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看護学生が日常的に個人利用可能なストレス低減ツール開発の試み②
：ストレス・コーピングと解決志向アプローチの「例外」の日常的記録を中心に

An attempt to develop stress reduction tools for personal and daily use among 
nursing students (Part 2)

三澤　文紀１

Fuminori MISAWA １

キーワード：ストレス，看護学生，コーピング，認知行動療法，解決志向アプローチ（SFA）
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Abstract

I developed stress reduction tools which nursing students can use personally on a daily basis. The purpose of this study was to 

investigate the effect of these tools on stress reduction. The tools fell into two categories. The first was the Coping List （CL）, 

which was made by reference to the psychology of stress and Cognitive Behavioral Therapy. The second was the Solution List 

（SL）, which was made by reference to Solution-Focused Therapy reported in my prior study. The nursing students in the 

present study were randomly assigned to one of the following three groups: a group which used CL, a group which used SL, 

and a control group. The students participated for ₆₀ days. The results （target of analysis: n = ₅₉） indicated that all the mean 

values of stress response scales in each of the groups reduced as the days went by. The effect of stress reduction by CL and SL 

was not confirmed. On the other hand, using CL increased a sense of control over stressful situations. There was a possibility 

that using CL results in reducing stress response in severely stressful situations. In this study, the number of accesses to the 

tools significantly decreased after the third week from the first use, suggesting a high possibility that the tools were not used 

much. The need of future study to enhance the convenience of these tools was discussed.

要　　旨

　本研究では，看護学生が日常的に個人利用でき，ストレス低減効果を持つツールを開発し，その効果を検証した．
ツールは２種類あり，１つめはストレスの心理学や認知行動療法を参考にして作られた「コーピング・リスト

（CL）」であり，２つめは筆者の先の研究で解決志向アプローチをもとに開発された「ソリューション・リスト
（SL）」である．本研究において看護学生は，CL を使用する群，SL を使用する群，並びに統制群の３群に無作為に
振り分けられ，₆₀日間研究に参加した．分析対象となった₅₉名の結果，統制群を含めた全群でストレス反応尺度の
低下が見られ，CL・SL のストレス低減効果が確認できなかった．ただし，CL によってストレス状況をコントロー
ルできるという認識が高まっており，非常にストレスのかかる状況下で CL がストレス反応を低減する可能性が示
唆された．本研究では，使用開始３週目以降はアクセス回数が低調で，あまり使用されなかった可能性が高い．今
後に向け，利便性改善などの更なる研究の必要性が検討された．
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Ⅰ．はじめに

　医療・保健の分野において，看護職は非常に重要な位
置を占めている．その看護職の将来の担い手は，大学の
看護系学部や看護系専門学校で学ぶ学生（以下，看護学
生）であるが，ストレス反応やうつ傾向が高い割合で見
られるとの指摘がある．大学看護学生の3₄.₁％が精神的
不健康と判定された調査１）や，看護学生の₆₅.₆％が抑う
つ状態にあると判断された調査２）などがある．看護学
生の場合，臨地実習などの看護教育特有の要因が影響し
ていると考えられている２），３）．また，就職したての新人
看護師は非常に強いストレスを経験しているとの指摘は
いくつも存在する４）～６）．つまり，看護学生は在学中に
加え，卒業し看護師になってからも，ストレスとうまく
向き合うことが求められている．ただし，ストレスに疲
弊してからストレスに向き合うよりも，疲弊する以前か
ら日常的にストレスを少しでも低減しておく，あるいは
日常的にストレス増大を予防しておくことが望ましい．
想定外のストレスを強く感じる出来事に遭遇した時で
も，日頃よりストレスを感じる度合いを低く保つことが
できていれば，ストレスを強く感じている場合に比べて，
余力を持って対処することができ効果的である．また，
もし日常的にストレス低減やストレス予防を心掛けるこ
とができれば，ストレス対処そのものへの意識が高まり，
自身にとって効果のあるストレスへの対応方法を見つけ
る姿勢を促進すると考えられる．従って，普段の生活の
中で看護学生が実践可能なストレス低減や予防の方法が
あれば，非常に有益であると考えられる．
　これまでの看護学生のストレスに関する研究では，実
態調査が盛んに行われてきた反面，日常的にストレス低
減するための方法やストレスを予防するための方法につ
いての研究は非常に少ない．看護学生のストレスマネジ
メント介入に関するレビュー研究３）では，2₀₀₀～2₀₁₀年
の間でわずか８件だけであると指摘している．また，先
行研究で使われている介入プログラムが専門的すぎる，
学生自らの実施が難しいものが含まれている等の問題を
指摘している．看護学生に対するストレス低減の方法に
ついては，充分な研究がなされているとは言いがたい．
　この状況は，何も看護領域に限定されたことではな
い．日本の予防的ストレスマネジメント研究全体でも
様々な問題が指摘されているが，日常的な個人利用（セ
ルフケア）に適した方法に関しても，研究が少ないこと
が指摘されており７），看護領域で遅れているだけでな
く，全体的に発展途上と考えられる．加えてセルフケア
の観点からは，多様な方法から個々人が適した方法を選
択する必要性が指摘されている７）．このため，ストレス

の対処・予防に効果がある方法は，できるだけ多い方が
望ましいと考えられる．
　上記の状況を踏まえ，筆者は看護学生を対象として，
学生が個人利用可能なストレス低減効果のあるツールの
開発を試みてきた８）．具体的には，カウンセリングの方
法論の１つである解決志向アプローチ（以下，SFA）９）

～₁₁）を応用し，個人利用できるウェブサイトを開発した．
SFA は家族療法から発展した方法論で，その名のとおり，
問題よりも解決に焦点を当てる．問題の詳細な状態や原
因にはあまり注目せず，すでに起こっている好ましいこ
とやその人が希望する将来像に一層注目し，それを土台
としてより良い状態の実現を促進する．このウェブサイ
トは，SFA の「例外」という概念が基になっている．こ
の例外とは問題が起きそうな場面で起きなかったり程度
が軽かったりした経験のことである．その中で特に重視
されるのは，その人自身の行動によって起きたとされる

「意図的な例外」である．これは，「意図的な例外」を引
き起こした行動を再び実行してもらうことで，その「意
図的な例外」が再現される，つまり問題が起きなかった
り軽かったりする状態が再現される可能性が高まるため
である．SFA では，「例外」が語られた際にはその時の
その人の行動を尋ね，「意図的な例外」であるかどうか
を探求する．一見するとその人の行動とは無関係にたま
たま発生したように見える「偶然の例外」であったとし
ても，その時にどのような行動をしたかを質問すること
で，実はその人の行動によって引き起こされた「意図的
な例外」だったということもよくある．このため，SFA

では「例外」が起こった際にどのような行動をしていた
かを質問する．同様に，非常に困難に遭遇した人々に対
し，困難自体よりも，困難な状況下で立ち向かった方法
や何とかしてきた行動について質問する．
　先の筆者の研究において，この SFA を応用したウェ
ブサイトを「ソリューション・リスト」と名付け，試行
的運用においてストレス低減効果を調べたところ，統制
群（昔の思い出を記録する群）と比較し，ストレス反応
の有意な低減が見られた８）．しかし，少人数での試行的
運用であったため，分析対象人数が全体で８名となって
おり，より人数を増やして検証することが望ましい．
　また，ストレスの対処や予防の多様な方法が求められ
ていることから，異なる種類の方法の開発も必要であ
る．この際，SFA 以外のカウンセリングの方法論の応用
は有望と考えられるが，学生の個人利用を考えると，心
理的問題を深掘りするような方法は危険性を伴うため避
けなければならない．その意味で比較的安全と考えられ
る方法の１つが，「コーピング（対処）」である．ストレ
ス心理学の第一人者である Lazarus₁2）は，コーピングに
ついて「心理的ストレスを処理しようとする努力であ
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図表１：CLの画面例 図表２：SLの画面例

る．」と述べており，ストレス低減に重要な役割を果た
すとしている．コーピングに注目した方法は，認知行動
療法と呼ばれる方法論で用いられることが多く，自分が
使うコーピングのレパートリーを表にして持ち歩き，必
要に応じてそれを見ながら実行することは，臨床現場で
も実践されている₁3）．このコーピングを看護学生が記録
することは，問題を深掘りすることのない比較的安全な
方法であり，SFA を応用したソリューション・リストと
ともに検討する価値のある方法と考えられる．

Ⅱ．目　　的

　以上を踏まえ本研究では，日常的に個人利用が可能な
ストレス低減ツールの開発とその効果の検討を目的とす
る．具体的には，コーピング記録ツールを開発し，先に
開発したソリューション・リストとともに，そのストレ
ス低減効果を検討する．

Ⅲ．方　　法

１．各ツールの概要
　本研究では２種類のツールを開発，改良した．すべて
のツールは，スマートフォン上のアプリケーション（ア
プリ）からでも，ウェブサイト上からでも，同じように
記録・閲覧が可能になるよう設計されている．
１）コーピング・リスト（CL）
　コーピング・リスト（CL）は，ストレス心理学や認
知行動療法を参考にして作成されたツールである₁2）～₁3）．
CL では，利用者自身が使っている，あるいは知ってい
るコーピング（ストレス対処法）をいつでも記録するこ
とができる（図表１左）．コーピングは，その詳細を記
録できるだけでなく，「効果」や「負担・悪影響」の程

度を４件法で記録でき，同時に特に使える場面も記録で
きる．実際に使ったコーピングについて，後でふり返る
ことができ，「効果」や「負担・悪影響」の程度を評価
しなおすことができる（図表１右）．
　利用者自身が記録したコーピングは，一覧表として表
示される（図表１左）．その際，効果の高い順に並べ替
えたり，あるいは特に使える場面を指定した表示をした
りすることができる．
２）ソリューション・リスト
　ソリューション・リスト（SL）は，日々の生活の良かっ
たことを記録するとともに，役立った自身の行動や考え
方などを記録するウェブサイトである．SL のホーム画
面では，利用者が過去に入力した内容が一覧表として表
示される（図表２左）．
　SL は２種類の内容を記録することができる．
　１つめは，利用者にとって良かったと思える内容を記録
するものであり，SL の「良かったこと」ページで，「良かっ
たできごと」「その時に役立ったこと」「役立った自身の行
動・工夫」「役立った自身の考え方・姿勢」を書き込む．
この「良かったこと」ページは，SFA の「例外」の概念
とそれに関わる質問法を参照して作成されている９）～₁₁）．
　２つめは，利用者にとって困難な状況でとった対応等
について記録するものであり，SL の「困難への対応」ペー
ジにおいて，「困難な状況の時に役立ったこと」「少しで
も役立った自身の行動・工夫」「少しでも役立った自身
の考え方・姿勢」を書き込む．このページは，SFA のコー
ピング・クエスチョンを参照して作成されている９）～₁₁）．
　上述の各入力項目については，星０個から星３個の４
段階スケールで，お気に入りの程度を記録できる．SL

内の「お気に入り」ページでは，星がついた項目のみを
表示することができ，利用者が気に入った項目だけを一
覧することが可能である（図表２右）．



12　福島県立医科大学看護学部紀要 第23号 9-18, 2021

２．本研究の対象者と条件群
　Ａ大学の看護学生₇3名．学年は１年次生3₁名，３年次
生₁₇名，４年次生2₅名であった．男女の学生に広く募集
をかけたが，応募してきた学生はすべて女性であった．
事前にストレス尺度（後述の PHRFSCL-SF）への回答を
求め，極端に高い値と低い値となった学生は対象外とし
た．
　本研究では３つの条件群を設定した．CL を利用する

「CL 群」，SL を利用する「SL 群」，並びに昔の思い出を
アプリやウェブから記録する「統制群」である．この統
制群の条件については，ポジティヴ介入研究₁₄）の統制
群を参考として先の筆者の研究で採用され，統制群とし
ての役割を果たしたことから，本研究でも同様に設定さ
れた．対象者は，各群へランダムに割り当てられた．
　ただし，評価項目への無回答，あるいは回答漏れの
あった対象者₁₄名を除外したため，分析対象者は₅₉名

（CL 群2₀名，SL 群₁₉名，統制群2₀名）となった（後述
「５．手続き」の３）を参照）．

３．実施時期
　2₀₁₉年５～８月（３年次生），並びに2₀₁₉年₁₀月～2₀2₀
年２月（１，４年次生）．３・４年次生は実習時期を避
けたため，また１年次生は筆者の担当授業を受講してい
ない時期としたため，この実施時期となった．

４．評価項目
　本研究では，ストレスに関連する以下の心理尺度への
回答を対象者に求めた．
１）Public	Health	Research	Foundation ストレスチェッ
クリスト・ショートフォーム（PHRFSCL-SF）

　今津他₁₅）が開発したストレス反応尺度で，2₄項目３
件法の自記式尺度である．ストレス反応について心理面・
身体面を多面的に測定する尺度構成となっている．下位
尺度として，「自律神経症状」，「疲労・身体反応」，「不安・
不確実感」，「うつ気分・不全感」の４項目が設定されて
いる．いずれも得点が高いほど，その項目の程度が高い
ことを示す．今津他₁₅）によって信頼性・妥当性が確認
されている．本研究では，４項目の下位尺度と，それら
の合計の値を分析対象とした．
２）日本語版Positive	 and	Negative	 Affect	 Schedule	
（PANAS）

　Watson, et al.₁₆）によって開発された Positive and Negative 

Affect Schedule の日本語版である．日本語版は佐藤・安
田₁₇）によって作成され，ポジティヴ情動とネガティヴ情
動を測定する₁₆項目６件法の自記式尺度となっている．ポ
ジティヴ情動の得点が高いほど，「活気がある」「わくわ
くする」といった肯定的な情動が高く，逆にネガティヴ

情動の得点が高いほど，「おびえる」「苦悩する」といっ
た否定的な情動が高いとされる．佐藤・安田₁₇）によって
信頼性・妥当性が確認されている．
３）State-Trait	Anxiety	Inventory 日本語版（大学生用）
（STAI）

　Spielberger, et al.₁₈）によって開発された State-Trait Anxiety 

Inventory の日本語版である．この日本語版は清水・今栄₁₉）

によって作成され，状態不安（一時的な不安）を測定す
る A-State 尺度，並びに特性不安（不安を喚起しやすい個
人内特性）を測定する A-Trait 尺度から構成されている．
すべて４件法で回答し，得点が高いほどそれぞれの不安
が強いことを示す．清水・今栄₁₉）によって信頼性・妥
当性が確認されている．A-State 尺度は瞬間ごとの変化を
測定するものであるため，本研究の目的と一致しない．
ここでは，比較的長いスパンの不安の状態を測定できる
A-Trait 尺度のみを使用した．
４）認知的評価測定尺度（CARS）
　鈴木・坂野2₀）によって開発された８項目４件法の自
記式尺度である．ストレッサーに対する「コミットメン
ト」「影響性の評価」「脅威性の評価」「コントロール可
能性」といった認知の諸側面を測定する．「コミットメ
ント」はストレッサー改善のための積極性を表す指標
で，得点が高いほどより改善に積極的であることを示
す．「影響性の評価」は，現状のストレッサーの重要性
に関する理解を表す指標で，得点が高いほどストレッ
サーを重要で影響が大きいと認識していることを示す．

「脅威性の評価」は，現状のストレッサーの危険性に関
する理解を表す指標で，得点が高いほどストレッサーの
脅威を強く認識していることを示す．「コントロール可
能性」は，現状のストレッサーやそれに伴う情動の変化
を制御に関する理解を表す指標で，得点が高いほどスト
レッサーや情動をうまく制御できると認識していること
を示す．鈴木・坂野2₀）によって，信頼性・妥当性が確
認されている．
５）Patient	Health	Questionnaire-9	日本語版（PHQ-9）
　Spitzer, et al. 2₁）によって開発された Patient Health 

Questionnaire をもとに，Kroenke, Spitzer ＆ Williams 22）

によって開発されたうつ症状に関する尺度の短縮版
PHQ-₉の日本語版である．この日本語版は，村松他23）2₄）に
よって作成された．得点が高いほど，うつ傾向が高いこ
とを示す．９項目４件法の自記式尺度となっており，信
頼性・妥当性が確認されている2₅）．

５．手 続 き
１）看護学生に対し，研究の簡単な概要をまとめた案内

文を配布した．参加を希望した学生は，ウェブサイト
の応募フォームにアクセスし，ストレス反応尺度
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（PHRFSCL-SF）に回答した．
２）ストレス反応尺度で極端に低い値を示していない学

生を対象候補者として選定し，研究の説明会を開催し
た．説明会では，研究の概要と方法，研究への参加・
辞退の自由を説明し，文書による承諾を得た．その後，
割り当てられた条件群で使用するツールの利用方法が
説明された．なお，説明会は条件群別に実施された．

３）その後，各対象者は日常生活で自由にウェブサイト
を利用した．所定の日数で，各対象者は評価項目に回
答 を 求 め ら れ た． 具 体 的 に は，PHRFSCL-SF，
PANAS，PHQ-₉に関しては５回（事前，₁₅日後，3₀日
後，₄₅日後，₆₀日後）の回答が求められた．また，
STAI，CARS に関しては，短期間での変化が想定され
なかったり対象者の負担を減らす必要があったりした
ことから，対象者は３回（初日，3₀日後，₆₀日後）の
回答が求められた．なお，評価項目への回答がなかっ
た，あるいはツールを使用した形跡が２週間以上見ら
れなかった対象者は，その時点で終了とし，分析対象
から除外した．

４）利用開始から₆₀日後に終了とした．終了後，同意の
得られた対象者と面談し，感想の聞き取りを行った．

６．分析方法
　「条件群（CL 群，SL 群，統制群）」と「使用日数（５回，
あるいは３回測定）」を要因とする二要因分散分析を
行った．すべての分析は，IBM SPSS Statistics 2₇を使用
した．また，有意水準を₀.₀₅とし，₀.₀₅より大きく₀.₁以
下の場合は「有意傾向」と表記することとした．

７．倫理的配慮
　本研究では，研究者（筆者）が教員で対象者が学生で
あるため，ポジションパワーに留意し，筆者が担当する
授業の履修が終了する１年次後半以降の学生を対象とし
た．研究についての告知の際，研究の概要とともに自由
意志による参加であること，オンライン上の応募フォー
ムに自ら申込みをした学生のみが対象であることを文書
と口頭で説明した．自ら申込みをした学生のうち，スト
レス反応尺度で極端に低い値を示していない学生を対象
候補者として選定し，研究の説明会を開催した．説明会
では，研究の概要と方法，研究への参加・辞退が自由で
あること，参加・辞退によって学業や成績にまったく不
利益がないことを説明した．また，個人情報保護のため，
オンライン上では対象者が決めたログイン ID でデータ
を管理して個人名を一切記録しないこと，個人名と ID

の対照表は紙に記録し研究者が鍵のかかるロッカーで厳
重に保管すること，回答やデータは研究終了日から５年
／結果公表日から３年（いずれか遅い日）まで厳重に保

管し，その後シュレッダーによる裁断など，適切な処理
した上で廃棄することを説明した．回答やデータは研究
目的以外に使用せず，研究成果の発表の際は個人が特定
されないよう匿名化した上で公表することを説明した．
これらの説明を受けた後，同意を表明した学生から文書
による承諾を得て，研究対象者とした．
　なお，本研究は，福島県立医科大学一般倫理委員会か
ら承認を得た（一般3₀₀₁₇）．

Ⅳ．結　　果

　結果を図表３～４に示す．
　分析の結果，PHRFSCL-SF（図表３）の下位尺度「自
律神経症状」，「疲労・身体反応」，「不安・不確実感」，「う
つ気分・不全感」，並びに合計値のすべてにおいて，使
用日数の主効果が有意であった（F（₄, 22₄）＝3.3₆, p<.₀₅, 

η2p ＝ .₀₆; F（₄, 22₄）＝₄.₄₇, p<.₀₅, η2p ＝ .₀₇; F（₄, 22₄）＝
₁₁.₄₈, p<.₀₁, η2p ＝ .₁₇; F（₄, 22₄）＝₁₀.₀₇, p<.₀₁, η2p ＝ .₁₅; 

F（₄, 22₄）＝₁₁.₈₆, p<.₀₁, η2p ＝ .₁₇）．多重比較の結果，「自
律神経症状」では₁₅日後と比較して3₀日後で値が有意に
低く（p<.₀₅），「疲労・身体反応」では事前・₁₅日後と
比較して₆₀日後で値が有意に低く（p<.₀₅），「不安・不
確実感」では事前と比較して₁₅・3₀・₄₅・₆₀日後で値が
有意に低く（p<.₀₁），「うつ気分・不全感」では事前と
比較して3₀・₄₅・₆₀日後で値が有意に低く（p<.₀₅，₆₀
日後のみ p<.₀₁），合計値では事前と比較して3₀・₄₅・
₆₀日後で値が有意に低かった（p<.₀₁）．また，条件群の
主効果について，「疲労・身体反応」のみで有意傾向が
見られ（F（₁, ₅₆）＝2.₉₇, p<.₁₀, η2p ＝ .₁₀），多重比較の結
果，統制群と比べ SL 群で高い有意傾向が見られた

（p<.₁₀）．なお，いずれも有意な交互作用は見られなかった．
　PANAS（図表３）では，「ポジティヴ情動」において
使用日数の主効果で有意傾向が見られ，「ネガティヴ情
動」において使用日数の主効果が有意であった（F（₄, 22₄）

＝2.₀₄, p<.₁₀, η2p ＝ .₀₄; F（₄, 22₄） ＝ ₇.₅₆, p<.₀₁, η2p

＝ .₁2）．多重比較の結果，「ネガティヴ情動」では，事
前と比較して₄₅・₆₀日後で有意に低く（順に p<.₀₅, 

p<.₀₁），また₁₅日後と比較して₆₀日後でも有意に低かっ
た（p<.₀₁）．「ポジティヴ情動」では有意差が見られな
かった．なお，いずれも有意な交互作用は見られなかった．
　STAI（図表４）では，使用日数の主効果が有意であ
り（F（2, ₁₁2）＝₁₅.₁₀, p<.₀₁, η2p ＝ .2₁），交互作用に有意
傾向が見られた（F（₄, ₁₁2）＝ 2.2₄, p<.₁₀, η2p ＝ .₀₇）．各
条件群における使用日数要因の単純主効果の検定を行っ
たところ，SL 群と統制群において有意な単純主効果が
見られた（F（2, ₁₁2）＝₉.32, p<.₀₁, η2p ＝ .₁₄; F（2, ₁₁2）＝₉.₇2, 

p<.₀₁, η2p ＝ .₁₅）．多重比較を行ったところ，SL 群に
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図表３　各条件群の結果①（上段＝平均値，下段（　）内＝標準偏差）

† p<.10　＊ p<.05　＊＊ p<.01

事前 ₁₅日後 3₀日後 ₄₅日後 ₆₀日後 群間Ｆ 日数間Ｆ 交互作用Ｆ 多重比較
PHRFSCL-SF

自律神
経症状

C L 群
3.₀₀ 2.₉₅ 2.₀₀ 2.₀₀ 2.₄₅

₀.₄₀ 3.3₆＊ ₁.₁₅ 日数間：
₁₅日後＞3₀日後＊

（₁.₉₅） （₁.₈₈） （₁.₆₉） （₁.₅₆） （2.₀₁）

S L 群
2.2₁ 2.₅3 2.₁₆ 2.32 ₁.₉₅

（₁.₈₄） （₁.₈₄） （₁.₈3） （₁.₆₇） （₁.3₅）

統制群
2.₉₀ 2.₈₀ 2.2₀ 2.₅₅ 2.₉₀

（2.₁₀） （₁.₉₄） （2.₀₇） （₁.₇3） （₁.₉₇）

疲労・
身体反
応

C L 群
₆.₅₀ ₆.2₀ ₆.₀₅ ₅.₇₅ ₅.₇₅

2.₉₇ ₄.₄₇＊＊ ₀.₉₀ 日数間：
事前・₁₅日＞₆₀日後＊

（₁.₉₆） （2.3₁） （2.₈₇） （2.₆₇） （2.₁2）

S L 群
₆.₆₈ ₇.₇₄ ₆.₈₄ ₆.₆3 ₆.2₆

（2.₇₅） （2.₉₄） （2.₈3） （2.₈₅） （2.₈3）

統制群
₆.₀₅ ₅.₆₀ ₅.₁₀ ₄.₇₀ ₄.₄₅

（2.₀₉） （₁.₈2） （2.2₅） （2.₆₆） （3.₁）

不安・
不確実
感

C L 群
₆.2₅ ₄.₆₀ ₄.₇₅ ₄.₁₅ ₄.₄₀

₀.₄₅ ₁₁.₄₈＊＊ ₀.₈₅ 日数間：
事前＞₁₅～₆₀日後＊

（3.₀₄） （2.2₆） （2.₇3） （2.2₁） （2.₄₆）

S L 群
₆.32 ₅.₆₈ ₅.₁₆ ₄.₇₉ ₅.₄2

（2.3₁） （2.₆₅） （2.₀₁） （2.₇2） （2.₈₇）

統制群
₆.₈₅ ₅.₄₀ ₄.₈₀ ₄.₉₀ ₄.2₅

（2.₆₆） （3.₁₉） （2.₄2） （2.2₇） （3.32）

うつ気
分・不
全感

C L 群
₆.3₅ ₅.₇₀ ₅.3₀ ₅.₁₀ ₄.₄₀

₀.3₄ ₁₀.₀₇＊＊ ₀.2₈
日数間：
事前＞₁₅～₄₅日後＊

事前＞₆₀日後＊＊

（2.₈₁） （2.₆2） （2.₀₀） （2.₇₉） （2.3₉）

S L 群
₆.₁₁ ₅.₆₈ ₅.3₇ ₅.2₆ ₄.₆3

（3.₁₆） （2.₈3） （3.₀₈） （3.₅₇） （2.₆₉）

統制群
₅.₅₀ ₅.₄₅ ₄.₄₅ ₄.₆₅ ₄.₁₅

（2.₅2） （2.₈₆） （2.₅₈） （2.₈₀） （2.₅₆）

合計

C L 群
22.₁₀ ₁₉.₄₅ ₁₈.₁₀ ₁₇.₀₀ ₁₇.₀₀

₀.₄2 ₁₁.₈₆＊＊ ₀.₅₅ 日数間：
事前＞3₀～₆₀日後＊＊

（₈.₁₉） （₆.₉₈） （₇.₇2） （₇.3₈） （₇.₄₆）

S L 群
2₁.32 2₁.₆3 ₁₉.₅3 ₁₉.₀₀ ₁₈.2₆

（₇.3₉） （₈.32） （₈.₀₀） （₉.2₆） （₇.₅₆）

統制群
2₁.3₀ ₁₉.2₅ ₁₆.₅₅ ₁₆.₈₀ ₁₅.₇₅

（₇.33） （₇.₇₆） （₇.₄） （₇.₅₈） （₉.₄₁）
PANAS

ポジティ
ヴ情動

C L 群
2₆.₀₀ 2₅.₆₀ 2₆.₉₀ 2₆.2₀ 2₈.₁₀

₀.₅₁ 2.₀₄† ₀.₄₅

（₆.₅₆） （₇.₀₈） （₈.33） （₇.₁₉） （₈.3₀）

S L 群
23.₄₇ 2₅.₁₆ 2₄.₉₅ 2₅.₁₁ 2₆.₆3

（₅.2₅） （₇.₀₇） （₈.32） （₆.₉₀） （₄.₅₀）

統制群
2₆.₈₀ 2₆.₉₅ 2₆.₄₀ 2₅.3₅ 2₇.₈₀

（₆.2₅） （₆.₄₄） （₆.₁2） （₆.3₈） （₅.₈₈）

ネガティ
ヴ情動

C L 群
2₇.₅₅ 2₆.₉₀ 2₄.₉₅ 2₅.₁₅ 2₄.2₀

₁.₀₆ ₇.₅₆＊＊ ₀.₇₁
日数間：
事前＞₄₅日後＊

事前＞₆₀日後＊＊

（₇.₁₉） （₇.₁₆） （₆.₆₈） （₆.3₇） （₆.₄₉）

S L 群
2₉.₁₆ 2₆.₇₄ 2₅.₄2 2₄.₆3 2₄.₀₀

（₅.2₈） （₅.₆₇） （₇.₈₆） （₇.₇₉） （₇.₇3）

統制群
2₅.₀₀ 2₅.2₅ 2₄.2₅ 23.₇₅ 2₀.₀₅

（₆.₅2） （₅.₆₁） （₇.₉₈） （₇.₉₉） （₇.₉₄）
PHQ-₉

C L 群
₆.₉₅ ₇.₀₀ ₅.₉₅ ₆.₈₀ ₅.₉₀

₀.₄₈ 3.₈₄＊ ₀.₈₀
日数間：
事前＞₄₅日後＊

事前＞₆₀日後 †

（3.₆₅） （₄.₀₈） （3.₄₄） （₄.2₉） （3.₀₈）

S L 群
₈.₅3 ₇.₈₉ ₆.₇₉ ₆.₉₅ ₆.₄₇

（₅.₄2） （₅.₇₆） （₅.₅₆） （₅.3） （₅.₁₁）

統制群
₇.₁₅ ₆.2₀ ₆.₅₀ ₅.2₀ ₅.₇₀

（3.₉₁） （3.₄₄） （₄.₈₅） （3.₄₁） （3.3₆）
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図表４　各条件群の結果②（上段＝平均値，下段（　）内＝標準偏差）

† p<.10　＊ p<.05　＊＊ p<.01

事前 3₀日後 ₆₀日後 群間Ｆ 日数間Ｆ 交互作用Ｆ 多重比較
STAI　A-Trait

C L 群
₄₉.₉₀ ₄₉.2₀ ₄₈.₇₀

₀.₉ ₁₅.₁₀＊＊ 2.2₄†

SL 群：
事前・3₀日＞₆₀日後＊

統制群：
事前＞3₀～₆₀日後＊

（₇.3₇） （₈.₀₅） （₉.₀3）

S L 群
₅3.₄₇ ₅₀.₆3 ₄₇.₀₅

（₈.₁₉） （₉.3₆） （₉.3₅）

統制群
₅₀.₆₅ ₄₆.₅₀ ₄₄.3₅

（₇.₀₈） （₉.₁₆） （₈.₈₉）
CARS

コミッ
トメン
ト

C L 群
₄.₀₀ ₄.₁₅ 3.₆₀

₀.₁ ₀.₈₄ ₁.₀₅

（₁.3₈） （₁.₄2） （₁.23）

S L 群
₄.32 3.₇₉ ₄.₀₀

（₁.₀₀） （₁.₄₇） （₁.2₉）

統制群
3.₉₀ 3.₈₀ 3.₉₀

（₁.₀₇） （₁.2₈） （₁.₄₁）

影響性
の評価

C L 群
₄.2₀ ₄.₄₅ 3.₇₀

₀.₅ 2.₄₉† ₁.3₉

（₁.₅₄） （₁.₅₀） （₁.₅₉）

S L 群
₄.3₇ ₄.₆3 3.₈₄

（₀.₉₆） （₁.₁2） （₁.₁2）

統制群
3.₉₀ 3.₉₀ ₄.₁₀

（₀.₉₁） （₁.₅2） （₁.₆₅）

脅威性
の評価

C L 群
2.₇₅ 2.₉₅ 3.₀₀

₀.₄ ₀.₁₀ ₀.₈₈

（₁.2₉） （₁.₇₆） （₁.₅2）

S L 群
3.₄₇ 2.₉₅ 2.₈₄

（₁.₇₁） （₁.₅₈） （₁.₄2）

統制群
2.₆₀ 2.₇₀ 2.₇₀

（₁.₇₀） （₁.₉₅） （2.2₇）

コント
ロール
可能性

C L 群
2.₁₅ 2.₅₅ 3.2₅

₀.2 ₄.₅₈＊ 3.3₅＊ CL 群：
事前＞3₀～₆₀日後＊

（₁.2₇） （₁.23） （₁.₄₈）

S L 群
2.₆₈ 2.₉₅ 2.₄₇

（₁.2₉） （₁.₀₈） （₁.₀₇）

統制群
2.2₀ 2.₆₀ 2.₇₀

（₀.₇₇） （₁.3₁） （₁.₅₉）

図表５　閲覧回数の平均値とそのグラフ

回

　
　数

0

5

10

15

20

25

30

35

40

１週目 ２週目 ３週目 ４週目 ５週目 ６週目 ７週目 ８週目 ９週目
C L 群 37.6 15.0 10.6 7.6 6.8 4.5 7.4 2.9 4.9
S L 群 29.7 14.7 10.5 8.9 9.1 5.3 7.2 6.4 6.0
統制群 18.2 8.8 10.7 7.8 8.1 5.4 6.1 4.0 4.6
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おいて事前・3₀日後と比較して₆₀日後で値が有意に低く
（p<.₀₅），統制群において事前と比較して3₀・₆₀日後で
値が有意に低かった（p<.₀₅）．
　CARS（図表４）では，「コントロール可能性」にお
いて，使用日数の主効果，並びに交互作用が有意であっ
た（F（2, ₁₁2） ＝₄.₅₈, p<.₀₅, η2p ＝ .₀₈; F（₄, ₁₁2） ＝ 3.3₅, 

p<.₀₅, η2p ＝ .₁₁）．各条件群における使用日数要因の単
純主効果の検定を行ったところ，CL 群において有意な
単 純 主 効 果 が 見 ら れ た（F（2, ₁₁2）＝₈.2₀, p<.₀₁, η2p

＝ .₁3）．多重比較を行ったところ，事前と比較して3₀・
₆₀日後で値が有意に高かった（p<.₀₅）．また，「CA 影響
評価」においては，使用日数の主効果に有意傾向が見ら
れたが（F（2, ₁₁2）＝2.₄₉, p<.₁₀, η2p ＝ .₀₄），多重比較の
結果において有意差は見られなかった．
　PHQ-₉（図表３）では，使用日数の主効果が有意で
あった（F（₄, 22₄）＝3.₈₄, p<.₀₁, η2p ＝ .₀₆）．多重比較の
結果，事前と比較して₄₅日後で有意に低く（p<.₀₅），₆₀
日後では低い有意傾向が見られた（p<.₁₀）．なお，いず
れも有意な交互作用は見られなかった．
　この他，各条件群における週ごとの閲覧回数の平均値
については，図表５に示す．
　各群で多少の違いはあるものの，全群共通の傾向とし
ては，２週目に閲覧回数が急落し，３週目でほぼ₁₀回と
なり，その後は総ての条件群で使用回数が₁₀回を上回る
週はなかった．

Ⅴ．考　　察

１．PHRFSCL-SF，PANAS，STAI，PHQ-9の結果に
ついて

　ストレス反応や不安等に関する心理尺度については，
どの条件群も使用日数を重ねるに従って概ね低減するこ
とが示された．具体的には，PHRFSCL-SF の合計値と総
ての下位尺度，PANAS のネガティヴ情動や PHQ-₉，そ
して一部を除く STAI で，使用日数の概ね後半で前半（特
に事前）と比較し，値が低くなっていた．これは，使用
期間の後半には，ストレス反応やうつ・不安等の感情が
低下したことを示している．一方，本研究では交互作用
がほぼ見られなかった．従って，CL 群・SL 群が統制群
よりもストレスが低減したとは言えず，ツールのストレ
ス低減効果を確認することができなかった．
　これについては，統制群が行った「昔の思い出を記録
する作業」が，予想以上にストレス反応等を低減する効
果を持っていた可能性が考えられる．事実，統制群参加
者の一部から，「良い思い出がいっぱい記録でき，大変
楽しかった．」といった感想も寄せられた．しかし，ど
の条件群もツールへの閲覧回数が２週目には急激に低下

し，その後３週目以降は週あたりほぼ₁₀回以下が続いて
いた状況を見ると，あまり使用されているとは言い難い．
本研究の閲覧回数は，ツール内の別のページを見るごと
にカウントされるため，ツールに少し書き込むだけでも
４～５回以上の閲覧回数が見込まれる．閲覧回数が週あ
たり３回以下の場合，ツールの画面を眺めた可能性はあ
るものの，何かを書き込む等の使用はしていないと考え
られる．
　このようなツールを使用していない状況を考慮する
と，ツール以外の要因の影響により，総ての条件群でス
トレス反応等の低減が見られたと考えるべきである．本
研究では，参加する学生の負担を考慮し，長期の実習や
試験期間等のイベントを極力避けて実施した．その結果，
ツールの使用期間の後半が冬休み中，または夏休み中に
なった参加者が大半を占めた．このため，本研究で見ら
れたストレス反応等の低減は，休みが近くなることによ
る心理的な負担軽減や，課題等を提出し終えた安堵感等
の影響によるものと推測できる．このように学生が全体
的に負担軽減や安堵を感じる場合，自然とストレスが減
少すると予想される．本研究の全条件群でストレス反応
等の低減が見られたのは，長期の休みが近くなったこと
によるものと考えるのが適切であろう．このため，今回
のツールについては，使用されなかったことも影響し，
長期休みによるストレス低減効果を上回るほどの強いス
トレス低減効果が確認されなかったと言える．

２．CARSの結果について
　ストレスに対する認識を測定する CARS では，特徴
的な結果が見られた．具体的には CL 群において，使用
日数を重ねるごとに CARS の「コントロール可能性」
の値が有意に増加していた．これは，ストレス状況をコ
ントロールできるという認識が高まっていることを示し
ている．コーピングを記録し，その記録をいつでも見る
ことができる CL によって，その利用者はストレス状況
にうまく対処できるという感覚を高められたと考えられ
る．しかも，CL の利用初期の段階で「自分はそれなり
に充分なコーピングを持っている」と認識すれば，それ
だけで「コントロール可能性」が向上する上に，「いざ
となったら CL を見れば対処できる」という認識を持て
ば，たとえ CL を見なかったとしても「コントロール可
能性」は維持・向上する可能性がある．実際，CL を見
なくても持ち歩くだけでも効果があることは，認知行動
療法を実践している臨床心理士からも指摘されている2₆）．
加えて，今回は実施時期の後半が長期休みと重なったた
め，ストレッサーが少なかったと考えられる．従って，
CL を閲覧する・しないに関わらず，ストレスに対処で
きないという不安がおきにくい状況であったため，「コ



看護学生が日常的に個人利用可能なストレス低減ツール開発の試み②　17

ントロール可能性」が向上したと考えられる．ただし，
本研究において，そのことがストレス反応の低減等の結
果に影響したようには見えない．これをどう考えるべき
か？
　本研究では先述のとおり，参加する学生の負担を考慮
したため，ストレッサーが比較的少ない状況であったと
考えられる．加えて，事前の調査で平均以下のストレス
反応を示していた対象者も含まれており，必ずしも強く
ストレスを感じている看護学生だけを対象としたわけで
はない．もし CL がコントロール可能性を高めたとして
も，特にストレスを感じる状況にない場合，何の変化も
及ぼさないと考えられる．
　ストレスの心理学的研究では，「直接効果」と「緩和
効果」が論じられている2₇）．直接効果とは，ストレッサー
が強くても弱くても直接良い影響をもたらす働きのこと
である．他方，緩和効果とは，ストレッサーが強い状況
でのみ，その悪影響を緩和する働きのことである．この
ため緩和効果は，ストレッサーの弱い状況では特に何の
影響も及ぼさないとされる．これを踏まえると，CL は直
接効果でなく緩和効果を持つと考えることが可能である．

３．SLについて
　本研究において，SL のストレス低減効果は確認でき
なかった．一方で，先の筆者の研究では SL の効果が確
認されている８）．これをどう理解したら良いか？
　１つの可能性は，SL が CL 同様，緩和効果を持つと
いうことが考えられる．本研究では，実施時期の後半が
長期休みと重なっていた．そのため，実施時期後半はス
トレッサーの少ない時期であったと推測でき，SL が緩
和効果だけを持っていた場合はストレス低減に貢献しな
いと考えられる．先の筆者の研究では，実施時期が長期
休みと重なっていない．そのため，対象者にとって一定
のストレッサーがあったと推測でき，SL が緩和効果を
持っており一定の効果を発揮したと考えられる．このよ
うに，SL が緩和効果を持つと考えると，本研究と先の
研究が異なる結果になったことに，１つの合理的な説明
が可能となる．そもそも，SL のもとになった SFA は，
非常に困難な状況下におかれた人々を支援する心理学的
方法論である．SFA で行われ，また今回の SL で焦点を
当てた「すでに起こっている好ましいことに注目するこ
と」は，非常に困難な状況下においては効果があったと
しても，ストレッサーの少ない日常の状況下では充分な
効果が現れない可能性がある．このことからも，SL に
緩和効果を持つ可能性が推測される．
　しかし，他の可能性も考えられる．先の研究では対象
者が全体で８名と少なかったため，偶然，効果が見られ
た可能性も否定できない．このことを判断するには，実

施期間中の対象者の状況や認識についての情報を知る必
要がある．今回の研究では対象者にインタビューを実施
し，ツール使用の感想や認識，使用していた時期の出来
事など，幅広くツールの使用状況聞き取ることを予定し
ていた．しかし，対象者との予定の調整が難しかったこ
と，感染症の流行に伴いインタビューが充分にできなかっ
たことなどが重なり，充分に聞き取ることができなかっ
た．SL がどのような効果を持つのか，あるいは持たな
いのかについては，更なる研究が必要である．

４．本研究の限界と今後の展望
　本研究では，開発したツールのストレス低減効果を確
認することができなかった．この最大の要因は，ツール
が使用開始から３週目以降，あまり使用されなかったこ
とが挙げられる．仮に効果があるツールでも，使用され
なければ効果を発揮できない．以前の研究の時からツー
ルの改良を重ねたものの，まだ改良すべき点があると考
えられる．本研究の対象者が「使うのを忘れてしまう」，

「使う習慣が身につかない」と感想を述べていたことを
考慮すると，定期的な使用を促す仕組みがツールに必要
と考えられる．同時に，「使いやすさ」を研究対象者に
度々インタビューし，その結果をもとにツールの改善を
図る必要もある．加えて，対象者に使用を求める時期の
配慮も必要である．長期の休みに近い時期は避けるか，
長期の休みを考慮した上での研究が必要となる．
　また先述のとおり，CL と SL がストレスの緩和効果
を持つ可能性が考えられる．緩和効果はストレッサーの
強い状況で発揮されることから，一定以上のストレスを
感じている看護学生を対象とした研究が必要となる．こ
うした学生を対象とする場合，各学生が注意を要する状
況におかれていることもあるため，対象者数を限定し，
各学生の状況に充分配慮した形で慎重に研究を進める必
要がある．
　本研究では，各対象者のストレッサーの状況やストレ
スに影響する様々な関連要因を調べることができなかっ
た．筆者の先の研究８）では，ストレッサーや関連要因
を測定する心理尺度への回答を対象者に求めた．しかし，
その量が多すぎたため，対象者にかなり負担となってし
まった．今回は対象者への負担を考慮し，評価項目を絞
り込んだ．そのため対象者から評価項目が大変だったと
いう声は少なかったものの，今回のツールとストレッ
サーや関連要因との関係を検討することができなかっ
た．加えて，先述のとおり，予定していたインタビュー
ができなかったため，対象者に使用の状況等々を聞き取
ることができず，関連要因を調べることが充分にはでき
なかった．ストレッサーや関連要因はツールの効果に影
響を及ぼすと考えられることから，対象者への負担に配



18　福島県立医科大学看護学部紀要 第23号 9-18, 2021

慮しながら，今後の研究ではそれらを検討することも必
要である．
　このように困難な点はあるものの，ストレス低減が可
能となるツールを学生が個人利用できるようになれば，
そのメリットは大きい．特に，感染症の流行によって人
との交流をしにくい状況では，個人利用可能なこうした
ツールがあれば大いに役立つと考えられる．困難な点を
慎重に克服しながら，こうしたツールの研究が進展する
ことが望まれる．
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