眠りが繰り返し生じて業務に十分取り組めないことで，周囲の業務達成スピードについて
いけなくなると解釈された。これらの語りをまとめて＜居眠りでついていけない＞を生成
し，
『繰り返し居眠りが生じるために周囲と同じペースで業務をこなせず，周囲の達成スピ
ードについていけないこと』と定義した。また，第 1 段階で生成した「居眠りで成果が出せ
ない」と見比べたところ，共通して，居眠りが生じることで自分が期待する程度まで業務を
こなし結果を出せないと感じていると解釈された。そのため「居眠りで成果が出せない」を
下位カテゴリーとした上で，＜居眠りでついていけない＞＜居眠りで成果が出せない＞を
まとめて「居眠りで期待する結果が得られない」とした。期待に沿った結果であるか否かは
本人の主観的認知とも解釈できるため，
【居眠りに対する心情】に分類することも考えられ
たが，居眠り症状を抱えていると実際に健常者に比べて結果が得られにくい可能性が高い
と考えたため，
【居眠りの特徴】に分類した。

“今周りから見られていなかったとしても，してもー，まあ恥ずかしい，まあそこは恥ず
かしいじゃなくて悔しいになるかもしれませんね。(研究協力者.C)”“また寝ちゃうなぁっ
て，悔しいのも有りますね (研究協力者.E)”という語りが得られた。これらの語りから，研
究協力者は，居眠りしてしまうことについて悔しく感じており，本当は居眠りをしたくない
という気持ちを抱えていると解釈された。これらの語りをまとめて＜居眠りするのが悔し
い＞を生成し，
『居眠りしてしまうことに対し，悔しく感じること』と定義した。また，気
分の質としては異なるものの，居眠りから醒めた直後に生じるネガティブな気分という点
では，
「寝起きの罪悪感」と類似していると解釈された。そのため，
「寝起きの罪悪感」を下
位カテゴリーとした上で，＜寝起きの罪悪感＞と＜居眠りするのが悔しい＞のふたつをま
とめて「居眠りに対する自責感」とした。両方とも，居眠りすることに伴う自身に対する否
定的な心情を示していると推測されたため，
“自責感”という表現を用いた。そして，
【居眠
りに対する心情】に分類した。

“こんなに起きてる人はこんなに時間があるんだなと思いますよね。(研究協力者.D)”お
よび“これは普通だったら，とか，眠気がないってどんなか感じかなって。(研究協力者.E)”
という語りが得られた。これらの語りから，研究協力者は，眠気やそれに伴う支障にもどか
しさを抱えており，健常者をうらやましく感じていると解釈された。これらの語りをまとめ
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て＜病気でない人がうらやましい＞を生成し，
『ナルコレプシーでない人の生活や体調を想
像しうらやむこと』と定義した。さらに，前の段階で生成された「低い自尊心」と見比べる
と，かかえる感情の質としては異なるものの，両方とも現状の自分に対するネガティブな心
情を示していると解釈された。よって，＜病気でない人がうらやましい＞＜低い自尊心＞を
まとめて「否定的な自己評価」を生成した。そして【居眠りに対する心情】に分類した。

“ある程度優等生的な思考があったのでー，うん，そういうふうに思っているからこそ余
計に眠るって眠って･･･(研究協力者.C)”“なんか自分が好きで受けていた TOEIC のテスト
とかもリスニングの時間わけわからなくなっちゃって(研究協力者.E)”という語りが得られ
た。これらの語りから，研究協力者は，本当は起きて活動したいと考えていても，眠気が強
いためどうしても居眠りしてしまうと解釈された。これらの語りをまとめて「起きていたく
ても眠ってしまう」を生成し，
『本人が起きたいという意思があるにもかかわらず，どうし
ても居眠りが生じてしまうこと』と定義した。

“人とおんなじことがどことなくいつも失敗してしまうから･･･(研究協力者.C)”
“意味が
ないよなぁと，大学出してもらって，今販売でって意味ないよなって。(研究協力者.E)”と
いう語りが得られた。これらの語りから，研究協力者は，自分は思うような成果が出せない
人間だと評価し，否定的に自己を捉えていることと解釈された。＜居眠りで成果が出せない
＞は居眠りのために生じる生活上の支障を示しているのに対し，これらの語りは，居眠りに
伴う体験に基づき形成される自己像を示していると推測された。そのため，これらの語りと
まとめて＜自分は成果を出せない人間だと思う＞を生成し，
『自分は思うような成果を出す
ことができない人間と考え，そのような自分を否定的に評価していること』と定義した。自
分に対する否定的な評価をしている考えられたため，「否定的な自己評価」の下位カテゴリ
ーとして位置づけた。

“もう高校でてふつうは専門学校に行くつもりでいましたね。(研究協力者.A)”“オフィ
ス仕事とかをやりたかったですけれどそれは明らかに無理だなと思って･･･(研究協力者.E)”
という語りが得られた。これらの語りから，研究協力者は，本当はやりたかった仕事や進学
があったが諦めたと解釈された。これらの語りをまとめて「やりたいことを諦める」を生成
し，
『本当はやりたいと思っていた活動を諦め，別の活動を選択すること』と定義した。
「起きていたくても眠ってしまう」
「人並みにこなせないことの直面」
「活動を諦める」
「否
定的な自己評価」のカテゴリー同士の関連について，“あと寝ちゃうんで仕事を選ぶとき通

訳とか極端に寝ぼけてしまうと失礼かも知れないけれどオフィス仕事とかをやりたかった
159

ですけれど。それは明らかに無理だなと思って，もともとバイトとかで接客とやってたから
興味もでてきたから販売やろうと思って。(研究協力者.E)”という語りが得られた。この語
りから，研究協力者 E は，本当はオフィス仕事や通訳をしたかったが，あまりに強い眠気
のために業務をこなすのは無理だと思い，そのような仕事につくのは諦めたと解釈された。
また，
“それまでやりたいと思ってたことが出来てないのがずーっと悔しいですけどね。何

だろう，そろそろ販売員でなくって。それを全部あきらめてやってて，転職を繰り返してか
ら正社員じゃなくっていうのが悔しい。(研究協力者.E)”という語りが得られた。この語り
から，研究協力者 E は，自分のしたい仕事につくことを諦めたことについて，現在までず
っと悔しい思いを抱え続けてきたと解釈された。これらの語りに基づくと，あまりにも眠気
が強いために例えやりたい仕事であっても「起きていたくても眠ってしまう」だろうと考え，
自分には「人並みにこなせないことの直面」をすると解釈された。そして，やりたい仕事に
従事する「活動を諦める」ものの，いまだに「否定的な自己評価」を抱えながら生活するこ
とになると解釈された。
さらに，
「居眠りで期待する結果が得られない」が生成されたことにあわせて，改めて第
1 段階の逐語を見直したところ，
“高校に行ったらもうほんと，授業中起きてらんないの，

授業についていけない。だからーもう，もうほんっとにもう，眼覚め，授業終わるチャイム
でハッと目が覚めて，もうノートが自分のよだれでびしょびしょになってるなんてことが
ほんっとにあったんですよね。だからもう，もうノートをまずまともに取れない。授業も当
然覚えてらんない。で，高校のあたりからって教科書見ても，教科書見ただけじゃわかんな
いこともけっこう多いので。で，どんどんついていけない。ついていけないから，どんどん
落ちこぼれていくの悪循環で。(研究協力者.A)”という逐語が見いだされた。この語りから，
研究協力者 A は，授業中に居眠りを繰り返すなかで，後から教科書を見直して自分なりに
対処しようとしても内容が理解できず，うまく対処できなかったと解釈された。そして，周
囲のスピードに“ついていけない”ことで，自分は周囲と比べて“おちこぼれ”ていると実
感するに至っていると解釈された。この語りの基づくと，授業中に「どうしても生じる居眠
り」により「思うように作業に取り組めない」なかで，後から覚醒しているときに自分で教
科書を見るなど「覚醒時に積極的に活動する」ように工夫してもうまくいかないことがある
と解釈された。そして，ついていけないという「居眠りで期待する結果が得られない」状況
になり，結果的におちこぼれという「人並みにこなせないことの直面」に至る場合があると
解釈された。つまり，第 1 段階で示されたような「覚醒していられる時間の存在を認識」を
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しているため，居眠りした後に「覚醒時に積極的に活動する」ようにしても，思うように成
果が得られず「居眠りで期待する結果が得られない」ことで，
「人並みにこなせないことの
直面」をして「活動を諦める」ようになり「否定的な自己評価」が生じるに至る場合がある
と解釈された。
以上から，居眠りで十分な活動が出来ないことに伴い否定的な自己評価が生じる可能性
が考えられた。また，第 2 段階で生成されたポジティブな思考に至る体験をたどっていて
も，否定的な自己評価に至る体験過程に移行する可能性も示された。なお，女性特有の体験
が示されることはなかったため，
第 4 段階以降は研究協力者の性別は問わないこととした。

第 4 段階：カテゴリー精緻化のための分析
第 3 段階までの分析過程において，繰り返される居眠りに伴う体験と，そこから生じる
ポジティブ・ネガティブな体験の構造がそれぞれ示された。第 4 段階からは，居眠りにより
業務を遂行できないという体験の繰り返しからポジティブ・ネガティブな体験に至るまで
の相違をより精緻化していくことを目的にすすめていくこととした。研究協力者は，診察時
に生活が順調と語っていた研究協力者 F を対象とした。その結果，下記に述べるカテゴリ
ーおよび下位カテゴリー生成された。また，下記に述べるようにカテゴリーグループの分類
およびカテゴリー同士の関連が見出された。

“うちの店は暇だったら試食配ったりとか足伸ばししたりとか声出ししたりとか，常にせ
かせかしてるからそれでテンション上がって，それでテンション上がって気張ってるから，
凄く暇でない限り眠くはなれないんです。(研究協力者.E)”
“常に動いているもんで，あと時
間も管理があるもんで，そんなにノロノロ動けないので。そんなに眠くなることは無いとい
うことが，お話し。(研究協力者.F)”という語りが得られた。これらの語りから，研究協力
者は，眠気が生じにくい仕事についていることで，居眠りによる業務遂行の困難が生じずに
活動できていると解釈された。これらの語りをまとめて＜眠らずにすむ環境＞を生成し，
『居眠りが生じにくい環境に身を置いて生活すること』と定義した。また，＜眠らずに済む
環境＞は，居眠りが生じにくい仕事を選択することができていることを示していると解釈
されたため，
「症状にあった環境の選択」の下位カテゴリーに位置づけた。

“ええまあ，仕事，まあその，そこそこなせているというふうに思いますしね。(研究協
力者.B)”“普通のそういった仕事はできてるもんで，別に何も言われねえけど。(研究協力
者.F)”という語りが得られた。この語りから，研究協力者，普段の仕事は問題なくこなす
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ことが出来ていると考えており，仕事の成果ついて本人がある程度満足できていると解釈
された。これらの語りをまとめて，＜問題なく活動できている＞を生成し，
『日常生活の中
で問題なく活動をこなせていると感じていること』と定義した。また，
「人並み以上に出来
ることがある」は自分の成果が周囲以上であると感じているのに対し，＜問題なく活動でき
ている＞は周囲との優劣には言及していないという点では異なるが，両方とも共通して周
囲に遜色なく物事をこなせているという自己評価をしていると解釈された。よって，
「人並
み以上に出来ることがある」を下位カテゴリーとした上で，＜人並み以上に出来ることがあ
る＞＜問題なく活動できている＞をまとめて「物事をこなせる自信」を生成した。そして，
【自分自身に対する心情】に分類した。
また，
「症状があっても対処しやすい環境の選択」
「覚醒時に積極的に活動する」「物事を
こなせる自信」のカテゴリー同士の関連について，
“今の仕事，仕事にもよるとは思うんで

すけどね。ほら，デスクワークとかそういった状態，ではないんで，俺の場合は。常に動い
ているもんで。あと時間も管理があるもんで，そんなにノロノロ動けないので。そんなに眠
くなることは無いということが…(省略)…だから，その気の持ちようがまた仕事にも影響し
てくると思うんですよね。ぼくもそんなに，あのー思ってないので，だから仕事中はそうい
ったこと一切ないですよ。あの，一応言ってはありますよ，会社の人にね，そういった病気
なんだっていうの。でもべつに，普通のそういった仕事はできてるもんで，別に何も言われ
ねえけど。(研究協力者.F)”という語りが得られた。この語りから，研究協力者 F は，体を
動かす仕事を選択することで，あまり居眠りせず覚醒した状態で活動できる生活を送るこ
とが出来ており，問題なく仕事をこなせていると自己評価できていると解釈された。この語
りに基づくと，
「症状があっても対処しやすい環境の選択」をすることで「覚醒時に積極的
に活動する」ことができ，
「物事をこなせる自信」も実感することが出来ると解釈された。
以上から，自分に適した環境を選択することで，物事をこなすことへの自信を得ることも
可能であるという仮説が生成された。

第 5 段階：カテゴリー精緻化のための分析
第 5 段階では，第 4 段階と同様にポジティブな体験過程とネガティブな体験過程の相違
および，両者の体験の関係を精緻化することを目的にデータ収集と分析を行った。第 5 段
階では，研究協力者 G を対象とした。診察時に生活が順調と語っていたことに加え，正規
雇用から非正規雇用の生活に変化していることから，異なる社会的位置づけでの体験をし，
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それに伴い一個人の中で異なる睡眠に対する捉え方や体験をしていると推察されたためで
ある。その結果，下記に示すカテゴリーおよび下位カテゴリーが得られた。また，下記に示
すカテゴリーグループの分類が見出された。

“本当に眠くて困ったこと何回か，お手洗い行って寝たり，トイレで寝たり。(研究協力
者.D)”
“トイレ行ったりとか。あとは一人で作業できる場所に行ったりとか。(研究協力者.G)”
という語りが得られた。これらの語りから，研究協力者は，眠気が生じたときにトイレや人
目につかないところで仮眠を取ることで，眠気を解消しようと工夫していると解釈された。
これらの語りをまとめて＜要所でこっそり仮眠を取る＞を生成し，
『眠気や居眠りを軽減す
るために人目につかない場所でこっそり仮眠を取ること』と定義した。また，「重要場面は
服薬で対処」と見比べたところ，手段は異なるものの，両方とも眠気や居眠りを軽減するた
めの対処行動をとっていることを示しているという点で共通していると解釈された。その
ため，
「重要場面は服薬で対処」を下位カテゴリーとした上で，＜重要場面は服薬で対処＞
＜要所でこっそり仮眠をとる＞をまとめて「眠気を軽減する対処」を生成した。そして，
【居
眠りに対する行動】に分類した。

“本能的なものなんですよね，眠気とか空腹とかって。なので，どうにも我慢できない。(研
究協力者.A)”“それはもう勝てないなっていう。(研究協力者.G)”という語りが得られた。
この語りから，研究協力者は，自分の力では眠気にどうしても抵抗することができないと感
じていると解釈された。これらの語りをまとめて＜どうしても抗えない＞を生成し，
『自分
は眠気に抗い，覚醒し続けることが出来ないと感じていること』と定義した。また，第 3 段
階で生成された「起きていたくても眠ってしまう」と見比べたとき，両方とも眠気に対して
自分自身ではどうしようも出来ないという思いを示しているという点で共通していると解
釈された。そのため，
「起きていたくても眠ってしまう」を下位カテゴリーとし，＜起きて
いたくても眠ってしまう＞＜どうしても抗えない＞をまとめて「居眠りへの抵抗の無力感」
を生成した。そして【居眠りに対する心情】の中のカテゴリーとして分類した。
この時点で，新たに生成されるカテゴリーも少なくなるとともに，社会的位置づけという
基準に基づいた研究協力者の選択も一通り行ったと考えられた。また，体験の構造が形成さ
れたと考えられたため，第 6 段階ではカテゴリー確認のための分析を行うこととした。

第 6 段階：カテゴリー確認のための分析
第 6 段階では，今まで生成されたカテゴリーの検討を目的とした。研究協力者の選択条
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件は，第 1 段階の条件に加えて，両方の性別から，さらに老年に至っていない者からもデー
タを収集することとした。老年に至っていない者を選択基準に含んだ理由は，プロスペクテ
ィブなデータを得ることでより正確で生々しい語りが得られると考えたためである。研究
協力者 I,J,K の計 3 名からデータ収集を行った。その結果，新たなカテゴリーは生成されな
かった。よって，理論的飽和状態に達したと解釈し，データの収集および分析を終了した。
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第3節

結果と考察

分析の結果，4 個のカテゴリーグループ，12 個のカテゴリーが抽出された(表 16)。各カ
テゴリーに関する語りが得られた研究協力者は表 17 のとおりである。
以下に，最終的に生成された理論的仮説のストーリーラインを詳述していく。また，理論
的仮説を図示化したものを図 9 に示した。なお，
“斜体”は，研究協力者の実際の語りを示
している。

表 16. 生成されたカテゴリーグループ，カテゴリーおよび下位カテゴリー
カテゴリーグループ

カテゴリー

下位カテゴリー
動いていても生じる居眠り

どうしても生じる居眠り
居眠りの特徴

痛みを与えても生じる居眠り
居眠りですべき作業ができない
居眠りで期待する結果が得られな
い
居眠りへの抵抗の無力感

居眠りに対する心情

自覚なく生じる居眠り

居眠りで成果が出せない
居眠りでついていけない
起きていたくても眠ってしまう
どうしても抗えないと思う

本当は眠らず活動したい
居眠りに対する自責感

寝起きの罪悪感
居眠りするのが悔しい

覚醒していられる時間を意識
覚醒時に積極的に活動する

居眠りに
対する行動

起きているときに出来ることをす
る
居眠り後に作業を巻き返す努力

活動をあきらめる
眠気を軽減する対処
居眠りの支障が少ない環境の選択

要所でこっそり仮眠をとる
重要場面は服薬で対処
自由に眠れる環境
眠らずに済む環境

人並みにこなせないことへの直面
自分自身に対する心情

物事をこなせる自信
否定的な自己評価
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普通のことができない自分
まわりがしているときに自分だけ
できない
問題なく活動できている
人並み以上にできることがある
病気でない人がうらやましい
低い自尊心

表 17. 各カテゴリーに関する語りが得られた研究協力者の一覧
分析段階
カテゴリー＼研究協力者
どうしても生じる居眠り
居眠りですべき作業ができない
居眠りで期待する結果が得られない
居眠りへの抵抗の無力感
本当は眠らず活動したい
居眠りに対する自責感
覚醒していられる時間を意識
覚醒時に積極的に活動する
活動をあきらめる
眠気を軽減する対処
居眠りの支障が少ない環境の選択
人並みにこなせないことへの直面
物事をこなせる自信
否定的な自己評価

カテゴリー
生成
A B C
○ ○ ○
○
○ ○ ○

カテゴリー
精緻化
D E F
○ ○
○ ○
○

○
○
○
○

○
○

○
○
○
○
○
○
○

○
○
○

○
○

○
○
○

○
○
○
○
○
○

○

○

○
○
○
○
○

○
○

○
○

○
○

○
○
○

○
○
○
○

G
○

カテゴリー
確認
H I
J

○

○
○
○
○

○
○
○
○
○

○
○
○

○

○

眠気に伴い業務遂行の困難が繰り返し生じる体験
本研究で生成された情動脱力発作を伴うナルコレプシー患者の業務遂行に関する体験の
仮説は，研究 4 に基づいて，様々な業務遂行の中でも，勉強または仕事に焦点を当てて生成
された。したがって，本研究における業務遂行とは，日々の生活において，毎日取り組まな
いといけない義務感の伴うルーティンワークを示していると解釈された。
ナルコレプシー患者は，業務に取り組む際，本当は眠らず活動したいと考えているが，痛
みを与える，動くなどして眠気に抗っても，どうしても居眠りしてしまうようであった。居
眠りが生じることですべき作業に取り組めず，覚醒した後に罪悪感や悔しさなどの自責感
を味わうようであった。それでも，また業務に取り組む際は眠気が生じ，同様の体験を繰り
返しているようであった。
治療前後での体験の相違に関し，治療をすることで眠気の出現自体も減り，病気により居
眠りが生じていると知れたことで，
「居眠りに対する自責感」が軽減する場合があるが，自
責感は皆無にはならず，引き続き継続する可能性があると解釈された。
“楽になりましたね。

日中急に眠くなることが減ったので。(研究協力者.A)”“今は薬を飲んで起きてられるって
いう現状があるので，それはすごくいいな…(研究協力者.G)”という語りが得られた。これ
らの語りから，研究協力者は，薬物治療により眠気が軽減したと解釈された。このことから，
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業務遂行のたびに生じる上記の体験の出現頻度が薬物治療により減ったと可能性が考えら
れる。また，寝起き後の罪悪感に関して，
“病気だとわかる前の話であれば。すごい罪悪感

ですね。今は軽い罪悪感ですね。(研究協力者.A)”
“ようは，今ねてることに対して，んーと，
多少なりとも怠けている，つもりはないんだけども寝ちゃうっていう，何だかよくわかなん
ない。だからそれに対して病気っていう題目がついて，あっ，病気だったんだっていう安心
感はすごいありました。(研究協力者.G)”との語りが得られた。これらの語りから，眠気は
病気によるものと知ることで，寝起き後の自責感が軽減する場合があると考えられた。一方
で，
“周りから見られていなかったとしても，してもー，まあ恥ずかしい。まあそこは恥ず

かしいじゃなくて悔しいになるかもしれませんね。(研究協力者.C)”
“やっ，やっぱりみんな
が働いてるときに居眠りして，してれば，あいつ居眠りしてるなって，やっぱり思いは，怠
けてるって発想が浮かぶんじゃないかしらね。(研究協力者.H)”“ほんとに，まあまあ，自
分でもそれが病気だけなのか？，ほんとに自分でも気合入れたら起きてられるのか？，とい
うのも最近悩んだりしますけれどね。(研究協力者.I)”という語りが得られた。これらの語
りから，治療をすでに行っていてもなお，居眠りすることへの自責感を抱えている場合もあ
ることが考えられた。

否定的な自己評価に至る過程
さらに，眠気に伴い業務遂行の困難が繰り返し生じる体験をするなかで，下記に示すよう
な否定的な自己評価に至る体験が生じる可能性が仮説として生成された。
眠気に伴い業務遂行の困難が生じる体験を繰り返すなかで，自分は起きていたくても居
眠りしてしまうものだ，居眠りはどうしても抗えないものだ，など居眠りに抵抗することに
対し無力感を抱くようになるようだった。居眠りへの抵抗の無力感を抱くことで，普通のこ
とが出来ない，まわりがしているときに自分だけ出来ないなど，自分は人並みに業務をこな
せないことに直面し，活動することを諦めることになるようであった。そして，病気でない
人をうらやましく思う，あるいは自尊心が低くなるなど，自分に対し否定的な評価が生じる
に至るようだった。
否定的な自己評価に至る過程の特徴として，治療で眠気症状が減ったとしても否定的な
自己評価が消失するとは限らず，また居眠り症状の影響は関係の無い場面であっても活動
を諦めるという行動が出現しやすくなる場合があると解釈された。“ただ，じゃあ劣等感が

ないか，無くなったかっていうとそういうものでもないですし。(研究協力者.A)”という語
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りが得られた。このことから，治療で眠気症状が減っても低い自己評価が消失するとは限ら
ないと考えられた。また，活動をあきらめるという行動に関し，
“えーと，会社の面接行っ

たりとか，した時に，たとえば面接するじゃないですか。で，こう，感触とかがこう，悪か
ったりすると，こう，あーめんどくさいなっていうところで諦めちゃったりとかはしますか
ね。 (研究協力者.G)”という語りが得られた。この語りから，居眠り症状に関係のない場面
でも，活動を諦める場合があると考えられた。

物事をこなせる自信を持つに至る過程
一方で，業務遂行のたびに繰り返される体験を繰り返す中で，下記のような物事をこなせ
る自信を持つに至る過程を体験する場合もあるとの仮説が生成された。
眠気に伴い業務遂行の困難が生じる体験を繰り返すなかで，覚醒していられる時間の存
在を意識することで，起きているときに出来ることをする，居眠り後に作業を巻き返すよう
努力するなど，覚醒時に積極的に活動するという対処をとるようになるようだった。そのよ
うな行動様をとることで，問題なく活動できている，あるいは人並み以上に出来ることが有
るなど，自分は物事をこなせるという自信が形成されるに至るようだった。
物事をこなせる自信を持つに至る過程の特徴として，薬物療法などにより眠気が軽減し
たことで覚醒していられる時間を意識しやすくなるが，眠気症状が軽くなっていなくても
覚醒していられる時間を意識して活動できる場合があると解釈された。“ただ，今は薬を飲

んで起きてられるっていう現状があるので，それはすごくいいな，とは。(研究協力者.G)”
という語りが得られた。この語りから，薬物治療により覚醒できる時間が増加することで，
覚醒していられる時間を意識しやすくなると解釈された。一方，
“ビデオやなんかああいう

ので説明皆で見たりする時に，つい私がもう寝てしまって。そういうこともありましたけれ
ども，そういう時代がだから今はなくなりま，ほかの人がやるようになりましたので，ええ，
その仕事はね。だから結局今は。(面接者：当時はどうだったんですか，そういう時寝ちゃ
うのは。)寝てもすぐは起きられますのでね。あ，こうなってても，ちょっと声かけられる
と。目が覚めますので，まあそれから始めるっていうような。(研究協力者.D)”という語り
が得られた。この語りから，眠気症状が軽くなくとも，覚醒していられる時間を意識しなが
ら業務をこなすことは可能となる場合があると解釈された。また，
“だから薬も何にも飲ん

でない，いっつも元気な人でも，いつもシャキッとしてるわけじゃないもんね。やっぱり元
気な人でもどっかで眠くなっちゃうってことは，あるもんね。(研究協力者.H)”，という語
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りが得られた。この語りから，眠いときは思うように活動できず，目が覚めているときは活
動できるという状態を深刻に捉えずにいられる場合もあると解釈された。

物事をこなせる自信に至る過程と否定的な自己評価に至る過程の関係
物事をこなせる自信に至る過程と否定的な自己評価に至る過程は，1 個人が両方の過程を
体験する場合があると解釈された。覚醒していられる時間を意識し覚醒時に積極的に活動
しようとしても思うように成果が出せない，周囲についていけないなど期待する結果が得
られないと，低い自己評価に至る過程に移行する場合があると解釈された。一方で，自由に
眠れる環境や眠らずにすむ環境など，居眠りの支障が少ない環境を選択する，あるいは要所
でこっそり仮眠を取ったり重要場面は服薬で対処するなど，眠気を軽減する対処ができる
ことで，物事をこなせる自信に至る過程に移行しやすくなると解釈された。
この関係性に関し，現在は物事をこなせる自信に至る過程に移行していても，過去に獲得
した否定的な自己評価が消失するとは限らないことや，眠気を軽減する対処をしても完全
に眠気を消失できるとは限らない特徴があると解釈された。“ただ，じゃあ劣等感がないか，

無くなったかっていうとそういうものでもないですし。(研究協力者.A)”“ずーっと悔しい
ですけどね。何だろう，そろそろ販売員でなくって。それを全部あきらめてやってて，転職
を繰り返してから正社員じゃなくって，というのが悔しい(研究協力者.E)”という語りが得
られた。このことから，現在は物事をこなせる自信に至る過程を体験していても，過去に獲
得した否定的な自己評価が消失するとは限らないと解釈された。また，“んーと，そうです

ね，えーと，薬マックスで飲んで，だいたい，最高 4 時間ですかね。4 時間以上はもう無理
ですね。(研究協力者.G)”から，重要場面は服薬で対処しようとしても眠気の減弱には限界
があると解釈された。
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図 9.仕事や勉強の業務遂行に関するプロセスモデル
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第4節

まとめ

研究 4 では，服薬中に生じる眠気の頻度が多いと仕事や勉強に関する業務遂行の困難が
生じやすいことが示唆された。これに基づき，本研究は，情動脱力発作を伴うナルコレプシ
ー患者において，眠気に関連して生じる仕事や勉強の業務遂行困難に伴う体験過程を明ら
かにすることを目的とした。本研究により，情動脱力発作を伴うナルコレプシー患者におい
ては，居眠りで業務をこなせず自責感を抱える体験を繰り返すが，その中で，患者本人の認
知や行動に伴い，次第に否定的な自己評価を獲得するに至る場合と，物事をこなせる自信を
もつに至る場合があるとの可能性が推測された。
方法としては，情動脱力発作を伴うナルコレプシー患者を対象にインタビューデータを
収集し，GTA を用いて分析した。その結果，次に述べる仮説が生成された。情動脱力発作
を伴うナルコレプシー患者は，本当は眠らず活動したいと思ってもどうしても居眠りが生
じてすべき作業に取り組めず，罪悪感が生じる体験を繰り返しているようだった。繰り返す
中で，居眠りへの抵抗の無力感から自分は人並みにこなせなという実感が生じ，活動するこ
とをあきらめて否定的な自己評価をするようになる場合があるようだった。一方，居眠りの
支障が少ない環境の選択や眠気への対処行動により，覚醒していられる時間を意識して覚
醒中に積極的に活動することで，物事をこなせる自信を持てるようになる場合があるよう
だった。居眠りの支障が少ない環境の選択や眠気への対処行動により自信を持てるような
体験過程に移行できる場合があるが，それでも過去に形成された自己評価が消失するわけ
ではないようだった。また，覚醒中に積極的に取り組んでも期待する結果が得られず，否定
的自己評価につながる場合もあるようだった。

仕事や勉強の業務遂行の困難から心理的苦痛が生じる過程について
研究 4 では，情動脱力発作を伴うナルコレプシーの服薬時に出現する眠気の出現が多い
ほど，仕事の評価の低下，試験や成績の躓きが生じやすいことが示唆された。研究 4 では
仕事や勉強の業務遂行困難と心理的問題との関連は検討されなかったが，本研究に基づく
と，業務遂行の困難の体験を繰り返すことで否定的な自己評価が形成される場合と，自身
が形成される場合があるとの仮説が得られた。また，眠気症状から業務遂行が生じるまで
の体験に関し，眠らず活動したいと考えるも，どうしても居眠りが生じて作業が出来ず自
責感が生じるという体験過程が仮説として生成された。この体験過程が眠気症状から業務
遂行が生じるまでの体験に一致すると推測された。情動脱力発作を伴うナルコレプシー患
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者において，疾患に対するスティグマの強さが気分の低下を予測することが指摘されてい
る(Kapella et al,2015)。本研究で示された居眠りへの抵抗の無力感や人並みにこなせない
ことの直面という心的体験は，ナルコレプシー特有のスティグマの 1 つかもしれない。ま
た，この心的体験を経て否定的な自己評価に至る過程は，スティグマの強さと気分低下の
関連性に類似しているとも考えられる。また，薬物治療中の情動脱力発作を伴うナルコレ
プシー患者は，回避的な行動傾向を示すことが指摘されている(Willson et al,2007)。これ
を考慮すると，本研究で抽出された活動を諦めるという行動は，回避的な行動傾向が業務
遂行に関する体験過程において表出した結果である可能性も考えられる。以上から，本研
究で示された否定的な自己評価に至る過程はある程度妥当であると推測される。また，薬
物治療中の情動脱力発作を伴うナルコレプシー患者は，症状に伴い勉強や仕事の遂行に困
難が生じることや(Daniels et al,2001; Teixeira et al,2004)，抑うつ気分などの心理的苦痛
を抱えながら生活していることが指摘されてきた(Lagerveld et al,2010)。本研究で生成さ
れた仮説は，従来指摘されてきたこのような心理社会的問題の体験的連続性を示している
可能性が考えられる。
情動脱力発作を伴うナルコレプシー患者において，業務遂行中の居眠りの出現から否定
的な自己評価に至る過程が生じる背景には，Seligman(1967)の提唱した学習性無力感のメ
カニズムが当てはまる可能性が考えられる。学習性無力感とは，回避・逃避することの出
来ない罰を与えられ続けることで，罰から逃れることは出来ないと考えるようになり，罰
から回避・逃避が可能な環境になっても，回避・逃避のための行動をとらなくなるという
ものである(Seligman,1967)。本研究の仮説に当てはめると，情動脱力発作を伴うナルコ
レプシーにおいては，強い眠気がどうしても逃れられない罰として機能しており，痛みを
与える，動くなど様々な対処を試みても居眠りを避けられないことから，居眠りへの抵抗
の無力感が生じ，業務をこなす活動を諦めるに至る，と捉えられるかもしれない。
居眠りに伴う業務遂行の困難を繰り返すことで居眠りへの抵抗の無力感が生じること，
そして否定的な自己評価が形成されることは，情動脱力発作を伴うナルコレプシーの眠気
症状や生活状況を鑑みると，仕方の無いことと推測される。睡眠時無呼吸症候群は同じく
日中の眠気を呈する睡眠障害だが，未治療の状態であっても治療中のナルコレプシー患者
の方が眠気が強く，眠気に伴い社会的機能の低下も著しいことが指摘されている(Teixeira
et al,2004)。また，長時間睡眠を伴わない特発性過眠症と比較した場合，薬物治療開始前
後ともにナルコレプシーのほうが日中の眠気が強く，フルタイムでの雇用率もナルコレプ
172

シーのほうが低いことが指摘されている(Ozaki et al,2012)。これらを考慮すると，情動脱
力発作を伴うナルコレプシー患者は，治療をしていても他の過眠症と比べて眠気に抗うこ
とが難しく，社会生活上の支障も生じやすいと推測される。そのため，情動脱力発作を伴
うナルコレプシーは，ほかの過眠症とくらべて眠気に伴う業務遂行の困難や眠気に抗うこ
とへの無力感に関連する体験が生じやすい可能性が考えられる。

業務遂行困難に伴い形成される否定的な自己評価の変化可能性について
研究 4 で示された服薬時の眠気の多さと仕事や勉強の業務遂行の困難の関連に関する体
験として，眠気に伴い業務遂行の困難が繰り返されるなか，覚醒していられる時間を意識し
て積極的に活動することで，物事をこなせる自信が形成される場合もあるとの仮説が生成
された。また，居眠りの支障が少ない環境の選択や，眠気を軽減する対処により，物事をこ
なせる自信に至る体験が生じやすいとの仮説も生成された。一方，覚醒時に積極的活動して
も，居眠りで期待するほどの結果が得られないと，否定的な自己評価に至る過程が生じやす
いとの仮説が得られた。情動脱力発作と伴うナルコレプシー患者においては，30 歳より前
に発症した場合は教育レベルが高く雇用率が高いことが指摘されている(Ingravallo et
al,2012)。また，情動脱力発作を伴うナルコレプシー患者においては，自由度の高い仕事に
ついていることが仕事に関する問題の生じにくさと関連していることが指摘されている
(Ozaki et al,2012)。これらを考慮すると，眠気の重症度以外の要因も仕事や勉強の業務遂
行に関わっている可能性が考えられる。このことから，本研究で示された，物事をこなせる
自信の形成には覚醒時間に注意を向け行動するという認知や行動，居眠りの支障が生じに
くい環境が関わっているという仮説は否定できないと考える。
否定的な自己評価ではなく自信を得るための眠気軽減以外の対処可能性について，本研
究の仮説に基づくと，覚醒できている時間に焦点を当てる認知操作および覚醒時に積極的
に活動する行動を獲得することが必要となる可能性が考えられる。一般的に，学習性無力感
が改善するには，自身の行動によって問題に対処できることを発見し確信できることが重
要と指摘されている(Henkel et al,2002)。これを考慮すると，情動脱力発作を伴うナルコレ
プシーにおいては，覚醒できる時間を同定することで，仕事や勉強の業務遂行に対する対処
可能性を実感できる可能性が考えられる。とくに，情動脱力発作を伴うナルコレプシー患者
の特徴として，眠気が出現した際には実際に居眠りしてしまうことが多い一方で，眠気が出
現 して いな いとき には健 常者 と同 等に覚 醒して いる こと が指摘 されて いる (Hood et
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al,1996)。そのため，情動脱力発作を伴うナルコレプシー患者は，覚醒時間であれば健常者
と相違なく業務を遂行することが可能になる可能性が考えられる。以上を踏まえると，情動
脱力発作を伴うナルコレプシー患者が物事をこなせる自信の形成を促すには，覚醒できて
いる時間の存在を発見し，その時間に活動することで業務を達成できると確信できるよう
にすることが重要と考えられる。
さらに，物事をこなせる自信の獲得を促進するために，眠気が支障になりにくい環境選択
や眠気を軽減する対処行動の獲得が役立つ可能性が考えられる。Ozaki ら(2012)は，情動脱
力発作を伴うナルコレプシー患者は自由度の高い仕事環境が適していることを指摘したが，
これは眠気の支障が生じにくい環境の 1 つを明らかにしていると考えられる。また，ナル
コレプシー患者における非薬物療法の方法として，計画的な仮眠をとるという介入が考案
されている(Agudelo et al,2014; Logers,2011 越智 訳,2015)。計画的な仮眠も，眠気を軽
減する対処の一つであると考えられる。
ただし，本研究において，覚醒時間に積極的に活動しても，居眠りで期待する結果が得ら
れないことで，否定的な自己評価を形成する体験に移行する仮説が生成された。覚醒時間に
積極的に活動するよう工夫しても，どうしても居眠りしている時間の分だけ，健常者に比べ
て活動できる時間の長さ自体が短くなるため，業務遂行を達成するにも限界があると考え
られる。情動脱力発作を伴うナルコレプシー患者は，日中に生じる 1 回あたりの居眠り時
間も，1 日当たりの居眠り回数も健常者に比べて多いことが指摘されている(Filardi et
al,2015)。これを考慮すると，情動脱力発作を伴うナルコレプシー患者は，健常者と同じ時
間だけ業務遂行に費やすのは難しいと考えられる。

本研究の限界と展望
データのサンプリングに関し，研究 6 においては，研究協力者 G はポジティブな語りを
重視して対象者として選択したものの，実際にはネガティブな語りを多く得ることとなっ
た。そのため，理論的飽和は生じているものの，当初期待していたサンプリングとは異なっ
ているといえる。したがって，本研究の理論的サンプリングは完璧とは言いがたい。また，
本研究のデータは年齢などの統制がなされていない。今後は，選択基準を見直した上でデー
タをさらに追加し，仮説を精緻化する必要があると考えられる。
また，分析方法の特性上，本人の過去の想起による語りに基づいた仮説であるため，客観
的因果関係については不明である。今後は，本研究で生成された仮説に基づく調査研究を行
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ったうえで，上記にて主張した覚醒している時間を意識し活動することによる認知の変容
について，介入効果を検討していく必要があると考えられる。
しかしながら，従来から指摘されてきたナルコレプシーにおける仕事や勉強の業務遂行
の困難(Daniels et al,2001; Teixeira et al,2004)が生じる背景および，対処可能性に関する
示唆を得られたことは，ナルコレプシーの心理者境的問題の研究の発展の一端に資すると
いえよう。
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第4部

総括：今後の睡眠医療に必要な心理的援助とは
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第9章
第1節

総合考察
本研究のまとめ

今日の医療では，症状や治療に伴い発生する心理的問題に対する援助を行う包括ケアの
体制が構築されている。近年は，睡眠医療の領域においても，症状や治療にともなう心理社
会的問題が検討され，睡眠時無呼吸症候群や概日リズム障害など睡眠障害の種類によって
は，治療中の患者の心理社会的問題の所在と対応策が示されている。一方で，情動脱力発作
を伴うナルコレプシーにおいては，治療開始後も症状が残存し，症状に伴う社会的支障や，
QOL の低さ，心理的苦痛感などの心理社会的問題が生じていることが指摘されているにも
かかわらず，情動脱力発作を伴うナルコレプシー患者の抱える心理社会的問題に対する援
助はなされていない。その理由として，こうした心理社会的問題が生じる機序が十分に検討
されていないことが可能性として考えられる。よって，本研究では，薬物治療を行う情動脱
力発作を伴うナルコレプシー患者の心理社会的問題が生じる機序について明らかにするこ
とを目的とした。これにより，薬物治療と併用して行うべき心理社会的援助についての示唆
を得ることを期待した。

第 2 部：薬物治療を行う眠れないことを訴える患者の心理社会的問題について
過眠症の代表例であるナルコレプシーの薬物治療に伴う心理社会的問題を明らかにする
うえで，まずは補助研究として眠れない症状における治療に伴う体験を明らかにすること
とした。症状は反対である一方，治療開始後も心理社会的問題を抱えているという点で共通
する該当患者の示唆を得ることで，ナルコレプシー特有の体験をより明確化するとともに，
睡眠障害全般に共通する治療に伴う心理社会的問題の示唆を得られると考えられた。
先行研究から，眠れないことを訴える患者においては，治療が長期化するなかで症状改善
度への不満や治療継続への葛藤が生じることが指摘されており，治療内容や実施に対する
苦痛感が強いことが推察された。よって，研究 1 では，薬物治療が長期化するなかで精神的
苦痛が形成される過程について明らかにすることとした。焦点を当てるべき場面の特定す
るため，予備研究として専門科医師 3 名を対象にインタビューデータを収集し，KJ 法によ
る分析を行った。その結果，眠れないことを訴える患者は診察場面でのやり取りにおいて，
医師の治療内容に納得しないことで，症状が改善しないまま治療が長期化する場合がある
と推測された。これに基づき，研究 1 では診察でのやり取りに焦点を当て，眠れないことを
訴える患者において，薬物治療が長期化するなかで医師の治療への納得のいかなさが形成
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される過程を明らかにすることを目的とした。そして，眠れないことを主訴として薬物治療
を半年以上継続している患者 12 名および，比較データとして薬物治療の継続期間が半年未
満の患者 1 名の計 13 名を対象にインタビューを行った。インタビューデータを，GTA を
用いて分析した。その結果，眠れないことを訴える患者は，完治する可能性があるにもかか
わらず治療が長期化する状況において，薬の効果を絶対視することで効かないことへの不
信感が蓄積され，治療への不信感が形成されるという仮説が生成された。また，医師の処方
の意図が分からないことで治療が毎回同じに感じられることで，治療に不信感を感じると
ともに改善プロセスが分からず，一生治らない懸念が強まるという仮説が生成された。この
ことから，眠れないことを訴える患者においては完治の前提があることで，心理社会的問題
として薬や医師への不信感が心理的問題として生じることが示唆された。
また，研究 1 では，薬や治療に対する否定的認知を抱えていることも示唆された。眠れな
い症状に対する薬物治療では，否定的認知や感情の出現により覚醒が促され，治療効果が妨
害されることが指摘されている。そこで研究 2 では，研究 1 で抽出された，薬が「効かない
ことへの不信感」に焦点を当て，服薬に関する体験構造を明らかにすることとした。研究 1
と同一の眠れないことを訴える患者からインタビューデータを収集し，GTA によって分析
した。その結果，服薬しても十分に眠れない，または効果に波があると感じていることで，
服薬時に心理的葛藤や効果への懸念が生じていることおよび，入眠困難時においては薬が
効かないことへの納得いかなさを感じ，怒りや混乱が生じるとの仮説が生成された。このこ
とから，服薬にもかかわらず眠れない状態が長期的に続くことで，薬や症状に対する否定的
認知が生じること，そうした否定的認知により覚醒が促され，かえって眠りづらくなる悪循
環が生じている可能性が推察された。
先行研究に基づくと，否定的認知に伴い覚醒が促され，実際に睡眠を妨害する可能性があ
ると考えられる。そこで研究 3 では，研究 2 で示された服薬に関連する否定的認知と睡眠
状態の関連性を明らかにすることを目的とした。
眠れないことを訴える患者 12 名を対象に，
服薬に関連する否定的認知の強さについては質問紙調査を，睡眠状態については PSG を用
いてデータ収集を行った。各認知と睡眠状態の関連を検討するため，順位相関分析を行った。
その結果，服薬時に生じる今日は薬が効くかという懸念の強さが，その認知の出現に後続す
る睡眠潜時の長さと正の相関が示された。このことから，服薬時に効くかについての懸念が
生じることで入眠困難が生じやすくなる可能性もあると考えられた。
以上の研究から，眠れないことを主訴とする患者においては，症状が改善しないまま治療
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が長期化するなかで，薬や治療に対する不信感が形成され，さらに診察の進展や薬の効果が
妨害され，改善の実感が十分得られないまま治療が継続する可能性もあると推測された。

第 3 部：薬物治療を行うナルコレプシー患者の心理社会的問題について
第 3 部では，薬物治療中の情動脱力発作を伴うナルコレプシー患者において，心理社会
的問題が生じる機序を明らかにすることを目的とした。第 2 部では，眠れないことを訴え
る患者の場合は，治療開始後も症状が十分改善しないことが，治療開始後に抱える心理社会
的問題に関わっている可能性が考えられた。睡眠時無呼吸症候群では治療開始後は症状が
健常者と相違なくなり QOL も改善が大きいと指摘されていること，情動脱力発作を伴うナ
ルコレプシー患者は治療開始後も日中の眠気が健常者より強く QOL も低いと指摘されて
いる。これらを考慮すると，薬物治療を行うナルコレプシーの心理社会的問題には，症状の
残存がひとつの要因として関わっている可能性があると考えられた。よって，情動脱力発作
を伴うナルコレプシー患者における，治療開始後も残存する症状に焦点を当てながら，心理
社会的問題を明らかにしていくこととした。
治療中の情動脱力発作を伴うナルコレプシー患者は，大雑把で内向的で大らかな行動様
式がみられ，その背景には患者本人の心理的苦痛があると指摘されている。情動脱力発作を
伴うナルコレプシー患者は，行動様式の形成への影響が生じやすい思春期の発症が多いこ
とや，症状に伴う失敗体験も多いことから，症状に伴う体験により特徴的な行動様式が形成
されると考えられる。そこで，研究 4 では，ナルコレプシー症状と眠気症状に伴う失敗体
験，行動様式に対する自己評価の関連性を検討した。情動脱力発作を伴うナルコレプシー患
者を対象とした質問紙調査により，発症年齢と経過年数，服薬時・未服薬時の日中の眠気と
情動脱力発作の出現頻度，自己評価による行動様式の傾向に関する情報収集を行い，324 名
分のデータについて共分散構造分析を行った。その結果，服薬時にも生じる日中の眠気が多
いほど大雑把と自己評価する傾向が強いことが示された。また，服薬時に生じる眠気頻度が
多いほど，全ての眠気に伴う失敗体験が生じやすいことが示された。さらに，失敗体験の中
でも，注意集中の困難と大雑把と自己評価する傾向との関連，対人関係の疎遠と非積極的と
自己評価する傾向の関連が示唆された。
研究 4 では，服薬時にも生じる日中の眠気頻度が多いことで対人関係の疎遠が生じやす
くなり非積極的な自己評価が強まるのは示されたが、この関連性に関する詳細な体験過程
が不明である。そこで研究 5 では、眠気に伴う対人関係が疎遠化する連続的な体験過程を
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明らかにすることとした。薬物治療を行うナルコレプシー患者 11 名を対象にインタビュー
を行い，GTA による分析を行った。その結果，周囲は自分の居眠りに注目し悪く思うだろ
うと考えている場合は，引け目を感じて自ら人を遠ざけ、対人関係が構築されないという仮
説が生成された。一方で，周囲は上記のようには思っていないだろうと考えている場合は，
引け目を感じずに周囲と関わり関係を構築できるとの仮説が得られた。そして、周囲の反応
に関わるい否定的認知は、実体験に基づいていない場合があるとの仮説も得られた。これら
から，日中の眠気頻度に伴い対人関係が疎遠になる過程として，居眠りする自分への周囲の
反応に関する否定的な予測により、意図的に対人関係を避ける行動をとっている場合があ
ると考えられた。
研究 4 で示された服薬時にも生じる眠気に伴い勉強や仕事の業務遂行の困難を経験する
ことに関し，仕事のうまく行かなさは抑うつを引き起こすことから，心理的問題が生じる危
険が考えられる。情動脱力発作を伴うナルコレプシーでは、環境によってはこうした問題が
少ない場合があることから，心理社会的要因の調整によっても問題を軽減することが可能
と考えられた。そこで研究 6 では，眠気に伴い勉強や仕事の業務遂行の困難に至る体験過
程の詳細を明らかにすることを目的とした。研究 5 と同一の研究協力者からインタビュー
データを収集し，GTA による分析を行った。その結果，眠らず活動したくともどうしても
居眠りして業務遂行に失敗し自責感が生じる体験を繰り返すなかで，居眠りへの抵抗に無
力感を感じて人並みにこなせないと諦め、否定的な自己評価が形成される仮説が生成され
た。一方で、覚醒できている時間に意識を向けて覚醒中に積極的に活動することで、自信が
形成されるとの示唆が得られた。また、眠気への対処や適切な環境の選択により自身が形成
されやすい一方、積極的に活動しても期待する結果が得られず否定的な自己評価になる場
合が示唆された。このことから、情動脱力発作を伴うナルコレプシー患者においては、覚醒
時間に焦点を向ける認知操作と行動統制が業務遂行の達成と自身の獲得には重要となる可
能性が考えられた。
以上の研究から，情動脱力発作を伴うナルコレプシーにおいては，薬物治療開始後も眠気
症状が完全に消失しないことで，対人場面や仕事・勉強での業務遂行において困難が生じ，
新たな心理的苦痛が生じることが推察された。一方で，心理的苦痛は眠気症状の強さ自体だ
けでなく，症状に関連した他者や業務遂行に関する本人の認知や行動パターンによって変
化する場合がある可能性が考えられた。
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第2節

本研究の総合考察

本研究の目的は，睡眠障害の中でも情動脱力発作を伴うナルコレプシーに焦点を当て，薬
物治療開始後にも抱えている心理社会的問題を明らかにすることであった。これにより、情
動脱力発作を伴うナルコレプシー患者に対し、薬物治療と併用して行うべき心理社会的援
助についての示唆を得られると期待していた。本研究で得られた示唆を総合すると，情動脱
力発作を伴うナルコレプシー患者においては、治療開始後も眠気が残存するため、眠気に伴
う失敗体験が生じやすく、対人関係や業務遂行においてネガティブな出来事が生じるとい
う予測が生じるようになると考えられた。そして、そのような予測が実際に生じるかもしれ
ない場面を回避するための行動をとるようになり，最終的に心理的苦痛が生じるに至る場
合があると考えられた(図 10)。一般的に、ネガティブな予測を抱えている場合，ネガティブ
な予測が生じうる場面を回避することで、反証を得る機会も失い驚異的な認知もかえって
増幅すると指摘されている(Clark et al,1995)。また、痛み治療においても，痛みの増幅を恐
れて痛みが生じると予測される場面を回避することで，かえって抑うつや心理社会的問題
が生じやすくなると提唱されている(Lethem et al,1983)。これらを踏まえると、情動脱力発
作を伴うナルコレプシー患者においては、眠気に伴い生じると予測されるネガティブな出
来事を回避するための行動が、かえってネガティブな予測を強めて心理的苦痛を悪化させ
ている可能性も推測される。なお、痛みはそれ自体が苦痛となるのに対し，ナルコレプシー
症状としての眠気は症状自体の身体的苦痛は大きくなく，むしろ眠気により二次的に生じ
る心理社会的問題への苦痛感が大きいと考えられる。そのため、症状自体ではなく二次的に
生じる心理社会的問題を避けることを目的としている点が、情動脱力発作を伴うナルコレ
プシーの特徴と考えられる。
治療中の情動脱力発作を伴うナルコレプシー患者における、周囲は居眠りする自分を悪
く思うだろう，居眠りへの抵抗の無力感，人並みにこなせない，といった予測は必ずしも事
実から逸脱した認知とはいえないと考える。情動脱力発作を伴うナルコレプシー患者は、実
際に居眠りで怠け者と誤解される場合があると指摘されている(Douglas,1998)。また、健常
者に比べて、眠気が強く日中の活動量も少ないことも指摘されている(Filardi et al,2015)。
これらを考慮すると，情動脱力発作を伴うナルコレプシー患者が眠気に関連して抱いてい
るネガティブな予測は、社会的風潮や治療前に実際に直面してきた体験に基づいている場
合もあると考えられる。
研究 3 では、眠れないことを主訴とする者において，治療開始後も眠れない症状が発生
181

することへの抵抗感を抱えており，実際に症状が発現した後に苦痛感を感じることが示唆
された。一方で，眠れなくともやることを決めているから大丈夫と考えている場合は、苦痛
感が少ないことが示唆された。問題とする症状の特徴や症状に伴う二次的問題は、眠れない
症状と情動脱力発作を伴うナルコレプシーとでは正反対である。しかし，症状や症状に伴う
二次的問題を回避しようとすることでかえって心理社会的問題が維持・悪化する可能性が
あるという点は、眠れないという症状と情動脱力発作を伴うナルコレプシーとで共通して
いると考えられる。なお，特発性過眠症において生じる眠気は、眠気の強さ自体はナルコレ
プシーほど強くは無い反面，眠気が継続的に生じるため(American Academy of Sleep
Medicine,2014)，本研究で示されたナルコレプシー患者のように，居眠りしていない時にネ
ガティブな予測に対抗する行動を取るというのは難しいと推測される。
また，情動脱力発作を伴うナルコレプシー患者においては，治療開始後も症状が残存する
ことで、治療開始前から生じていた社会生活上の困難が継続するために、心理社会的問題が
生じるという点が特徴的と考えられる。第 2 部で検討した眠れないことを主訴とする患者
における心理社会的問題の背景要因は、社会生活上の困難ではなく、治療効果への不満感に
基づく体験が中心になっていると考えられた。このように心理社会的問題の背景要因に相
違が生じる理由に関し、眠れないことを主訴とする患者の場合は主訴とする症状の発現が
夜間であり，また治療前後ともに日中の社会的機能の低下はナルコレプシーとくらべて深
刻でないことが指摘されている(Léger et al,2012; Ervik et al,2006)。これを考慮すると、
眠れないことを主訴とする患者の場合は、症状に伴う日中の社会生活場面での困難があま
り深刻でないため、社会生活場面にはあまり焦点が当たらなかったと推察される。
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図 10.薬物治療中のナルコレプシー患者の心理社会的問題が生じる過程
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本研究の臨床的応用

本研究で得られた示唆に基づくと，以下のような心理的援助が重要と考えられる。
情動脱力発作を伴うナルコレプシー患者に対しては，眠気症状の改善を目的とした治療
を行った上で，患者が居眠りに伴い生じると予測しているネガティブな出来事を明らかに
するとともに、その出来事が実際に生じることを回避するための行動を減らしていくこと
が必要と考えられる。図 10 にまとめたように、眠気に伴いネガティブな出来事が生じるか
もしれない行動を回避せず、ネガティブな出来事が生じた際に後から対処する行動をとる
ことで、ネガティブな予測に対する反証を得る機会も生じ、心理的苦痛が軽減する可能性が
推測される。
情動脱力発作を伴うナルコレプシー患者は、対人関係においては，他者と接触することへ
の回避をしていると考えられる。他者と接触することへの強い不安感や抵抗感が生じてい
る可能性がある。よって，覚醒している時に他者と関わるという行動には、曝露法としての
機能もあると考えられる。そのため，周囲との接触に伴う不安の強さも留意しながら、周囲
と関わり、実際は思うほど悪く思われていないことを必要があるだろう。また、他者と接触
するだけでなく、他者に居眠り姿を見られることへの不安感や抵抗感も抱えている可能性
が考えられる。そのため、ただ周囲と接触するだけでなく、周囲に居眠り姿を見せるような
行動をとることも、曝露法として機能するのではないかと推測する。なお、対人場面におけ
るネガティブな予測に対処する行動の例としては、居眠りから覚めた後に周囲に謝る、誠実
に対応している姿を周囲にアピールするなどが、想像される。
業務遂行に関し、情動脱力発作を伴うナルコレプシー患者の業務遂行においては，1 日に
活動できる時間の長さや時間帯，活動しやすい環境が実際に制限されると推測される。その
ため、あまりにも達成目標が高いと実現できなくなると考えられるため，活動できる時間の
なかで達成可能な活動を計画することが重要と考えられる。なお、業務遂行におけるネガテ
ィブな予測に対処する行動の例としては、居眠りから覚めた後に積極的に活動に取り組む、
活動を取り戻すための助けを周囲から得る、などが想像される。
眠れない症状においては，薬の効果は絶対的ではなく，種類や服薬状況によって眠れる程
度が異なることを事前に教育したうえで，眠れなかった際の対処行動を決めておくことが
重要と考えられる。服薬しても眠れない症状が完全に消失するとは限らないことを理解す
るという点において、眠れない症状においても、睡眠やそれに伴い生じる問題が生じること
を回避しないという態度を取ることが重要になると推測する。
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これまでは，ナルコレプシーに対する心理援助自体が非常に少なく，その中で提案されて
いたものは，日中の眠気の軽減を目的に本人の症状に合わせた仮眠のスケジュール化や二
次障害で生じる肥満のためのダイエットに関する示唆がほとんどだった (Agudelo et
al,2014)。しかし，本研究で示された症状に伴う心理社会的側面への非機能的認知とそれに
基づく行動への介入を行うことが，ナルコレプシーの心理社会的問題を改善する上で重要
と考える。
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本研究の課題と今後の展望

上記に述べた考察および臨床的応用の可能性が提案できる一方，本研究には下記に述べ
る課題及び展望が指摘される。
本研究は医学的診断を経た患者を対象としているものの，併発疾患を抱えている者が多
く，研究 4 を除きサンプル数も少ないため，データに偏りがあると考えられる。そのため，
本研究の示唆の一般化には慎重を期す必要がある。今後は，サンプリングの基準やサンプル
数を追加して再検討することで，本研究で得られた知見を精緻化していく必要がある。とく
に，本研究は質的研究による仮説生成が中心だったことから，本研究の仮説検討を目的とし
た大規模横断研究や縦断研究，介入効果研究などを行う必要性があると考えられる。
また，本研究は睡眠障害の代表例である眠れない症状と情動脱力発作を伴うナルコレプ
シーに限定した。しかし，概日リズム障害やパラソムニアなど、ほかの睡眠障害では体験が
大幅に異なる可能性がある。とくに概日リズム障害も日中の不適切な時間帯に眠気が生じ
るため，ナルコレプシーとの体験の相違を十分に検討する必要がある。
しかしながら，症状への援助のみが発展していた情動脱力発作を伴うナルコレプシーに
おいて，治療中にも継続する心理社会的問題の形成プロセスや構造を明らかにしたことは
本研究の意義と考える。特に，睡眠障害特有の症状に対する本人の認知や行動パターンによ
って、症状や生活状況がかえって悪化する可能性については，今後の睡眠医療において介入
していく必要があると考えられる。
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資料 1：研究 1・2 における初期インタビューガイド
＜メモ＞

□性別

□年齢

□職業

□

不眠症状が気になり始めたのは何年前ですか？

□

当クリニックに通い始めたのは何年前ですか？

□

当クリニックに通う前に他の機関に通っていた場合は，一番初めに治療機関に通い始
めたのは何年前ですか？

□

現在飲んでいる睡眠薬の種類と量をお教えください。

□

今まで飲んだことのある睡眠薬をわかる範囲でお教えください。

□

服薬による治療以外の不眠症治療を受けたことがあれば，教え下さい。

初めに，不眠症はどんな病気だと感じる？他の病気と比べて。
初診を受けた時の感想。どんなことを思った？
症状に対して
症状を持っている自分に対して
治療・薬に対して
医師に対して
最初に思ったことは，どんなふうに進んでいった？
症状や治療，自分，医師に対して感じることが変化するきっかけとなることはあった
か？
何かに関連して左右されることはあったか？
症状と治療の感じ方は？
現在は？
医師や治療，薬の捉え方と症状，あるいは症状を持っている自分の捉え方は？
どんな繋がりや関連性があると感じる？
医者にはそのこと話したか？(なぜ言わなかったか？)
どんな反応だった？
医師の指導には従った？
良かった対応，悪かった対応ある？
薬飲み忘れたこととか，止めようとしたこととかある？
副作用，離脱症状出たことある？
最後に質問，ご意見，感想？
＜メモ＞
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※対象者に時期ごとの症状の重さをグラフで書いてもらい，それを見ながら会話を展開した。
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資料 2：研究 3 で用いた質問紙
ＩＤ：
あなたのふだんの様子に関する質問

以下に，あなたの普段の様子について問う質問が並んでいます。あなたのふだんの様子にも
っとも近い数字や項目に○をつけてください。迷った時は，より数字が大きい/程度が高い方
に〇をつけてください。お手数をおかけしますが，どうぞよろしくお願いいたします。


あなたのふだんの考えについて，以下の項目のような考えはどれくらい強いですか。もっと
も近い数字に○をつけてください。
全く強くない

1.

薬とは本来，服用すればいつでも同じ

効果が得られるものだ
2.

自分が飲んでいる薬は，日によって効

きかたに波があると思う
3.

自分が飲んでいる薬は，十分に効かな

いと思う
4.

自分が飲んでいる薬は，自分に合って

いると思う
5.

自分が飲んでいる薬は，飲めば眠れる

と思う



非常に強い
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過去３０日の間にどれくらいの頻度で次のことがありましたか。もっとも当てはまるものに
○をつけてください。
０点

１点

２点

３点

４点

1. 神経過敏に感じましたか

全くない

少しだけ

ときどき

たいてい

いつも

2. 絶望的だと感じましたか

全くない

少しだけ

ときどき

たいてい

いつも

3. そわそわ，落ち着かなく感じましたか

全くない

少しだけ

ときどき

たいてい

いつも

全くない

少しだけ

ときどき

たいてい

いつも

全くない

少しだけ

ときどき

たいてい

いつも

全くない

少しだけ

ときどき

たいてい

いつも

4. 気分が沈み込んで，何が起こっても 気
が晴れないように感じましたか
5. 何をするのも骨折りだと感じましたか
6. 自分は価値のない人間だと感じました
か
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下に文章が並んでいますから，読んで，ふだんの気持ちをよく表すように，それぞれの文の右
側の欄に○をつけてください。あまり考え込まないでふだん感じている通りにつけてください。
ほ
と
ん
ど
な
い

気分がよい…………………………………………………………………………………
………………………

疲れやすい…………………………………………………………………………………
………………………

泣きたい気持ちになる…………………………………………………………………
……………………

他の人のように幸せだったらと思う………………………………………………
………………

すぐに心が決まらずチャンスを失い易い…………………………………………
……………

心が休まっている………………………………………………………………………
………………………

落ち着いて，冷静で，あわてない……………………………………………………
……………
問題が後から後から出てきて，どうしようもないと感じる………………………

つまらないことを心配しすぎる……………………………………………………
…………………

幸せな気持ちになる……………………………………………………………………
……………………

物事を難しく考えてしまう……………………………………………………………
…………………

自信がないと感ずる……………………………………………………………………
……………………

安心している……………………………………………………………………………
…………………………

危険や困難を避けて通ろうとする…………………………………………………
………………

憂うつになる……………………………………………………………………………
…………………………

満ち足りた気分になる…………………………………………………………………
……………………
つまらないことで頭がいっぱいになり，悩まされる…………………………………
何かで失敗するとひどくがっかりして，そのことが頭を離れない…………
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と
き
た
ま

し
ば
し
ば

し
ょ
っ
ち
ゅ
う

あせらず，物事を着実に運ぶ…………………………………………………………
………………
その時気になっていることを考え出すと，緊張したり，動揺したりする
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ＩＤ：
お薬を飲んだときの様子に関する質問

月


日

時

分

あなたは今，以下に示す考えや状態がどれくらい強いですか。もっとも近い数字に○をつけて
ください。

全く強くない

非常に強い

眠れないことに対する心配
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はたして今夜は薬が効くのかという懸念
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本当は飲みたくないが飲まざるをえない
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薬や飲むことに関して特に何も考えない

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

覚醒している(頭がさえている)程度
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あなたの気分の状態をもっともよく表した数字に○をつけてください。
1

非常にはっきり目覚めている

2
3

目覚めている

ご記入お疲れ様でした。
研究にご協力いただき，ありがとう
ございます。

4
5

どちらでもない

6
7

眠い

8
9

とても眠い（眠気と戦っている）
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ＩＤ：
なかなか眠れないときの様子に関する質問

月


日

時

分

今あなたは，以下に示すような考えや状態がどれくらい強いですか。もっとも近い数字に○を
つけてください

全く強くない

非常に強い

眠れないことに対する心配
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薬が効いていないことに納得いかない
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眠れなくてもやることがあるので大丈夫
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覚醒している(頭がさえている)程度
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1

あなたの気分の状態をもっともよく表した数字に○をつけてください。
非常にはっきり目覚めている

2
3

目覚めている

4
5

どちらでもない

6
7

眠い

8
9

とても眠い（眠気と戦っている）
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ＩＤ：
朝起きたときの様子に関する質問

月

日

時

分

ベッドに入ってから寝つくまでにかかった時間は？
[
] 分
寝ついてから最後に目覚めるまでの間に，途中で目覚めた回数は？ [
] 回
寝ついてから最後に目覚めるまでの間で，途中で目覚めていた時間の合計は？[
] 分
昨晩の眠りのぐっすり感はいかがでしたか？もっともあてはまるものに○をつけてください。






[ 悪かった ・ やや悪かった ・ ふつう ・ やや良かった ・ 良かった ]



自宅の寝床との寝心地の違いについて，もっとも当てはまるものに○をつけてください。
[ 自宅より悪かった ・



変わらない ・ 自宅より良かった ]

昨晩の薬に関する以下の項目について，あなたの考えが最も近い数字に○をつけてください。

昨晩の薬の効果の程度

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

昨晩の薬の効果に対する満足の程度

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%



なかなか眠れない時のあなたは，以下に示す考えがどれくらい強いですか。昨晩の様子を思い
出し，近い数字に○をつけてください。なかなか眠れないと感じなかった場合は，ベッドに入
ってから寝つくまでの間の様子を思い出し，記入してください。

全く強くない

非常に強い

眠れないことに対する心配
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眠れなくてもやることがあるので大丈夫
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1

なかなか眠れない時のあなたの状態をもっともよく表した数字に○をつけてください。なかな
か眠れないと感じなかった場合は，ベッドに入ってから寝付くまでの間の様子を思い出し，記
入してください。
非常にはっきり目覚めている

2
3

目覚めている

4
5

どちらでもない

6
7

眠い

8
9

とても眠い（眠気と戦っている）
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資料 3：研究 4 で用いた質問紙

<NA+EHS>

過眠症と生活状態についてのアンケート

あてはまる番号に○をつけてください。また（
)年（

記入日：平成(

）月（

）内にはご自分でご記入下さい。

）日

Ａ．ご自身のことについてお尋ねします。
１） 性別 １．男
２）年齢（

）歳

２．女
生年月日

明治・大正・昭和（

）年（

）月（

）日

３）現在の職業は？
１．学生 ２．一般従業員(勤務日数が週４日以上の常勤的労働者 派遣社員を含む)
３．管理職 (係長，課長，部長，その他) ４．企業経営者 ５．専業主婦
６．パート・タイム(週３日以下) ７．自営業(農業・芸術家・コンサルタント等の専門職を含む)
８．無職(年金生活を含む) ９．その他 (

)

４） 現在の婚姻状況は次のどれですか？
１. 結婚している（初婚） ２．結婚している（再婚）
３. 離婚して再婚していない ４．未婚である ５．死別した(行方不明を含む)
)

６. その他(
５) 家庭生活状況は次のどれですか?

1.単身 ２．配偶者と同居 ３．配偶者以外の親族と同居 ４．親族以外と共同生活
５．その他
６） 昨年の年収は税込みで大体いくらくらいになりますか？
個人年収（

）万円位です。

(自営業の方は実質的な個人所得)。

(記入したくない方は記入しなくてもかまいません)

Ｂ．通院と服薬の状況についてお尋ねします
１) 過眠症の病気がはじまったのはいつごろでしょうか？
イ） １．小学校 ２．中学校 ３．高等学校 ４．大学 ５．その他（

）

ロ） それは以下に当てはまります。
1．１０代 ２．２０代 ３．３０代 ４．４０代 ５．５０代 ６．その他（
ハ） よく考えると病気がはじまったのは（

歳）頃です。

ニ）病気がはじまったきっかけに心当たりがありますか？
１．ない ２．ある (具体的に：
２)

)

過眠症のために睡眠専門の医師に初めて受診したのは(
それは(

) 歳ごろです

)病院です。

３）現在ナルコレプシーなどの過眠症のために病院・診療所などに通院していますか？
(近くの病院で薬の処方を受けている場合や，本人が通院できず家族などが通う場合も含む)
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）

１．はい

２．いいえ

３．その他

(

)

４）ナルコレプシー・過眠症の治療薬のうち眠気を覚ます薬（リタリン，ベタナミンなど）を飲んでいます
か？
ほぼ毎日服用している ２. 時々飲んでいる(週２-４日) ３．たまに飲むくらい(月１回
以下から週１回程度)
４．いいえ最近 1 年以上は飲んでいない
５．その他
＊服用する場合の薬の量は，一日にベタナミン(10mg/25mg/50mg)（
）錠・リタリン(
) 錠・，その他(薬
剤名：
)（
）錠)です。
(もともと情動脱力発作のない方は６)に進んでください)
５）ナルコレプシーなど過眠症の治療薬のうち情動脱力発作（大笑いしたり，得意になったり，興奮した時など
に体の力が突然カクンと抜ける）を抑える薬（アナフラニール・トフラニールなど）を飲んでいますか？
１．ほぼ毎日服用している

２．時々飲んでいる(週２-４日) ３．たまに飲むくらい(月１～２回

から週１回程度) ４．いいえ最近 1 年以上は飲んでいない ５．その他(
＊服用する場合の薬の量は，一日に（アナフラニール（

)

）錠・その他(薬剤名：

)(

)

錠）です。
６）ナルコレプシーなど過眠症の治療薬のうち，夜良く眠れる薬を飲んでいますか？
１．ほぼ毎日服用している

２．時々飲んでいる(週２-４日) ３．たまに(月１回以下から週１回程度)

４．い

いえ(１年以上服用していない) ５. その他 （別の薬を飲んでいるなど ）
Ｃ．あなたの健康状態についてお尋ねします。
１) 全体的にみて，過去１ヵ月間のあなたの健康状態はいかがでしたか。
１．最高に良い ２．とてもよい ３.よい ４. あまり良くない ５. 良くない
６.全然良くない
２）過眠症以外に身体や心の病気がありますか？
１．はい

２．病気はあるが治療していない

３．いいえ

１または２に○をつけた方は，病気や症状について記入して下さい(当てはまるものすべてに○を付けてくださ
い)。
イ. 体の病気: (高血圧症・心臓病・高脂血症・脳卒中・糖尿病・腎臓病・肝臓病・リウマチ・がん(部位：
その他の身体の病気（病名

)・

）)

ロ. 心の病気: うつ病・神経症・てんかん・神経過敏(音がうるさく感じるなど)・関係念慮(周囲から見られてい
る，噂されている感じなど)・幻覚症(ありえない声が聞こえる，姿が見える，体の中に虫がいる感じなど)・認知
症・その他の心の病気 (病名:

)

３）身長と体重
現在，身長は（

）ｃｍくらい，体重は（

）ｋｇくらいです。

Ｄ. 日中の眠気の経過についてお尋ねします。
１）以下の質問では，眠気を覚ます薬を飲んでいる場合と，飲んでいない場合に分けて，あなたの眠気・居眠り
の頻度をお尋ねします。大体当てはまるところに○を付けて下さい。いつも薬を飲んでいる方でも，薬を飲み忘
れたときの経験などで，大体の見当がつく場合にはなるべく両方に答えて下さい。選択肢で合うものがない場合
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は，具体的に記入して下さい。
日中眠り込んでしまうほどではないが，眠くてぼんやりしてしまうことについてお尋ねしま
す。(何もしないでいるととても眠いけれど，電話をうけたり荷物の受け取りなどはできる程度の状態)
① 眠気をさます薬(リタリン・ベタナミンなど)を飲んでいても日中眠くてぼんやりしてしまうことは：
１．ない ２．稀に (月に１回以下) ３.たまに(週に１回以下) ４．時々 (週に２～３回位) ５．しばしば (日
に１回位)

６．いつも(日に何回もある)

（

７．あてはまらない（薬を飲んでいない，など） ８．その他

）

② 眠気をさます薬(リタリン・ベタナミンなど)を飲んでいない時に，日中眠くてぼんやりしてしまうことは：
１．ない ２．稀に (月に１回以下) ３．たまに(週に１回以下)
４．時々 (週に２～３回位) ５．しばしば (日に１回位)

６．いつも(日に何回もある)

７．あてはまらない（毎日薬を飲んでいるから，など） ８．その他（

）

③ 現在薬をのんでいなくても，
「日中眠くてぼんやりすること」が「なくなった方」にお伺いします。大体いつ
頃から日中の眠気が無くなりましたか？
（

）年位前から

それは（

）歳頃から。

ロ） 日中実際に眠ってしまう症状についてお尋ねします。(自分から昼寝をする場合も含む)
① 眠気をさます薬(リタリン・ベタナミンなど)を飲んでいても日中実際に眠ってしまうことは：
１．ない ２．稀に (月に１回以下) ３．たまに(週に１回以下)
４．時々 (週に２～３回位) ５．しばしば (日に１回位) ６．いつも(日に何回もある)
７．あてはまらない（毎日薬を飲んでいるから，など） ８．その他（

）

② 眠気を覚ます薬を飲んでいない時に日中実際に眠ってしまうことは：
１．ない ２．稀に (月に１回以下) ３．たまに(週に１回以下)
４．時々 (週に２～３回位) ５．しばしば (日に１回位) ６．いつも(日に何回もある)
７．あてはまらない（毎日薬を飲んでいるから，など） ８．その他（

）

③ 現在眠気をさます薬をのんでいなくても，「日中眠りこんでしまうこと」が「なくなった」方 にお伺いしま
す。大体いつ頃から，日中の居眠りが無くなりましたか？
（

）年位前から

それは（

）歳頃から。

２）眠気以外の症状について：最近 1 年間くらいの様子を思い出して，以下の質問に答えてください。該当する
選択肢がない場合には，その他に具体的に記入して下さい。
もともと情動脱力発作(大笑いしたり，得意になったり，驚いたりしたとき体の力がカクンと抜ける症状)のない
方はイ)を飛ばしてロ)に進んでください。

イ）情動脱力発作の頻度についてお伺いします。
情動脱力発作(大笑いしたり，得意になったり，驚いたりしたとき体の力がカクンと抜ける症状)は最近１年間に？
①脱力発作を予防する薬（アナフラニールやトフラニールなど）をきちんと飲んでいても，情動脱力発作が起こ
ってしまうことは？
１．ない ２．稀に (月に１回以下) ３．たまに(週に１回以下)
４．時々 (週に２～３回位) ５．しばしば (日に１回位) ６．いつも(日に何回もある)
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７．あてはまらない（薬を飲んでいない，など）８．その他（

）

②脱力発作を予防する薬を飲んでいない時，情動脱力発作が起こってしまうことは？
(薬を継続的に飲んでいる方でも，飲み忘れたときの経験で見当がつく場合には
お答えください)：
１．ない ２．稀に (月に１回以下) ３.たまに(週に１回以下)

４．時々 (週に２～３回位) ５．しばしば

(日に１回位) ６．いつも(日に何回もある) ７．あてはまらない（毎日薬を飲んでいるから，など）８．その他
（

）

③現在脱力を止める薬をのんでいなくても，
「情動脱力発作」が「なくなった」方にお伺いします。大体いつ頃か
ら，情動脱力発作が起こらなくなりましたか？
（

）年位前から それは（

）歳頃から。

ロ）入眠時幻覚（寝入りばなに生々しい現実感のある夢をみること）が最近１年間にどのくらいありましたか？
１．ない ２．稀に (月に１回以下) ３.たまに(週に１回以下)
４．時々 (週に２-３回位) ５．しばしば (週に４-５日) ６．いつも(ほぼ毎日)
７．あてはまらない（もともと入眠時幻覚はない等

）
)

８．その他（服薬を忘れた時だけあるなど(

入眠時幻覚の薬を飲んでいないが，以前にはあった入眠時幻覚が最近１年間は全く起こらない方は， 大体いつ
頃から，入眠時幻覚がなくなりましたか？
（

）年位前から それは（

）歳頃から。

ハ）睡眠麻痺（寝床に入って間もなく，半分意識があるのに全身が金縛り状態となり身動き出来ない体験）が最
近１年間にどのくらいありましたか？
１．ない ２．稀に (月に１回以下) ３.たまに(週に１回以下)
４．時々 (週に２-３回位) ５．しばしば (週に４-５日) ６．いつも(ほぼ毎日)
７．あてはまらない（もともと睡眠麻痺はない等

）

８．その他（服薬を忘れた時だけある等 (

)

睡眠麻痺の薬を飲んでいなくても，以前にはあった「睡眠麻痺」が「なくなった」方は大体いつ頃から，睡眠麻
痺がなくなりましたか？
（

）年位前から。 それは（

）歳頃からです。

ニ）夜間熟眠困難（夜いったん眠りについたあと，繰り返し目がさめること）が最近１年間にあ
りましたか？
１．ない ２．稀に (月に１回以下) ３．たまに(週に１回以下)
４．時々 (週に２-３回位) ５．しばしば (週に４-５日) ６．いつも(ほぼ毎日)
７．あてはまらない（もともと夜間熟眠困難はない等

）

８．その他（服薬を忘れた時だけある等

）

夜よく眠るための薬は飲んでいないが，以前にはあった「夜間熟眠困難」が「なくなった」
のは，大体いつ頃からですか？
(

)年くらい前，それは大体(

) 歳頃からです。

日中，無意識のうちに行動する症状(自動症)について
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日中，はっきりした記憶がなく無意識のうちに行動することがありますか？ (自覚的には眠気はなく日常的な動
作や会話をしているのに，その間の記憶がないもの：例えば，「知らないうちに家への曲がり角を通り過ぎてい
た」，｢電話した記憶がないのに話していた｣，｢冷蔵庫の食べ物がないが自分が食べてしまったらしい｣等の経験
最近 1 年間くらいの様子を思い出して，以下の質問に答えてください。

をさします)

１. 以前にはあったが今はない ２．稀に (月に１回以下) ３．たまに(週に１回以下)ある ４．時々ある (週
に２-３回位) ５．よくある(週に４-５日以上) ６. あてはまらない(そういう経験はもともとない) ７．その他
(

)

以前にあった「自動症」が「なくなった」方は，大体いつ頃から 自動症がなくなりましたか？ (
い前，それは大体(

)年くら

) 歳頃からです。

ヘ）寝床に入って眠くなると，足のふくらはぎなどがむずむずする不快な感覚 (虫が這う感じ，むず痒い感じな
ど)のためじっとしていられないこと(むずむず脚症候群)がありますか？
最近 1 年間くらいの様子を思い出して，以下の質問に答えてください。
１．以前にはあったが今はない
に２-３回位)

２．稀に (月に１回以下) ３．たまにある(週に１回以下) ４．時々ある (週

５．よくある(週に４-５回以上)
)

６. あてはまらない(そういう経験はもともとない) ７．その他(

・① むずむず脚症候群の経験のある方について，症状の始まりは何歳ころからですか？
(

) 歳頃

・② むずむず感がもとはあったが今はなくなった方は何年くらい前からなくなりましたか？
(

)年くらい前

ト）夜寝ている間に足が繰り返しぴくんぴくんと動いてしまう症状(周期性四肢運動障害)がありますか(あると言
われましたか)?
寝相が悪くて，いつも起きると布団が乱れている方，壁を蹴ったことがある方は，可能性がありますので，同居
している方にも状況をお尋ねください。
１．以前にはあったが今はない ２．稀に (月に 1 回以下) ３．たまにある(週に 1 回以下) ４．時々ある (週
に２-３回位) ５．よくある(週に４-５日以上) ６. あてはまらない(そういう経験はもともとない) ７．その他
(
①

)
周期性四肢運動障害の経験のある方について，始まりは何歳ころからですか(

②

周期性四肢運動障害がなくなった方はいつ頃からなくなりましたか？

(

)歳頃

)年くらい前です。

チ）いびきと睡眠中の呼吸停止(睡眠時無呼吸症)について
①

大きないびきをかくと他人からいわれますか？

１．はい，よくある

２．はい，たまには

３．いいえ

４．わからない

５．その他

② いびきをかく場合，呼吸が止まることがあると言われたことがありますか？
１．はい，よくある

２．はい，たまには

３．いいえ

４．わからない

③ ①と②で１.または２.に○をつけた方は何歳頃からですか？ (
④

５．その他

歳頃)

③にあてはまる方は現在どんな状態でしょうか？
１．変わらず無呼吸がある ２．CPAP という装置を使っている ３．歯科装具を使っている
) ５.わからない

４．その他(

３) 夜の睡眠についてもう少し詳しくお尋ねします：最近 1 年間くらいの様子を思い出して，以下の質問に答
218

えてください。
平均的な睡眠時間についてお尋ねします。交代性勤務などで生活が不規則な場合には，
早い場合と遅い場合の双方を記入して下さい。
ロ） ①平日(翌日仕事や家事など予定がある時)は
就寝時間が (

)時(

)分頃

起床時間が (

)時(

)分頃

)時(

)分頃

)時間位です。

夜の睡眠時間は，平均すると(
②休前日(翌日仕事など予定がない時)は
就寝時間が (

)時(

)分頃

起床時間が (
)時間位です。

夜の睡眠時間は，平均すると(

)時間位 です。

③昼寝や居眠りを含めて一日合計の睡眠時間は大体(

ハ) 不眠の症状がありますか。あてはまるものにすべて○をつけ ( )内にもに記入して下さい。
１．夜はぐっすりと眠れる。
睡眠薬を使わない状態で (

２．寝つきが良くない：
睡眠薬を使った場合

(

)分位かかる。

)分位かかる。

３．いったん眠りに入ったあと，眠りが浅く繰り返し目がさめる： 一晩に(

)回位

４．朝早く目が覚めてしまうことが良くある。
５．眠っているようだが，十分寝た感じがしない(熟睡感がない)
６．よく眠れるように薬(睡眠薬)を飲んでいる。 ７.その他 (

)

ニ) 朝の目覚めはいかがですか。
１．なかなかすっきりおきることが出来ない。 ２. 目覚めは良くないが何とかおきている。
３．すっきりおきることが出来る。４．その他 (

)

目覚めてから，頭や体が働くようになるまで，どれくらい時間がかかりますか? (

)分位

４）現在のあなたの症状の強さは以前と比べてどのくらい変化しているでしょうか？ 薬を飲まない状態でどう
なるか考えて，お答え下さい。
イ） 病気の始まった当時（眠気が一番強かった頃）とくらべて日中の眠気の強さは:
１．ほぼ改善した(ほとんど眠気はない) ２. かなり改善した ３. やや改善した
４. 変わらない ５. 悪くなった(眠気が強まった) ６. あてはまらない（いつも服薬しているので，わからない，
等 (

) ７. その他(一時良くなったが最近また悪くなった(他の病気の治療薬の副作用で
)

眠気が生じている等(

ロ）病気の始まった当時とくらべて(薬を飲まない状態で)情動脱力発作の強さは：
１ ほぼ改善した(脱力は全くない) ２. かなり改善した ３. やや改善した
４. 変わらない ５. 悪くなった(脱力が増えた) ６. あてはまらない（いつも服薬しているので，わからない等）
７. もともと情動脱力発作はない
(

８. その他(一時良くなったが最近また悪くなった等:

)

E ．治療薬(目を覚ます薬)の副作用についてお尋ねします。
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どんな副作用がありますか，当てはまるものに○[かなり強い副作用には◎]をつけてください。
１．口の乾き
が起こる

２．汗かき

６．性欲減退

（

３．胃炎 ４．どきどき(動悸) ５．服用後まもなく強い眠気
７．神経過敏となる（神経質になる）

）９．副作用はとくにない

併用しておりなんともいえない等

８．その他の副作用がある

１０．その他(現在は服用しておらずわからない，他の薬と

(

)

F．社会生活・日常生活において過眠症の症状のため困ったことについてお尋ねします。
１）以下の眠気に伴う社会生活上の困難の例について，ご自分にあてはまる時は○，あてはまらないときは×，
どちらとも言えない時には△を付けて下さい。 特に社会生活上非常に困った場合には◎をつけて下さい。過去
の状態(病気が始まった当時)は質問の左側に，最近 1 年間の状態を各項目の右側に付けてください。 薬の服用
の有無にかかわらずにお答えください。
記入例: 【◎】 9. 仕事上の電話中に眠ってしまった。

【×】

【過去】

【最近】

【

】 1. 繰り返す眠気のために学校の成績が下がった。

【

】

【

】 2. よく居眠りをするため進学をあきらめた。

【

】

【

】 3. 入学試験の時に眠ってしまい，落ちてしまった。

【

】

【

】 4. 入社試験の時に眠ってしまい，落ちてしまった。

【

】

【

】 5. 昇進や資格試験の時に眠ってしまい，失敗した。

【

】

【

】 6. よく眠るため仕事の能率が上がらず，注意を受けた。

【

】

【

】 7. 会議中によく眠って馬鹿にされたり，注意を受けた。

【

】

【

】 8. よく眠ってしまうために仕事上の対人関係に問題が起こった。 【

】

【過去】

【最近】

【

】 9. 仕事上の電話中に眠ってしまった。

【

】

【

】 10．来客との面談中に眠ってしまった。

【

】

【

】 11．仕事中に眠ってしまったため事故を起こした。

【

】

【

】 12．よく居眠りをしたために不利な配置転換をされた。

【

】

【

】 13．よく居眠りをしたため昇進が遅れた。

【

】

【

】 14．居眠りが失職の原因となった。

【

】

【

】 15．電車やバスなどで眠り込み，乗り過ごすことがよくあった。

【

】

【

】 16．電車などで眠り込み，降りた時に大事なものを置き忘れた。

【

】

【

】 17．電車やバスなどで眠っているうちに物をなくしたり盗られた。 【

】

【

】 18．運転中の居眠りで事故を起こした。

【

】

【

】 19．居眠りの結果怪我をした。

【

】

【

】 20．デート中に眠ってしまって馬鹿にされたり，断られた。

【

】

【

】 21．映画や演劇を観ている最中に眠ってしまった。

【

】

【

】 22．旅行中も眠ってばかりいて，景色を楽しめなかった。

【

】

【

】 23．よく眠ることが原因で家庭内不和が起こった。

【

】

【

】 24．よく眠ることが原因で離婚となった。

【

】

【

】 25．よく眠ることが原因で友人が減った。

【

】

その他にも日中眠り込んだために社会生活上不利になったことがあれば記入して下さい。
(

)
運転事故について特にお尋ねします。 もともと運転免許証を持っていない方は，３)に進んで

ください。
イ）

運転免許証は持っていますか？

(原動機付自転車免許だけのときには△をつけてください)
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１．もっていて仕事に使っている ２．持っているが仕事ではなく，家庭用などに運転している ３．
持っているがほとんど使わない ４．持っているが全く使わない
５．持っていたが眠気のために返却した ６．その他
ロ）治療開始前に運転中眠気のために事故を起こしたことがありますか？
１．いいえ一度もない ２．居眠りして自分の車をガードレールなどにぶつけた自損事故
の車などにぶつかったことがある(物損事故)
(

３．居眠りして他

４．居眠りして人身事故を起こしたことがある

５．その他

)

ハ） ロ)で３または４に○をつけた方にお尋ねします。回数はそれぞれ何回ありますか？
物損事故について：１．１回 ２．２-３回 ３．それ以上ある
４．その他（

）

人身事故について：１．１回 ２．２-３回 ３．それ以上ある
４．その他（

）

ニ）治療開始後に運転中眠気のために事故を起こしたことがありますか？
１．いいえ一度もない ２．居眠りして自分の車をガードレールなどにぶつけた自損事故
の車などにぶつかったことがある(物損事故)
(

３．居眠りして他

４．居眠りして人身事故を起こしたことがある

５．その他

)

ホ） ニ)で３または４に○をつけた方にお尋ねします。回数はそれぞれ何回ありますか？
物損事故について：１．１回 ２．２-３回 ３．それ以上ある
４．その他（

）

人身事故について：１．１回 ２．２-３回 ３．それ以上ある
４．その他（

）

ヘ）居眠り運転事故を防ぐために工夫をしていますか？
１．とくに工夫をしないが運転中は大丈夫 ２．眠くなったら車をとめて一眠りする
３．車を運転する前には一眠りしている ４．眠気を覚ます薬を飲んでいるので心配ない
５．眠いときには眠気を覚ます薬を追加して飲んでいる ６．眠いときには運転しない
７．その他(

)

ト）治療開始後居眠り運転による事故や交通違反のため，警察で処分を受けたことがありますか？
１. ない ２．免許停止処分を受けた ３．免許取消処分を受けた ４．その他
チ）治療開始後運転免許更新のとき診断書を求められたことがありますか？
ない ２．ある （診断書で免許はもらえた ・ 診断書の結果，免許停止に
なった） ３．その他 (

)

３）以下の情動脱力発作に伴う社会生活上の困難の例について，ご自分にあてはまる時は○，あてはまらないと
きは×，どちらとも言えない時には△を付けて下さい。特に社会生活上非常に困った場合には◎をつけて下さい。
もともと情動脱力発作がない方はこの設問および４)を飛ばして５)に進んでください。
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過去の状態(症状がはっきり出た頃)は数字の左側に，最近 1 年間の状態を各項目の右側に付けてください。
記入例: 【○】4. 入浴中に脱力が起こり，お湯の中に潜ってしまった。

【×】

【過去】

【最近】

【

】１．情動脱力発作で倒れ，救急車に乗せられたり医務室に運ばれた。

【

】

【

】２．情動脱力発作で倒れた時に怪我をした。

【

】

【

】３．釣り，猟などで情動脱力発作のために獲物を逃がした。

【

】

【

】４．入浴中に脱力が起り，お湯の中に潜ってしまった。

【

】

【

】５．スポーツ中に（うまくいった時などに）力が抜けて失敗した。

【

】

【

】６．歩行中に脱力が起って困った。

【

】

【

】７．会話中に笑うと顔がゆがんだり，口がもつれて困った。

【

】

【

】８．会話中に面白い話をしようとしたり，得意になった時などに

【

】

脱力がよく起って困った。
【

】９．人と会っていても脱力が心配で心おきなく笑えなかった。

【

】

【

】10. 突然知人と出会った時などに力が抜けて困った。

【

】

【

】11．テレビや映画を見ていて興奮したり，笑った時，脱力が起り

【

】

画面を見続けることが出来なくなったことがよくあった。
【過去】

【最近】

【

】12．仕事中に脱力が起こり解雇された

【

】

【

】13．性生活の時に脱力が起こった。

【

】

その他にも脱力発作のために社会生活上不利になったことがあれば記入して下さい。
（

）

４） これまでの生活で，情動脱力発作のために困ったり，日常生活が実際に制限されたりしたことはどの程度あ
りましたか。
１. ほとんどなかった ２. あまり困ったことはなかった ３. どちらとも言えない
)

４. 多少あった ５. かなりあった ６. あてはまらない(
７. その他 (

)

５） 服薬の有無にかかわらず，全体として日常生活をする上で，過眠症の症状のため
に困ることは，初診当時 とくらべてどう変化していますか？
１. ほぼ改善した(ほとんど困らない) ２. かなり改善した ３. やや改善した
４. あまり変わらない ５. 悪くなった(困ることが増えた)
６．その他（他の病気の治療で困っており，過眠症の変化はよくわからない
６）

現在の生活状態に満足していますか？
１．非常に不満足

２．かなり不満足

３．どちらかと言えば不満足

４．まずまず満足

５．満足している

６．十分満足している

G．あなたの性格についてお尋ねします。
あなたの社会および家庭での生き方で，現在あてはまると思う位置に○を付けて下さい。
記入例：
積極的

かなり

やや

中間

やや

+－－－－+－－－－+－－－－+－－－－+
かなり

１. 友人は多い

やや

中間

やや

かなり
消極的。
かなり

+－－－－+－－－－+－－－－+－－－－+
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友人は少ない

２．話好き

+－－－－+－－－－+－－－－+－－－－+

無口

３．積極的

+－－－－+－－－－+－－－－+－－－－+

消極的

４．楽観的

+－－－－+－－－－+－－－－+－－－－+

悲観的

５．自信がある方

+－－－－+－－－－+－－－－+－－－－+

自信がない方

６．几帳面

+－－－－+－－－－+－－－－+－－－－+

ずぼら

７．時間を守る

+－－－－+－－－－+－－－－+－－－－+

時間にルーズ

８．物事にこだわる +－－－－+－－－－+－－－－+－－－－+

あきらめやすい

９．怒りっぽい

+－－－－+－－－－+－－－－+－－－－+

めったに怒らない

10．他人の不正や

+－－－－+－－－－+－－－－+－－－－+

他人のことは気にしない

不誠実は許せない

H．ナルコレプシー ，真性過眠症などご自身の過眠症という病気に対する考え方について
お尋ねします。
あてはまる場合には○を，当てはまらない場合には×を( )の中に記入して下さい。
答えにくい場合には△をつけて下さい。いくつでも結構です。
)

１．ナルコレプシーまたは過眠症という病気を他の人には隠したい。(
２．病院へ行くのはいやだ。 (

)

３．眠気は我慢できるので病院にはいかない。 (

)

４．周囲の人が「眠ること」をどう思っているかとても気になる。（
５．薬を飲み続けるのは副作用がとても心配だ。（

）

）

６．ナルコレプシー・過眠症という病気を他の人に理解して欲しい。
（

）

７．薬をきちんと飲めば普通に近い社会生活が出来るので通院を続けたい。
（

）

８．ナルコレプシー・過眠症も普通の病気と同じだから，専門の病院に
通院することは恥かしいことではない。(

)

９．ナルコレプシ・過眠症という病気が他の人に分ってもかまわない。
（

）

10．ナルコレプシー・過眠症という病気の事を周囲の人に自分から話している。
（
11．病気の事はあまり気にしないで気楽にやっている。（

）

12. 病院で治療を受けても良くならないので行っても仕方がない(
13．その他（

）

)

）

I．このアンケートについてのご感想をご記入ください。

- - - - - - - - - - - - - - - - - -(以下はこちらで切り取ります) - - - - - - - - - - - - - - -

*

アンケート内容の確認のため，特別の場合には連絡をしてもよろしいでしょうか？

ご承諾いただける場合には，連絡可能なご住所，電話番号をご記入下さい。(こちらから連絡することはまずあり
ません。連絡する場合でも，電子メールを使うか，手紙や電話で病院からとは分らないように個人名であなたを
確認してからお話します)
お名前(

)連絡先住所（〒

連絡先電話または携帯番号（

）
）電話連絡してもかまわない時間帯 (

電子メール: (
★

)

ご本人が死亡(あるいは行方不明)されている場合，以下の問いにお答え下さい。
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)

１. 死亡(行方不明)となった際の年齢は(

)歳だった。

２. 死亡(行方不明)直前の過眠症状について，わかる範囲でお答え下さい。
１）過眠症の治療を継続していた (症状は軽減していた・不変だった・悪化していた)
２）過眠症の症状はあったが，治療していなかった
３）過眠症の症状は軽快しており，治療していなかった
３．死亡(行方不明)となった原因は何ですか？過眠症と関連がある場合には，説明もお願いします。
(
☆

)
アンケートにご協力いただけない場合，その理由についてお聞かせ下さい。

１．本人が死亡しているため(行方不明を含む)
２．本人が長期不在のため(旅行・施設入所・その他)
３．本人の(様々な疾患による)病状が悪いため
４．調査に協力したくないため
以上で質問は終わりです。

５. その他

ご協力まことに有難うございました。
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資料 4：研究 5・6 における初期インタビューガイド
インタビューガイド
【フェイスシート】


年齢



職業



性別



服薬内容



罹患年数



治療年数



日中の眠気の強さ(ESS)



日中の眠気への苦痛感(1－10 点で答えてもらう)



日中の眠気による生活の支障の程度(1－10 点で答えてもらう)

【質問項目】
１．眠気/居眠りに関する質問


日中に眠気/居眠りすることで，今までどんな経験をされてきましたか？



日中に眠気/居眠りすることで，どんなことが起きると思っていますか？
＊周囲の反応・状況の変化
＊自分自身の中で生じる考えや感情



日中に眠気/居眠りする自分自身に対して，どのような印象を持ちますか？
＊昔と今で違う場合はどのようにして変わったか

２．社会参加


毎日の生活に満足していますか？それはどんな理由ですか？
＊日中の眠気/居眠りと生活状況との関連



友人などとの人間関係は積極的ですか？それはどんな理由ですか？



自分はどんな性格だと思いますか？いつからそうなったとおもいますか？
＊周囲からどういわれるか
＊自分自身のとらえ方（評価や自尊感情など）

３．援助資源への要望


日中の眠気/居眠りに関連して生じる精神的な問題・困りごとはありますか？どうなればいいとおもいます
か？



社会や周囲に対して，このように変わってくれればいいのに，といった要望はありますか？



普段治療や援助資源とかかわっている中で，もう少しこうだったら生活しやすくなるのに，といった要望は
ありますか？
＊心理社会的側面に目を向けて 薬の開発などは除く

ただし，返答に合わせて次の質問は適宜変更していく。
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資料 5：研究 5・6 における JESS（上部）苦痛感・支障を問う質問（下部）
※苦痛感・支障を問う質問の記入内容を参照しながら面接を展開していった

日中の眠気の強さに関する質問

もし以下の状況になったらどれくらいウトウトする(数秒~数分眠ってしまう)と思いますか。最近１カ月程度の
日常生活を思い出して，1~9 のこうもくについてしるしを１つずつつけてください。以下の状況になったことが
実際になくても，その状況になればどうなるかを想像してお答えください。(項目 9 は運転される方だけで結構
ですが，それ以外の項目はできる限りお答えください)
ふだん目を覚ます薬を服用されている方は，服薬した状態について各項目に○をつけていただき，さらに目を
覚ます薬を服用しなかった日の状態について各項目に△をつけてください。
ウ
ト
ウ
ト
ほす
とる
ん可
ど能
な性
いは

ウ
ト
ウ
ト
す
る
少可
し能
あ性
るは

ウ
ト
ウ
ト
す
半る
々可
く能
ら性
いは

ウ
ト
ウ
ト
す
る
可
能
高性
いが

1.

すわって何かを読んでいるとき(新聞、雑誌、本、書類など)

0

1

2

3

2.

すわってテレビを見ているとき

0

1

2

3

3.

会議、映画館、劇場などで静かにすわっているとき

0

1

2

3

4.

乗客として1時間続けて自動車に乗っているとき

0

1

2

3

5.

午後に横になって、休息をとっているとき

0

1

2

3

6.

すわって人と話をしているとき

0

1

2

3

7.

昼食をとった後(飲酒なし)、静かにすわっているとき

0

1

2

3

8.

すわって手紙や書類などを書いているとき

0

1

2

3

9.

自分で運転中に、交通渋滞などで2~3ふ分停車しているとき

0

1

2

3



日中の眠気への苦痛感は何点くらいですか？(1－10 点で答えてもらう)

1


2

3

4

5

6

7

8

9

10

日中の眠気による生活の支障の程度は何点くらいですか？(1－10 点で答えてもらう)

1

2

3

4

5

6

7

226

8

9

10

