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日本人乳がんサバイバーの倦怠感と身体活動量：12 週間ヨガ介入プログラムの結果
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Abstract Research highlights the importance of maintaining pre-diagnosis physical activity levels for breast cancer survivors post-treatment. However, many survivors have difficulty
engaging in physical activity due to cancer-related fatigue. The aim of this study was to explore
how participation in a 12-week yoga intervention impacted fatigue and physical activity. 20 individuals with breast cancer diagnosis participated in a 12-week yoga intervention. The yoga intervention included modified hatha yoga postures and consisted of 10 min. of warm-up, 45 min.
of yoga postures, 10 min. of breath work, and 10 min. of supine resting pose (savasana), for a
total of 75 min. Assessments were administered at 3 time points: pre (T1), post (T2) yoga intervention and at a 12-week follow-up (T3). Measures included self-reported fatigue (Cancer Fatigue Scale) and physical activity (accelerometer step counts). One-way ANOVA were used to
examine how fatigue scores and steps counts were changed over the course of the intervention.
Total fatigue score (FS) and daily step (DS) counts at each time point were T1 (FS=21.6±8.9,
DS=7709±2036), T2 (FS=14.0±8.3, DS=8429±2722), and T3 (FS=16.8±6.9, DS=8406±3389).
Significant improvements in physical fatigue T1 (p<0.05, η2 = 0.14) and cognitive fatigue
(p<0.01, η2 = 0.11) were seen at T1-T2. No significant changes were seen in psychological
fatigue. 12 participants (65%) had high fatigue levels at T1, which decreased to 5 participants
(27.8%) at T2. 12 participants (66.7%) increased daily steps at T2 and 8 participants (44.4%)
continued to increase at T3. There were negative correlations between fatigue scores and step
counts at all time points (r=-0.45~-0.55). Participation in a 12-week yoga program was associated with improved cancer-related fatigue.
Jpn J Phys Fitness Sports Med, 64(4): 397-406 (2015)
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緒

らかとなっている4, 5）．倦怠感は，服薬によって管理でき

言

る疼痛や悪心等に比べ，その病態生理に関わる正確なメ

早期発見や医療技術の進歩により，がんに罹患し長期

カニズムが明らかとなっておらず，管理・解決の難しい

生存するがんサバイバーが増加している．なかでも乳が

症状である．また，日常生活に支障をきたすレベルの倦

んはわが国において，毎年 5 万人以上が罹患し，2020 年

怠感は，がんサバイバーが自身の役割や活動を十分に遂

には有病者が 27 万人を超えると予測されている 1, 2）．が

行できなくなり，QOL の低下を導きやすい5, 6）．

んサバイバーの多くは，治療中のみならず，治療後も長

昨今，運動の効果は，がんの予防のみならず，がんと

期間に渡り，QOL の低下や心理・情緒的な苦痛，身体的

ともに生き続けるがんサバイバーに対して，倦怠感の改

3）

な機能制限などの副作用を経験する ．副作用のうち，

善や QOL の維持，再発リスクの低下，生存期間の延長な

がんやがんの治療に起因する倦怠感は，治療中に症状が

どの恩恵のあることが示されている7, 8）．倦怠感の改善に

強く出やすいといわれるが，乳がんサバイバーの約 3 割

は，ウォーキング等の有酸素運動が有益であるとの報告

は治療後 1 年以上経過しても症状を抱えていることが明

があるほか，レジスタンストレーニングが前立腺がんサ
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バイバーの倦怠感を改善する可能性のあることが報告さ
9, 10）

た．募集方法は，NPO 法人キャンサーネットジャパン[1]

．しかしながら，このような一般的な運動

の協力を得て，ホームページ，Twitter®，Facebook®を

の倦怠感に対する効果は，研究によって結果にばらつき

通じて，2012 年 2 月中旬から情報を発信した．さらに募

がある．また，倦怠感が障害となって定期的な有酸素運

集情報発信期間に，乳がんサバイバー対象の乳房再建セ

動やレジスタンストレーニングを実施することが難しい

ミナー後の懇親会において，フライヤーを配布した．参

がんサバイバーも多い11）．

加者へは，介入終了時に謝礼として 5000 円分の図書カー

れている

欧米では，健康障害を抱えているが故に定期的な身体

ドを進呈する旨を応募要項に明記した．応募は，キャン

活動を実施することが難しい慢性疾患患者に対し，低負

サーネットジャパン事務局への電話，ファックスまたは

荷で安全な運動が提案され始めている

12, 13）

．なかでもヨ

メール，および著者所属研究室への電話により，研究参

ガは，座位中心の個人に対しても，各々の状態に合わせ，

加条件を満たした応募者を先着順で受け付けた．実験者

段階的な負荷量で実践することが可能であり，機能的制

は，応募者に対し電話で研究についての簡単な説明を行

限のある対象者でも適宜ポーズを修正して行うことがで

い，その後のスケジュールについて案内した．その後，

14）

きる という点で，一般的な有酸素運動やレジスタンス

応募者 2 名〜 5 名を一組のグループとし，全員に口頭と

トレーニングとは異なる．ヨガは，緩やかな身体操作，

書面で研究の詳細を説明し，応募者の全員から同意を得

呼吸法，瞑想からなる心身を整える手法として，対象を

られ，予定の 20 名を本研究の対象者とした．なお，参加

健常者に限定せず，様々な臨床場面で用いられ始めてお

者のうち 1 名が介入プログラム 4 週目で，もう 1 名が 7

15, 16）

り，その効果は先行研究によっても報告されている

．

欧米では近年，一般的な運動と並んで，ヨガががんやが

週目で途中離脱したため，本稿では 18 名を解析対象と
した．

んの治療に関連する倦怠感を改善する可能性があるとし
て比較試験が実施されている17, 18）．しかしながら，本邦

調査項目

においては，乳がんサバイバーの倦怠感に対するヨガを

倦怠感

含む運動全般の効果を検討した報告はまだない．

た．倦怠感の測定には，Cancer Fatigue Scale（CFS；が

著者らは，先行研究に細胞の慢性的な炎症とがん関連
19）

倦怠感との関連を示唆する報告 や，それらを示す血液
20）

がんに関連する倦怠感を主要アウトカムとし

ん倦怠感尺度）
（国立がん研究センター）
を用いた．CFS は，
身体的倦怠感 7 項目，精神的倦怠感 4 項目，認知的倦怠

マーカーと身体活動量との関連を示唆する報告 がある

感 4 問の全 15 項目によって構成される自記式質問紙で

ことから，身体活動ががん関連倦怠感を改善し得るメカ

あり，Okuyamaら22）によって信頼性・妥当性が検証され

ニズムを有しているものと考え，ヨガが日本人乳がんサ

ている．対象者は，各項目に対し，
「いいえ」
「すこし」
「ま

バイバーの倦怠感の改善に有効であるとする仮説を立て

あまあ」「かなり」「とても」で回答し，それぞれ 1 〜 5

るに至った．

点の配点とするもので，最高得点は，身体的倦怠感 28 点，

われわれは，乳がんサバイバーが運動の恩恵に辿り着

精神的倦怠感 16 点，認知的倦怠感 16 点，総合得点 60 点で，

くためには，倦怠感というハードルを解消することが重

高得点ほど強い倦怠感を表す．なお，奥山らの報告によ

要であると考え，12 週間のヨガプログラムへの参加が，

ると，各下位尺度の Cronbach 係数は身体的倦怠感 0.88

日本人乳がんサバイバーの倦怠感にどのような影響を及

〜0.90，精神的倦怠感 0.78〜0.83，認知的倦怠感 0.78〜

ぼすか検討した．さらに，倦怠感が改善された場合，日

0.79，尺度全体としては 0.88 であった．日常生活活動に

常の身体活動量はどのように変化するのか，客観的指標

支障があるレベルの倦怠感であるとされる CFS のカッ

を用いて検討することとした．

トオフ値は，総合得点 19 点以上と言われる23）．

方

法

身体活動量

対象者には，介入開始前の 1 週間をコント

ロール期間として普段通りの生活をするように教示し，

調査方法

活動量計（ライフコーダ EX, スズケン社製）の装着によ

対象

2012 年 3 月 1 日時点で日本に在住する 20 歳以上

り測定した．同様に介入期間最終週の 1 週間，およびフォ

の日本人女性で，乳がんの最終の治療から 3 か月以上経

ローアップ期間最終週の 1 週間の活動量を測定し， 1 週

過し（ホルモン療法を除く），過去に継続的なヨガの実

間の歩数から 1 日平均歩数を算出した．ライフコーダ

践歴のない者 20 名を対象とした．サンプル数は，類似し

EX は加速度計を搭載しており，身体活動状況（強度, 時

21）

た先行研究 を参考に，α= 0.05，β= 0.20，効果量をベー

間, 頻度）を最大 200 日分測定し記録することが可能な

スラインからの差と仮定し算出し，主要アウトカムであ
る倦怠感スコアに対して十分な検出力を確保できる例数
を設定した．
研究への参加には主治医の同意を得ることを条件とし

[1] キャンサーネットジャパン：がん患者が本人の意思に基づ

き，治療に臨むことができるよう，患者擁護の立場から，
科学的根拠に基づくあらゆる情報発信を行う，非営利活動
法人．
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活動量計である．本研究では，対象者は入浴時と睡眠時

した．また 12 回の介入終了時より，12 週間をフォロー

以外は常時装着することとした．記録ならびに口頭によ

アップ期間とした．調査を実施したタイミングと介入ス

る本人からの「装着忘れ」の申告がなかった連続した 7

ケジュールを Fig. 1 に図示した．実介入期間は 2012 年 3

日間の平均値を採用した．

月 21 日〜 6 月 7 日，フォローアップ期間は 2012 年 6 月
8 日〜 9 月 6 日であった．

調査時期 本研究は，介入開始 1 週間前の 2012 年 3 月 14
日に 1 回目の質問紙調査を行い，翌週の 3 月 21 日より毎

介入プログラム

週水曜日の午後に，全 12 回のヨガ介入プログラムを実施

アップ 10 分，ヨガポーズ 45 分，呼吸法 10 分，くつろぎ

Table 1.

1 回のセッションは，ウォーミング

CFS（Cancer Fatigue Scale）and calculation method

身体的倦怠感 =（質問 1 + 質問 2 +質問 3 +質問 6 +質問 9 +質問 12 +質問 15）- 7，
精神的倦怠感 = 20 -（質問 5 +質問 8 +質問 11 +質問 14），
認知的倦怠感 =（質問 4 +質問 7 +質問 10 +質問 13）- 4，
総合得点 = 各下位尺度の合計点
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のポーズ 10 分からなるプログラム構成とした．ウォーミ

対象とする研究に関する倫理審査委員会の承認［申請番

ングアップでは，反射区[2]を意識したセルフハンドマッ

号：2011-254］および，臨床試験登録システム（UMIN-

サージおよびフットマッサージを行い，仰臥位で腕の回

CTR）への登録［UMIN000007420］を経て実施された．

旋や肩甲骨の可動性を高める動きを行った［Appendix

結

1］．ヨガポーズはハタヨガ[3]24）のポーズを基本とし，立

果

位のポーズには戦士のポーズⅡや腕を挙上しない三角の

対象者の基本属性と治療に関する特徴 参加者 20 名のう

ポーズ，座位のポーズには捻りのポーズ，前屈のポーズ

ち，
途中離脱した 2 名を除く 18 名を本稿解析対象とした．

およびネコのポーズなど上肢，体幹，下肢をバランスよ

基本属性および乳がんの治療に関連する情報を Table 2

く動かす内容とした［Appendix 2］．特に，術側の痛み

に示した．平均年齢は 46.2±5.1（range : 36-52）歳，既

や可動域制限のある者には，上肢への負荷が大きくなら

婚者は 16 名（88.9%）であった．診断からの期間は平均

ないような代替ポーズを適宜紹介し，それ以外の関節痛

で 34.7±35.4ヶ月（range : 7 ヶ月-14 年）で，14 年経過

を有する対象者に対しても，「痛みのない，心地よい範

している 1 名を除くと，診断からの期間は平均で 25.8±

囲で」ポーズを行うように誘導した．ポーズをとる際に

14.2ヶ月（range : 7-57）であった．手術方法は，乳房温

は，ゆったりとしたペースで，マインドフルネス[4]に動

存術を受けたものが 10 名（55.6%）と，切除術を受けた

くように誘導した．セッションを通して，呼吸に意識を

ものが 8 名（44.4%）であった．対象者のうち 16 名（88.9%）

向けること，身体感覚に意識を向けることを促す声掛け

がホルモン療法を継続中であった．

をし，徐々に呼吸を深く行うことを意識するように教示
した．12 回のセッションは全て，国際総合生活ヨガ指導

倦怠感

員資格を有する指導経験 8 年のインストラクターが指導

を Table 3 に示す．介入前（T1）における倦怠感の平均

した．

得点は，21.6±8.9 であった．さらに，T1 において，カッ

ヨガ介入前後の倦怠感および身体活動量の結果

トオフ値（19 点）を超える強い倦怠感を示した参加者
統計解析

CFS の得点を集計し，各下位尺度得点および

は，18 名中 12 名で 66.7% に及んだ．一元配置分散分析を

CFS 総合得点を算出した． 1 日平均歩数，および CFS 得

行った結果，介入前後（T2-T1）において，CFS 総合

点を従属変数とし，調査のタイミング（T1, T2, T3）を

得点（F（2, 51）= 4.047, p = 0.02），CFS 下位尺度の身体

要因とした一元配置分散分析を行い，Tukey B の検定に

的倦怠感（F（2, 51）= 4.301, p = 0.02），認知的倦怠感（F

より多重比較を行った．主効果の効果量は partial η2 で

（2, 51）= 3.207, p = 0.05）で，有意であった．精神的倦怠

示し，95% 信頼区間（Confidence Interval : CI）を算出し

感において有意差は見られなかった（F（2, 51）= 0.028,

た．各測定タイミングにおける，倦怠感スコアと歩数と

p = 0.97）．Tukey B を用いた多重比較によれば，CFS 総

の相関関係については，ピアソンの積率相関係数を算出

合，身体的倦怠感および認知的倦怠感において T1 と T2

した．同様に，介入前後およびフォローアップ期間前後

の間に有意差があり，介入後に得点が減少することがわ

の倦怠感の改善量と歩数の変化量との相関係数も算出

かった.

した．統計処理には，IBM Statistical Package for the
Social Sciences（SPSS）Version 21 を用い，統計的有意

身体活動量 身体活動量は介入前（T1）に 7709±2036 歩

水準を 5 % とした．

であったのに対し，12 週間のヨガ介入後（T2）は，8429
±2722 歩となり，平均で 625 歩の増加が見られた．フォ

倫理的配慮

本研究は，研究参加候補者に対し，研究目

ローアップ期間終了時（T3）には 8406±3389 歩となり，

的や方法，研究の意義，予測される利益や不利益，個人

23 歩減少した．なお，分散分析を行った結果，介入前後

情報保護のための匿名性と守秘義務，自由意志に基づく

に有意差は見られなかった（F（2, 51）= 0.392, p = 0.72）
．

研究参加と中断などの倫理的事項について，文書および
口頭で説明し同意を得た上で，実験を開始した．本研究

倦怠感と歩数との関連

はヘルシンキ宣言に沿った研究であり，早稲田大学人を

歩数との関連を Pearson の相関係数を用いて Table 4 に

T1，T2 および T3 時の倦怠感と

示した．各測定タイミングにおいて，倦怠感と歩数には
[2] 反射区（はんしゃく）とは，手掌や足裏にある内臓や各器

官につながるといわれる末梢神経が集中している場所の
こと．
[3] 身体的鍛錬や調整を通して，瞑想に向かうための素養を獲
得するための基本的な動作および呼吸方法．
[4]
“今，
この瞬間の体験に意図的に意識を向け，
評価をせずに，
とらわれのない状態で，ただ観ること”と定義．
（日本マイ
ンドフルネス学会）

中程度の負の相関が認められた（T1 : r = -0.45, p < 0.10,
T2 : r = -0.47, p < 0.05, T3 : r = -0.55, p < 0.01）．さらに，介
入前後およびフォローアップ期間前後の倦怠感の改善量
が歩数の変化とどの程度関連があるか検討したところ，
変化量に対する相関係数はそれぞれ r = -0.29，および
-0.05 で，変化量の間に相関関係は見られなかった．
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Table 2.

Participants’ Demographic and Medical Characteristics.

Age
BMI
Time since
diagnosis (months)
Marital Status
Married
Occupation before
diagnosis
full-time
part-time
house wife
Occupation after
diagnosis
full-time
part-time
house wife
Surgery type
mastectomy
coservation
Treatment
experienced
hormonal
chemo
radiation
reconstruction
Medication at
baseline
hormonal
others
none

Mean

46.2
20.7

SD

34.7
n (%)

16 (88.9)

n (%)
n (%)
n (%)

7 (38.9)
8 (44.4)
3 (16.7)

n (%)
n (%)
n (%)

6 (33.3)
5 (27.8)
7 (38.9)

n (%)
n (%)

8 (44.4)
10 (55.6)

n (%)
n (%)
n (%)
n (%)

16 (88.9)
13 (72.2)
10 (55.6)
4 (22.2)

n (%)
n (%)

15 (83.3)
2 (11.1)

n (%)

SD : Standard Deviation
BMI : Body Mass Index
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5.1
2.8

n=18
Range
36-53
16.1-26.7

35.4

7-168

1 (5.6)

SD: Standard Deviation
BMI: Body Mass Index

本研究は，12 週にわたり週 1 回のペー

た．さらに，ベースライン時（T1）において，19 点以上

スで 75 分間のヨガセッションを実施した．プログラム

の強い倦怠感を示した対象者は，18 名中 12 名で 66.7% に

を通した参加率は，12 回すべてに参加した者が 55%（11

及び，細川ら 26）の入院患者を対象とした場合の 60.4%，

名），10 回〜11 回参加したものが 35%（ 7 名）， 9 回以下

小暮ら27）の外来通院患者を対象とした場合の 64.7% と比

の参加は 10%（プログラム途中離脱者）であった．この

較しても強い倦怠感をもつ対象者が多い傾向にあった．

2 名の離脱理由は，良性腫瘍の治療に伴う継続辞退（介

小暮らはまた，ホルモン療法が強度倦怠感の出現リスク

入開始 4 週目）および勤務条件の変更に伴うプログラム

を高めるという結果を報告しており，ホルモン療法中の

開催時刻との不整合によるもの（介入開始 7 週目）であっ

乳がんサバイバーが 15 名（83.3%）含まれる本研究対象

た．参加者全員にわたり，有害事象は報告されておらず，

者が，強い倦怠感を抱えている点についても，小暮らの

介入中の安全性に関する懸念も見出されなかった．

示唆を支持する結果であったと言える．これらから，ホ

考

ルモン療法を継続している日本人乳がんサバイバーにお

察

いて，倦怠感のレベルは総じて高く，日常生活に支障を

本研究は，日本人乳がんサバイバーを対象として，12
週間のヨガ介入プログラムを実施し，参加者の倦怠感お
よび身体活動量の変化を検討した．本研究の対象者に

来すレベルの倦怠感が高い割合で出現していることが明
らかとなった.
本研究の結果，介入後の倦怠感得点は，介入前と比較

は入院患者および外来通院中の患者は含まれておらず，

すると 7.6 点減少し 14.0±8.3 となり，日常生活に支障が

診断からの期間は平均で 34.7ヶ月（SD 35.4, range : 7～

あるとされる 19 点を超えるものの割合は，18 名中 5 名

168）と長めであったにもかかわらず，CFS を用いたが

の 27.8% に減少した．先行研究により，加齢による身体

ん関連倦怠感に関する先行研究

25-27）

の調査対象者である

機能の低下や障害の発生メカニズムとして慢性的な炎症

入院および通院治療中の患者と同程度の高い得点を示し

の関与が認められており，疾患や死亡のリスクを高める

6.5

Cognitive

Table 4.

Daily Steps

4.4

2.6

5.2

8.9

2036

SD

3.3

6.3

4.3

14

8429

Mean

2.6

2.8

5.1

8.3

2722

SD

8406

5.3

6.5

5.1

16.8

Mean

n=18

T3

3.9

1.9

3.6

6.9

3389

SD

0.02

0.11

0.00

0.14

0.14

Effect size
(partial η2)

Correlations between CFS total scores and daily step counts, and correlations between their amount of change.

7709

6.3

Psychological

Physical Activity

8.3

21.6

Mean

n=18

n=18

Physical

Total

CFS

Variables

T2

Changes in CFS scores and Daily Step counts

T1

Table 3.

n.s.

0.049

n.s.

0.019

0.023

p value
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といわれている20, 28）．最近では，サイトカインなどの生

結果は横断的な検討の結果であり，因果関係を言及する

理学的指標で測られる慢性的な炎症とがん関連倦怠感と

ものではない．本介入プログラムによって，対象者の倦

19）

の関連を示唆する報告もある ．また，身体活動量と炎
20）

怠感を改善することはできたものの，その効果が日常の

症の程度との関連が示唆される 一方で，がん関連倦怠

身体活動量に反映するまでには至らなかった．今後，サ

感が身体活動を制限するブレーキとなっている場合も多

ンプル数を増やし，より長期間の介入の実施や身体活動

い29）．Kiecolt-Glaserらは，ヨガの実施により炎症を促進

量の増加を目的とした複合的な介入プログラムを実施す

するタンパク質の血中濃度が低下することを報告してい

ることにより，歩数の増加を明確にできるものと考える.

30）

る ．本研究は，倦怠感を伴うがんサバイバーにとって，

これまでに，がんサバイバーに対する運動の効果は，

通常の身体活動がより一層の倦怠感を引き起こす場合も

倦怠感の改善のほか，QOL の維持，再発リスクの低下，

ある31）ことから，一般的なエクササイズよりも負荷の程

生存期間の延長などの恩恵のあることが示されている．

度が小さいヨガの介入によって倦怠感の改善を狙った．

一方で効果があるとされているウォーキングやレジスタ

その結果，先行研究で明らかとなっているメカニズムに

ンストレーニングには，倦怠感が阻害要因となって成就

関する裏付けを言及するに至らないものの，本研究の調

することが難しいがんサバイバーも多い．ヨガは，個々

査範囲において日本人乳がんサバイバーに対しても，ヨ

の身体の状態に合わせ，段階的な負荷量で実践可能であ

ガは倦怠感の改善に効果のあることが示唆された.

り，適宜ポーズを修正して行うことができる．治療によ

倦怠感の下位尺度については，身体的倦怠感および認

り筋力や心肺機能の低下が著しい乳がんサバイバーや，

知的倦怠感において，介入後に有意な改善が見られた．

倦怠感に苦しむがんサバイバーにとって，ヨガは有効な

特に認知的倦怠感において，山本らや小暮らが，それぞ

身体活動のオプションとして提案可能であると言える.

れ 3.4±3.7，3.4±3.0 と報告している中，本研究における
得点は，介入前 6.5±4.4 と高い値を示していたが，介入

限界点

後には 3.3±2.6 と先行研究と同程度まで改善した．一方

募し，毎週会場へと足を運び，参加したがんサバイバー

で精神的倦怠感については，有意な変化は見られなかっ

であったことが，倦怠感および身体活動量の変化に影響

25）

27）

本研究の対象者は，自らが募集情報を入手・応

た．山本ら や小暮ら の調査では，精神的倦怠感はそ

したとも考えられる．そのため，この結果を我が国の乳

れぞれ 10.2±3.6，7.6±3.3 と報告されている一方で，本

がんサバイバー全般に一般化することには限界がある．

研究の精神的倦怠感の得点は，介入前において 6.3±2.6

今回参加していない乳がんサバイバーのなかには，抑う

と，介入前の時点から低い値であったことがこの結果に

つや気分障害などを抱え外出が困難な人もいることが予

影響していると考えられる．また，12 週間の介入プログ

想され，今後はそのようながんサバイバーに対し，いか

ラム中に，参加者同士のコミュニティが形成され，仲間

に情報を発信し研究に参加してもらうかを検討する必要

意識が芽生えたことが事後のアンケートで確認できてい

がある．

る．乳がんという同じ病を患い，同じ悩みを共有するも

本報告は，がんサバイバーに対する本邦初のヨガの介

の同士としての互いに対するソーシャルサポートが，結

入結果を示すものである．全体像を短期間にコンパクト

果に作用した可能性を考慮する必要があろう．

に把握し，パイロットスタディとしてより迅速に結果を

本研究では，倦怠感と同時に身体活動量の客観的指標

報告することを優先し，シングルアームデザインとした．

として，活動量計による一日平均歩数の変化について検

本介入の結果，日本人乳がんサバイバーの倦怠感は有意

討した．その結果，対象者の介入前の一日平均歩数は

に改善した．今後は，対象者数を増やすのみならず，他

32）

で報告のある乳がんサバイ

の運動種目を対照群とするなどの無作為化比較試験を実

バーの平均歩数と同程度であったことがわかった．介入

施する等の研究デザインに発展させることで，ヨガ独自

後に平均歩数は増加傾向にあったものの統計的有意差が

の介入効果を高い確度で論ずることができるだろうと期

なかった点については，本介入プログラムが身体活動量

待される．また乳がん以外のがん種や男性サバイバーに

を増加させるためのプログラムではなく，対象者の倦怠

対するヨガの効果を検討すれば，がんやがん治療に関係

感を改善することを第一の目的として実施されたもので

する倦怠感をもつがんサバイバー全般の身体活動量の確

あったことが原因であると考えられる．また，サンプル

保に繋げられる可能性を検討できる．

7709 歩であり，先行研究

数が少なく，参加者間のデータにばらつきが大きかった
ことも影響したと考えられる.

結

語

倦怠感と歩数の関連を Pearson の積率相関係数を用い

本研究では，QOL の改善を企図した 12 週間のヨガ介

て検討した結果，各測定時において，いずれも中程度の

入プログラムが，日本人乳がんサバイバーの倦怠感およ

負の相関が認められた．つまり，倦怠感が軽い参加者は

び日常の身体活動量としての歩数に与える影響について

歩数が多いという結果を得られた．しかしながら，この

検討した．介入の結果，身体的倦怠感および認知的倦怠
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感が改善することが明らかとなった．また，各測定時点
での一日平均歩数と倦怠感スコアとは中程度の負の相関
を示すことが明らかとなった．本研究で実施した 12 週間
の介入プログラムの範囲において，ヨガは，倦怠感を抱
えるがんサバイバーに対し，倦怠感の軽減をもたらすこ
とが示唆された．
利益相反
本研究において，申告すべき利益相反はない．
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1. Spine position with arms
down.

2. Mindfully move both arms
like the sun rises.

3. Slowly move the arms
toward overhead.

4. Consciously stop moving at
the side of ears and slowly
move the arms back the same
way.

1. Lie sideways with palms
touching together.

2. Slowly open the upper arm
to the ceiling.

3. Mindfully keep moving the
upper arm to the side.

4. Consciously stop moving at
the height of ear and slowly
move back the same way.

1. Lie sideways with palms
touching together.

2. Slowly slide up the upper
arm to the horizontal
direction.

3. Mindfully keep moving the
upper arm toward overhead.

4. Consciously stop moving at
the line of the opposite arm
and slowly move back the
same way.

Appendix 1.

Arms and breast opener on side & spine resting

Appendix 1.

Arms and breast opener on side & spine resting
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Appendix 2.

List of poses and detailed description used in the session

Name of Postures (in Sanskrit) a

Duration / Repetition

Warm-up
Japanese therapeutic hand and foot self-massage

3 minutes on each hand and foot

Neck and shoulders rotation

2 minutes for both neck and shoulder

Arms and breast opener on side & spine resting*1

2 times on each horizontal and vertical motion

Postures

Asana

Bound angle posture (Baddha Konasana)

Hold 10 breaths and release, 2 times

Cat and Cow posture (Bidalasana)

Cat with exhale, cow with inhale, repeat for 5-6 breath

Seated forward bend posture (Paschimottanasana)

Gradually deepen with exhale, release with inhale, 2 times

Twisted posture (Ardha Matsyendrasana)

Hold pose for 10 breaths and release on each side, 2 times

~Short relaxation~

1~2 minutes with awareness of the body

Baby cobra posture (Bhujangasana)

Hold pose for 4 breaths and release, 2 times

Child pose (Balasana)

Hold pose for 20 seconds with either knees open or closed

Gate posture (Parighasana)

Hold pose for 4 breaths on each side, 2 times

Half-moon posture (Ardha Mandalasana)

Hold pose for 4 breaths on each side, 2 times

~Short relaxation~

1~2 minutes with awareness of the body

Mountain posture (Tadasana)

Stay in mindful standing posture for 1 to 2 minutes

Warrior posture

(Virabhadrasana

)

Hold pose for 6 breaths on each side, 2 times

Triangle postue (Triconasana)

Hold pose for 4 breaths on each side, 2 times

~Short relaxation~

1~2 minutes with awareness of the body

Bridge posture (Setu Bandha Sarvangasana)

Hold pose for 4 breaths and release, 2 times

Spine twisted posture Jatharaparivartanasana

Hold pose for 4 breaths on each side, 2 times

Happy baby posture (Ananda Balasana)

Hold posture as is comfortable

~Long relaxation (Savasana)~

10~15 minutes with mindfulness relaxation

*1 : See appendix 1 for detailed description

