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Ⅰ．研究背景
本邦における血液透析（以下，透析と略す）患
者は2017年末の時点で約33万人であり，年々増加
傾向にある（日本透析医学会統計調査委員会，
2018）．透析患者は透析療法を受けるだけでなく，
食事や服薬の管理，社会生活の調整などさまざま
な自己管理が求められ，身体的，心理的，社会的
なストレッサーに直面する（Miller，2000）
．慢
性病患者では，ストレッサーに対して効果的に対
応できないと自己管理できなくなると指摘され
（Lubkin, et al., 2002）
， 2 型糖尿病患者では，ス
トレッサーの認知状況と血糖管理には関連がある
と報告されている（Peyrot，et al．，1992；安田
ら，2002）．透析患者では，透析療法に関するス
トレッサーを強く認知するほど健康状態を悪いと
捉え，透析治療を受け入れにくく，透析間体重増
加率が高かった（正木ら，1990；シェリフ多田野
ら，2003）．したがってストレッサーの認知状況
は，慢性病患者の自己管理行動を支援するうえで
重要な観点であると考えられる．
透析療法に関するストレッサーのなかでも透析
に伴う食事療法は，他の治療法と比べて困難が大
きく，ストレッサーとして強く認知されている
（正木ら，1990；原ら，2004；シェリフ多田野ら，
2006）．また透析に伴う食事療法は生命予後を左
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右する最大要因であり（椿原，2007）
，ストレッ
サーとして強く認知するほど透析間体重増加率が
高いと報告されていることからも，透析に伴う食
事療法の認知状況への支援は，自己管理行動への
支援のなかでも重要である．近年，透析患者の高
齢化に伴い，フレイルやサルコペニアを合併した
患者が増え（日本透析医学会学術委員会栄養問題
検討ワーキンググループ，2019）
，タンパク質の
摂取不足による低栄養が課題となっている（菅
野，2018）
．また高齢化を背景に，健康な成人と
透析患者の食事摂取基準は大きく変わらなくなる
など（菅野，2018），透析患者の食事療法のあり
方は変化している．さらに，世帯構造の変化，単
独世帯の増加など，透析患者をとりまく社会情勢
も変化しており（厚生労働省国民生活基礎調査，
2019）
，透析患者の身体的状況，社会的状況の変
化に応じた食事の自己管理行動への支援が必要で
ある．このように，食事療法や自己管理行動への
支援のあり方が変化している状況においては，ス
トレッサーとしての食事療法の認知状況も変化し
ていると考えられ，食事の自己管理行動を支える
支援を検討する必要がある．
そこで本研究では，透析患者のストレッサーと
しての食事療法の認知状況と自己管理行動の実態
を明らかにし，透析患者の食事の自己管理行動を
支援するための基礎的資料とする．
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Ⅱ．研究目的
本研究の目的は，血液透析患者のストレッサー
としての食事療法の認知状況と自己管理行動の実
態を明らかにし，食事の自己管理行動への支援を
検討することである．

Ⅲ．用語の定義
１ ．ストレッサーとしての食事療法の認知状況
血液透析患者が，透析に伴う食事療法がスト
レッサー（自分にとって負担で安寧を危険にさ
らす状況）であるかを評価すること．
２ ．自己管理行動
透析患者の食事療法に関する行動のことであ
り，食塩，水分，タンパク質，リン，カリウム
の調整に関する行動と，必要な知識，態度も含む．

Ⅳ．研究方法
１ ．研究デザイン
本研究は，血液透析患者のストレッサーとして
の食事療法の認知状況と自己管理行動の実態を明
らかにする，実態調査研究である．
２ ．研究対象者および調査方法
研究協力の得られた外来透析クリニック 4 施設
において外来透析を受ける，20歳以上で血液透析
導入した者のうち，質問票に回答できる認知機能
や身体状況であると医師が判断し，研究協力への
同意が得られた患者127名を対象とした．自記式
質問票調査および診療録からデータ収集を行った．
３ ．調査内容と測定用具
１ ）対象者の背景
性別，年齢，同居者の有無，就労の有無，透
析歴，原疾患，調理担当者，外食回数を調査した．
２ ）ストレッサーとしての食事療法の認知状況
透析に伴う食事療法について，ストレッサー
としての認知の程度を， 1 因子からなる自作の
尺度を用いて測定した．透析に伴う食事療法に
ついて，「まったくストレスでない」「ほとんど
ストレスでない」「少しストレス」「とてもスト
レス」の 4 段階リッカートスケールで回答を求
めた．
「まったくストレスでない」と回答した者に
対し，ストレスに感じない理由を，「ほとんど

ストレスでない」
「少しストレス」
「とてもスト
レス」と回答した者に対しては，
「現在もっと
も強くストレスに感じていること」を，自由記
述で回答を求めた．
３ ）食事の自己管理行動
①自己管理行動尺度
野澤ら（2007）が開発した「血液透析患者自
己管理行動尺度」を使用した．この尺度は，
3 下位尺度，計33項目から構成されており，
信頼性（Cronbach's α =0.919）
，妥当性ともに
検証されている（野澤ら，2007）
．本研究は食
事の自己管理行動に焦点をあてているため，
下位尺度「食事療法と水分制限の遵守」22項目
（Cronbach's α =0.922）を用い，
「まったく実施
していない」～「いつも実施している」の 4 段
階リッカートスケールで回答を求めた．得点が
高いほど食事の自己管理行動がとれることを示
す．尺度使用に際し，開発者の許可を得た．
②食事の自己管理行動を示す生理的指標に関する
情報収集用紙
透析前血液データ（血中尿素窒素，アルブミ
ン，リン，カリウム）
，ドライウエイトに対し
ての透析間体重増加率（本研究では中 2 日の体
重増加率を用いる．以下 , 体重増加率とする），
1 日推定塩分摂取量（以下，塩分摂取量とする）
を調査した．なお塩分摂取量は，
〔透析前血清
ナトリウム濃度（mEq/L）×58.5×中 2 日透析
間体重増加量（kg）
〕÷〔 3 日間×1000〕で算
出した（赤塚，2006）
．
４ ．分析方法
１ ）統計解析には統計ソフト SPSS ver.25を使用
し，統計学的検定における有意水準は 5 ％とし
た．各変数について正規性の検定を行い，パラ
メトリック，ノンパラメトリック検定を行った．
２ ）ストレッサーとしての食事療法の認知状況に
「まったくストレスでない」と回答し
ついて，
た者を「ストレッサー認知なし群」
（以下，認
知なし群とする）
，
「ほとんどストレスでない」
「少しストレス」
「とてもストレス」と回答した
者を「ストレッサー認知あり群」
（以下，認知
あり群とする）とした 2 群に分け，背景および
自己管理行動との関連の分析を行った（χ 2 乗
検定，Mann-Whitney の U 検定）
．
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３ ）ストレッサーとしての食事療法の認知状況に
おいて，自由記述により得た回答は，意味や内
容をそこねないように区切り，類似した内容ご
とにまとめてカテゴリー化した．
５ ．倫理的配慮
所属施設倫理委員会の承認を得て研究を行った
（承認番号：24-21）．研究対象者に対して，研究
目的，方法，自由意思による研究参加，途中中断
の保障，不参加や中断においても治療や看護に不
利益はないこと，プライバシーの保護，研究以外
にデータを使用しないことについて，書面と口頭
で説明し，研究協力同意書への署名をもって，研
究協力への同意を得た．

Ⅴ．結果
質問票配布者数は127名で，そのうち 5 名から
途中中断の申し出があり，122名から回収した（回
収率96.1％）．回答に欠損のあった12名を除外し
た110名を分析対象とした（有効回答率90.2％）
．
１ ．対象者の背景
対象者の背景を表 １ に示す．対象者は男性65
名，女性45名，平均年齢58.8±10.9（平均±標準
偏差，以下省略）歳であった．同居者については
同居者あり93名（84.5％），なし17名（15.5％）
，
就労については有職者51名（46.4％），無職者59
名（53.6％）であった．
平均透析歴は124.1±97.7ヵ月で，原疾患は糖尿
病23名（20.9％），糖尿病以外87名（79.1％）であ
り，糖尿病以外のほうが多かった．
表1
項目
性別
年齢（歳）
同居者
仕事

対象者の背景
n（％）

男
女

n=110
平均値±SD（中央値）

65（59.1）
45（40.9）
58.8±10.9（61）

あり
なし
あり
なし

透析歴（月）
原疾患
糖尿病
糖尿病以外
BUN （mg/dL）
ALB （g/dL）
P （mg/dL）
K （mEq/L）
塩分摂取量 （g/日）
体重増加率 （%）
調理担当
主に自分
主に他人
外食回数（回/月）

93（84.5）
17（15.5）
51（46.4）
59（53.6）
124.1±97.7（106.5）
23（20.9）
87（79.1）
59.6±12.9
3.8±0.3
5.4±1.3
4.9±0.6
7.8±3.2
5.0±1.9
60（54.5）
50（45.5）
8.5±14.4（4.0）

血液データは BUN 59.6±12.9 mg/dL，ALB 3.8
±0.3 g/dL，P 5.4±1.3 mg/dL，K 4.9±0.6 mEq/
L で，塩分摂取量7.8±3.2 g/ 日，体重増加率は5.0
±1.9 % であった．
調理担当は主に自分が60名（54.5％）
，主に他
人が50名（45.5％）であった．
２ ．ストレッサーとしての食事療法の認知状況
ストレッサーとしての食事療法の認知状況につ
いて，
「まったくストレスでない」20名（18.2%），
「ほとんどストレスでない」32名（29.1%），「少し
ストレス」49名（44.5%）
，
「とてもストレス」 9
名（8.2%）で，90名（81.8%）はストレッサーで
あると回答していた．
３ ．ストレッサーとしての食事療法の認知状況別
の背景
対象者の背景を，認知なし群，認知あり群で比
較した（表 2 ）
．
平均年齢について，認知なし群は63.5±7.3歳
であるのに対し，認知あり群は57.8±11.3歳で，
認知なし群のほうが有意に平均年齢が高かった
（p < 0.05）
．原疾患の糖尿病／糖尿病以外につい
て，認知なし群では 8 名（40.0%）／12名（60.0%）
，
認知あり群では15名（16.7%）／75名（83.3%）で
あり，認知あり群は有意に糖尿病以外の者の割合
が高かった（p < 0.05）
．性別や同居者の有無，就
労の有無による差は認めなかった．
表2

 トレッサーとしての食事療法の認知状況別でみた
ス
対象者の背景
n=110

ストレッサー
認知なし（n=20）
認知あり（n=90）
性別
男
13（65.0）
52（57.8）
女
7（35.0）
38（42.2）
年齢（歳）
63.5±7.3（64.0）
57.8±11.3（59.0）
同居者
あり
17（85.0）
76（84.4）
なし
3（15.0）
14（15.6）
仕事
あり
10（50.0）
41（45.6）
なし
10（50.0）
49（54.4）
透析歴（月）
127.7±84.7（142.5） 123.3±100.8（105.5）
原疾患
糖尿病
8（40.0）
15（16.7）
糖尿病以外
12（60.0）
75（83.3）
調理担当
自分主体
12（60.0）
48（53.3）
他人主体
8（40.0）
42（46.7）
外食回数（回/月）
6.0±7.2
9.1±15.6

p値+
0.552
*

0.041

1.000
0.718
0.545
*

0.032

0.588
0.691

平均値 ±SD（中央値）、または n（%）
+平均値の比較はMann-WhitneyのU検定、割合の比較はχ2乗検定
*p＜0.05

４ ．ストレッサーとしての食事療法の認知に至る
理由
ストレッサーとしての食事療法の認知に至る理
由についての自由記述を分析した結果を，ストレッ
サーの認知状況に示す．カテゴリーを【 】，サ
ブカテゴリーを＜ ＞で表した．
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１ ）ストレッサーでないと認知する理由
「まったくストレスでない」と回答した理由に
ついての自由記述を分析した結果， 8 サブカテゴ
リー， 4 カテゴリーを抽出した（表 3 ）．【食事療
法が食生活に影響しない】は，＜もともと食事摂
取量が少ない＞＜任せている＞という 2 つのサブ
カテゴリーからなっていた．
【食事療法を特別と捉えていない】は，＜普通
に生活している感覚がある＞＜厳格にしすぎな
い＞という 2 つのサブカテゴリーからなっていた．
【生活を大事にする】は， １ つのカテゴリー＜生
活上の価値を優先する＞からなっていた．
表3
カテゴリー
食事療法が食生活に影響
しない

食事療法を特別と捉えて
いない

生活を大事にする

コントロールできている
感覚がある

２ ）ストレッサーであると認知する具体的内容
「ほとんどストレスでない」
「少しストレス」
「と
てもストレス」と回答した者において，食事療法
のなかで最もストレスに感じる内容についての自
由記述を分析した結果，10サブカテゴリー， 5 カ
テゴリーを抽出した（表 4 ）
．

食事療法をストレッサーでないと認知する理由

サブカテゴリー

コード
日頃たくさん食べる訳ではないので、リンの数値が上がることはない
もともと食事摂取量が少ない
（以前から）食が細い
食にあまり興味がない
任せている
家内が作ってくれる食事を信頼し、満足している
うなぎ、豆など食べなくてもストレスと思わない
食事は好き嫌いなく、何でもおいしいと思い食べている
導入後はまったく食事療法をせず、何でも自由に好きな量を食べている
水分量も気にせず飲んでいるが、体重がすごく増えることはない
普通に生活している感覚がある
保存期から減塩食に取り組んでいるので、違和感はない
今の食事が普通だから
料理は苦にならない
もともと薄味がよく、塩分を使わなくても普通に食べられる
水分を600mlに控えても、普通に生活できる
以前はまじめにリンなど気にしていたが、守る程DWがやせていくので、近頃はあまり気にしない
厳格にしすぎしない
あまり厳格に行っていない
残り少ない人生だから
生活上の価値を優先する
データの値を、決められた数値に保つことに重きをおいていない
人として、いきいきと生活することが最優先
ほとんど身についている
家内は栄養士、自分は調理師なので、食品の栄養についてある程度の知識はある
うまくいっている自信がある
リン、カリウムなどデータとうまく付き合っているように思う
決められた薬は必ず飲む
一生続けなければならないから、全体の量をおさえている
目安を持つ
導入前後の計量や記録によって感覚を完全につかみ、食べても大丈夫な量が分かっている
食べても大丈夫な量が分かっているので、好きなものを食べることをあきらめることはない
食事療法をせずに普通の生活をしているが、食べすぎ、水分には注意している
注意をしながら普通に食べられる
ほとんど考えていないが、生野菜などは控えている
感覚がある
健康な人より量は少ないが、何でも食べている

表4
カテゴリー

【コントロールできている感覚がある】は，＜う
まくいっている自信がある＞＜目安を持つ＞＜注
意をしながら普通に食べられる感覚がある＞とい
う 3 つのサブカテゴリーからなっていた．

食事療法をストレッサーであると認知する具体的内容

サブカテゴリー

コード
カリウム・果物・生野菜を制限する
リン・乳製品・肉類・大豆製品を制限する
食事内容を制限する
好きな食べ物を制限する
食べたいものを食べられない
量を制限する
ストレスがある
カルシウムを制限する
水分を制限する
飲水量を制限する
アルコールを制限する
味付けを制限する
塩分を制限する
毎日の献立を考える
食べて良いもの、だめなものを仕分ける
食事の準備が苦痛である
家族と食べるものが異なる
下ごしらえする
体重が増加する
食事の自己管理行動に伴う
不適切な自己管理行動を
かなり努力していると思っているのに、時々カリウム値が高くなり、その原因が分からない
ストレスがある
自覚させられる
リンが上がった時に、上がったと思う
これを食べると〇〇が悪くなってしまうといちいち考えてしまう
いつも食事療法のことを
常に塩分量やたんぱく量などを気にしてしまう
考えなくてはならない
旅行に行っても、食材のカリウムやリンのことを常に考えて食べる必要がある
ほとんどストレスと感じないが、スポーツや外での作業の時に水分制限しなければならないと思う
他人と同じものを
友達との食事で、食べられないものが何個か出てくる
食事を楽しめないストレスがある 食べられないつらさがある 会合で食事の提供がある
味覚障害がある
味覚が低下している
食事療法による身体への悪影響の
栄養面で不安がある
低栄養への不安がある
不安がある
食事療法が他者との関係に与える
他人から干渉される
ストレスがある

他人からいろいろ言われる
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【食べたいものを食べられないストレスがある】
は，＜食事内容を制限する＞＜飲水量を制限す
る＞＜味付けを制限する＞という 3 つのサブカテ
ゴリーからなっていた．
【食事の自己管理行動に伴うストレスがある】
は，＜食事の準備が苦痛である＞＜不適切な自己
管理行動を自覚させられる＞＜いつも食事療法の
ことを考えなくてはならない＞という 3 つのサブ
カテゴリーからなっていた．
【食事を楽しめないストレスがある】は，＜他
人と同じものを食べられないつらさがある＞＜味
覚障害がある＞という 2 つのサブカテゴリーから
なっていた．
【食事療法による身体への悪影響の不安がある】
は，＜低栄養への不安がある＞からなり，
【食事
療法が他者との関係に与えるストレスがある】は，
＜他人から干渉される＞からなっていた．
５ ．ストレッサーとしての食事療法の認知と自己
管理行動
食事の自己管理行動得点は，認知なし群61.8±
13.7，認知あり群58.0±11.2で，有意差を認めな
かった．一方で，食事の自己管理行動を反映する
生理的指標については，塩分摂取量，体重増加率
に有意差がみられ（p<0.05），両者とも認知なし
群のほうが認知あり群よりも有意に値が低かっ
た．血液データの結果には，有意差を認めなかっ
た（表 5 ）．
表 5 ス トレッサーとしての食事療法の認知状況別でみた
食事の自己管理行動
ストレッサー
認知なし（n＝20） 認知あり（n＝90）
自己管理行動得点
61.8±13.7
58.0±11.2
塩分摂取量 （g/日） 6.5±2.8（6.1） 8.1±3.3（7.8）
体重増加率（%）
4.2±2.0（3.7） 5.1±1.9（5.0）
BUN （mg/dL）
55.7±12.0
60.4±13.0
ALB （g/dL）
3.7±0.3
3.8±0.3
P （mg/dL）
5.4±1.4
5.4±1.2
K （mEq/L）
5.0±0.7
4.9±0.6
平均値±SD（中央値）
+Mann-WhitneyのU検定
*p＜0.05

n=110
p値+
0.100
*
0.030
*
0.011
0.151
0.279
0.745
0.681

Ⅵ．考察
１ ．対象者の特徴
本研究の対象者は平均年齢58.8±10.9歳であり，
原疾患が糖尿病である者は20.9％であった．本邦
における患者調査（日本透析医学会統計調査委員
会，2018）では，平均年齢68.43歳，原疾患が糖
尿病である者は39.0％であることから，本研究の
対象者は年齢層が若く，糖尿病の少ない集団で

あったと考える．一方で野澤らの報告（2007）で
は，平均年齢59.0±10.6歳，原疾患が糖尿病であ
る者は14.0％，自己管理行動得点59.1±12.8であ
り，平均年齢，原疾患における糖尿病割合，自己
管理行動得点とも，本研究と同程度であった．
血液データの BUN，P，K は透析患者の基準値
内におさまっており，ALB は3.8g/dL とやや低値
ではあるが，低栄養のリスクの目安となる3.5g/
dL を上回っていることから，比較的良好な自己
管理行動がとれている集団であると考える．
２ ．透析患者のストレッサーとしての食事療法の
認知と自己管理行動の特徴
ストレッサーとしての食事療法の認知について，
本研究の対象者110名のうち90名（81.8%）は「ス
トレスである」と回答しており，食事療法を取り
まく状況は変化しているが，透析患者の大部分が
依然としてストレッサーとして認知していた．残
りの20名（18.2%）は，透析に伴う食事療法を「ス
トレスでない」と回答していた．先行研究では，
透析に伴う食事療法をストレッサーとして認知し
ない人については調査されておらず，ストレッサー
でないと認知する実態が明らかとなった．
同居者の有無別で，ストレッサーとしての食事
療法の認知に有意差は認められなかった．本研究
では同居者の有無のみが調査対象であり，同居者
の介護力やソーシャルサポートの利用状況などは
把握できていない．また対象者が比較的若い年齢
層であり，同居者のサポートが必要でない身体状
況であることが影響している可能性も考えられる
が，同居者の有無がストレッサー認知に関連しな
いことが示唆された．
塩分摂取量，体重増加率は認知あり群のほうが
有意に多かった．
「慢性腎臓病に対する食事療法
基準2014年版」
（日本腎臓学会，2014）によると，
血液透析患者における １ 日食塩摂取量の基準は
3 g 以上 6 g 未満である．この基準値に照らし合
わせると両群ともに塩分摂取量は過剰であるが，
認知あり群のほうが超過量は多く，身体への負担
が大きくなっていると推測される．一方で自己管
理行動得点においては有意差を認めなかった．認
知あり群は，認知なし群と得点の観点では変わら
ない自己管理行動を実施しているが，
【食べたい
ものを食べられないストレス】
【食事を楽しめな
いストレス】を感じながら塩分制限はより適切に
行えていない実態を示している．血液検査によっ
て把握できる BUN，ALB，P，K と異なり，塩分
摂取量は体重増加量に反映され，体重測定によっ
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て把握することができる．透析のたびに体重測定
によって＜不適切な自己管理行動を自覚させられ
る＞ことが，食事療法をストレッサーとして認知
する背景に存在するのではないかと考えられる．
認知あり群は【食べたいものを食べられないス
トレスがある】【食事の自己管理行動に伴うスト
レスがある】【食事を楽しめないストレスがある】
ことから，食事療法が生活の中心に据えられ，生
活のさまざまな場面で支障をきたすと認知してい
ると考えられる．一方で認知なし群は【食事療法
を特別と捉えていない】ことから，食事療法を生
活の中心に据えるのではなく，日常生活のなかに
食事療法を組み込んでいると思われる．また認知
なし群の【生活を大事にする】からは，生活上の
価値を食事療法の実践によって犠牲にしない過ご
し方をしていることが明らかとなった．慢性病患
者は長期にわたる経過の中で，さまざまな療養法
を実施する必要があり，それらを生活のなかに組
みこみ，病気や生活を自分で管理するというセル
フマネジメントが求められる（宮脇，2015）．認
知なし群は，食事療法を日常生活のなかに効果的
に組み込み，患者独自の生活を大事にしているこ
とから，食事療法を負担で安寧を危険にさらす状
況，つまりストレッサーではないと認知している
と考えられる．さらに認知なし群の【コントロー
ルできている感覚がある】からは，自己効力感が
高いと推測される．自己効力感は，透析患者の自
己管理行動に影響を及ぼす（川端ら，1998；長尾，
2002；高岸，2008）．高い自己効力感が食事療法
をストレッサーとして認知しない要因であること
も考えられる．
３ ．ストレッサーとしての食事の認知状況の観点
から，透析患者の食事の自己管理行動を促進
する看護支援
認知あり群は食事療法を負担で安寧を危険にさ
らすと認知しながらも，得点の観点では認知なし
群と変わらない自己管理行動を実施していること
から，ストレッサーの認知状況に働きかける支援
が必要であると考えられる．認知に働きかける支
援は，セルフマネジメントを高めるアクションプ
ランの 1 つである（安酸，2013）．透析患者の自
己管理行動を支える支援として，透析に伴う食事
療法をストレッサーと認知する患者に対しては，
リフレーミングを活用して問題焦点型コーピング
を高めるとともに，生活上の価値を大切にする情
動焦点型コーピングも高める必要性が示唆された．

４ ．研究の限界と今後の課題
本研究の対象者は，比較的年齢層が若く，原疾
患が糖尿病である割合が少なかった．これらの特
性が，結果に影響を与えていると考える．また今
後は，透析に伴う食事療法の認知に働きかける介
入研究が必要である．
ストレッサーを「挑戦」として認知し，スト
レッサーへのコーピング過程における成長に着目
する Proactive coping が提唱されている（川島，
2007）
．ストレッサー認知を低減させる関わりと
ともに，成長を促進させる観点でのコーピング支
援について，明らかにする必要がある．

Ⅶ．結論
１ ．透析に伴う食事療法をストレッサーでないと
認知する者が約20％存在した．
２ ．認知なし群は認知あり群よりも平均年齢が高
く，原疾患が糖尿病の者の割合が高かった．
３ ．透析に伴う食事療法をストレッサーでないと
認知する理由は，
【食事療法が食生活に影響し
ない】
【食事療法を特別と捉えていない】
【生活
を大事にする】
【コントロールできている感覚
がある】であった．
４ ．透析に伴う食事療法をストレッサーであると
認知する具体的内容は，
【食べたいものを食べ
られないストレスがある】
【食事の自己管理行
動に伴うストレスがある】
【食事を楽しめない
ストレスがある】
【食事療法による身体への悪
影響の不安がある】
【食事療法が他者との関係
に与えるストレスがある】であった．
５ ．認知なし群のほうが認知あり群よりも，塩分
管理，体重管理を行えている．
６ ．ストレッサーとしての食事療法の認知の観点
から，透析患者の食事の自己管理行動を促進す
る看護支援として，リフレーミングを活用した
問題焦点型コーピングを高めるとともに，生活
上の価値を大切にする情動焦点型コーピングも
高める支援の必要性が示唆された．
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