
　みなさん今晩は、国立がん研究センターがん対
策情報センター長の若尾と申します。本日はお忙
しい中、また大変な豪雨でお足元の悪い中、がん
サバイバーシップオープンセミナーにお出でいた
だきありがとうございます。
　このがんサバイバーシップオープンセミナー
は、昨年から始まり、今日は、平成 28 年度の 2
回目の開催で、第 6 回目となります。
　本日のテーマは「がんを体験した「こころ」の
ケア〜三人称の視点から〜」ということで、国立
がん研究センター中央病院精神腫瘍科・緩和ケア
チームの清水研先生にお話しいただきます。
　精神腫瘍科というのは、がん治療の領域で大事
な役割を担っていただいている専門診療科です。
ただまだ数が十分ではなく、本当に多くの方に行
き渡っていないのが現状です。そういう現状です
が、本当に大事な領域で、がん患者さんで、心に

非常に大きなショックやダメージを受けた方に専
門的な「技」をもって、そういう患者さんを癒し
てくださることができる方々です。
　今日はその精神腫瘍科、英語では Psycho-
Oncology と言いますが、それがどういう学問
なのか、どういう「技」をお持ちなのかというこ
とを、実際の事例を通して患者さんにこういうよ
うにアプローチするのだというお話をしていただ
くとともに、いろいろと「こころ」のことで困っ
ている方もいらっしゃるでしょうから、そういう
場合にどうすればいいのかを一緒に学んでいただ
ければと思います。
　非常にお忙しい清水先生に今日はお出でいただ
いています。ぜひお話を聞いていただき、サイコ
オンコロジーのことについて知っていただければ
と思います。本日はよろしくお願いいたします。
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　主催のがんサバイバーシップ支援部長の高橋と
申します。本日はご参加ありがとうございます。
今日はこれから丸 1 時間、いろいろな側面から
清水研先生にゆっくり「こころ」についてお話を
していただきます。その後、30 分じっくり質疑
応答の時間を取ります。今日も含めて毎回オープ

ンセミナーには、「オープン」と言うだけあって
様々な立場の方がご参加くださっています。フ
ラットな立場から率直なやり取りを信条としてい
る場ですので、みなさまには活発にご意見、質問
などいただければと思います。それでは清水先生
よろしくお願いします。

高橋　　都
国立がん研究センターがんサバイバーシップ支援部長

セミナーを始めるにあたって
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はじめに―精神腫瘍学を三人称の視点から

　みなさま今晩は、当センター中央病院精神腫瘍
科の清水と申します。今日はこのような機会をい
ただき、ふだんの学会などとは違う、実際に当事
者の方やご家族の方とオープンに話ができる機会
で、緊張もしていますが楽しみにしもしておりま
す。どうぞよろしくお願いします。
　私は精神腫瘍科というところに所属していま
す。若尾先生から少しご紹介いただきましたが、
精神腫瘍学についてはご存じではない方もたくさ
んいらっしゃると思いますので、まずそこを共有
させていただければと思います。
　精神腫瘍学は、もともと米国で始まった学問領
域で Psycho-Oncology という英語の邦訳です。

「Psycho」は「こころ、心理、精神」を意味しま
す。「Psychosocial：心理社会的」という言葉も
あります。
　もうひとつ「Oncology」は「Onco：腫瘍」
に 関 す る「logy： 学 問 」 と な り ま す。 こ の
Psycho-Oncology を日本語に訳すと精神腫瘍学
となります。
　 この精神腫瘍学の定義が、スライド 1に難し
く書いてあります。「がんとこころの関係を精神
医学、心理学だけでなく、身体・社会・環境・実

存（哲学）の側面を含め」、多面的な領域の知見
をもとに「全人的かつ学際的に扱う」ということ
で、とくに、以下の 2 つの目標が強調されます。
　ひとつめが、「がんがこころに与える影響」と
はどういうものなのかということについて探求し
ていきます。これが分かるとがんになった体験者
の方のクオリティオブライフ（QOL：生活の質、
生命の質）の向上のヒントが得られます。
　もうひとつが、「こころや行動ががんに与える
影響」です。たとえば「病は気から」という言葉
があります。精神的に不安だと実際に病気が進み
やすくなるという懸念があるとはよく話にも聞き
ます。ここに関しては最近、大規模な科学的な研
究がなされ、そのほとんどが、「こころ」のあり

清水　研
国立がん研究センター中央病院精神腫瘍科長・緩和ケアチーム

がんを体験した「こころ」のケア 
〜三人称の視点から〜

スライド１　精神腫瘍学の語源・定義
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ようが病気の治療経過に関連することはないとい
う結果でした。したがって落ち込んだり、不安で
あったりしても病気が進行してしまうとは、あま
り心配しなくてもいいですよと私たちはお伝えし
ています。
　もうひとつ今回は「三人称の視点から」という、
これは何だろうというような副題を付けさせてい
ただきました。その意図について共有したいと思
います。
　一人称は「私」ですから、今日たくさん来られ
ているのではないかと思いますが、がんを体験さ
れた当事者からの視点になります。
　二人称は「あなた」です。ご家族や親しい間柄
の方々からの視点になります。
　三人称は「彼、彼女という第三者で比較的遠い
関係性」であり、一般化された視点ということに
なります（スライド 2）。
　やや無理なたとえですが、たとえば自分の手術
から 5 年が経ち、もう再発の心配はないと先生
から言われたとします。それで築地のA寿司店に、
その方は娘さんと行ったとします。そう言えばが
ん告知後にもこの店に来たなということを思い出
し、さまざまな思いがこみ上げてきたというのが、
一人称の視点です。
　二人称（あなた）の視点は、娘さんが 5 年が

経過した記念日、築地の A 寿司店に母を連れて
行った。母が涙する姿を見ていたら、母のことを
心配した日々を思い出すとともに、なんとも言え
ない安堵感などが押し寄せた。家族もいろいろな
個別的体験をされているということです。
　三人称の視点は、学問的に言いますと、一般的
に、手術から 5 年を節目にがんの再発に対する
不安は軽くなると言われているということです。
情緒的なものを排除していくと客観的な理論だけ
になってきます。本日は、私はこの三人称の理論
のようなものをいろいろとお話ししますが、個別
にいろいろな体験をされている方からすると、そ
れは分かりやすい部分とまとめすぎてしまいやや
違和感が残る部分があるかもしれません。
　一般的に専門家の話は、全部正しいという前提
で聞かれることも多いと思いますが、ことこの話
題に関しては、みなさんの個別的な体験と区分け
をして、役に立つ部分は採りあげていただき、そ
うではない部分は聞き流していただく、そういう
話もあるのだなという感じで聞いていただければ
と思い、そういう副題を付けさせていただきまし
た。

がんを体験した「こころ」

　本題に入ります。4 つの内容をお話しします。
まず、がんを体験した「こころ」です。それから、
がんを体験した「こころ」がいろいろな経過を経
て、新たな視点に到るまでということ。後半は、
私たちの精神腫瘍科外来で行っているカウンセリ
ングや薬物療法のご紹介をさせていただきます。
　「こころ」の話をするにあたっても、がんの臨
床経過の特徴について最初に共有した方が良いと
思いますのでスライド 3の図を出させていただ
きました。がんのショッキングな状況と言います
とがん告知を考える方が多いと思いますが、実は
検診に行かれて、その検診結果が陽性になった段

スライド２　
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階で「自分はがんかもしれない」という不安が始
まります。その結果を持って精密検査を受けるの
は身体的にも、精神的にも辛い状況があります。
それでやはり結果ががんとなると激しく「こころ」
が動揺することが多いのではないでしょうか。
　最近の罹患数や死亡数の予測では、年間 98 万
人の方ががんになられて、37 万人の方が亡くな
られています。誰もががんになり得るということ
です。がんと診断され手術などでがん細胞を身体
から取り去ったとしても病状が進行することがあ
ります。再発告知は、がん告知以上にインパクト
があると言われております。その後、化学療法を
行って、そろそろ抗がん治療を中止した方が良い
ですと言われる時期が来ると、いよいよ死を間近
に意識する時期なのではないでしょうか。また経
過が良くてその後、がんが根治したとしても 5
年間は再発に対する不安と向き合う必要がありま
す。
　さまざまな事故や震災などトラウマテックなイ
ベントはいろいろあると思います。そしてもちろ
んそれらも非常に辛いことですが、それらは、過
去にこういうことがあったという、過去を振り向
くものです。それらと較べて、がんというできご
とは 1 回だけではなく、それがまた将来いろい
ろなものを起こし得る懸念があるという性質がご
ざいます。
　もうひとつがん罹患にともなうストレスはいろ

いろなものを失う喪失体験だととらえられていま
す（スライド 4）。それもさまざまな側面があり
ます。まずひとつめは、人生そのものを失うかも
しれないという脅威、 死を意識するということで
す。2 つめは、健康の喪失と言えるもので、身体
的苦痛です。痛みや倦怠感、さらにがん治療の副
作用という苦しみもあります。3 つめは機能障害
です。たとえば胃を全部取ってしまえば、 食事に
問題が出ますし、人工肛門による排泄の問題や運
動機能、生殖機能、発声等々にも問題が出ます。
4 つめはボディイメージです。手術で 乳房を喪
失したり、やせたり、脱毛もあります。最後の 5
つ目の喪失体験が、社会的苦痛です。仕事や就業
が順調にいかない、その結果として経済的に困窮
する、あるいは社会の中での役割が変っていく中
で対人関係も変っていく。このようにがん罹患は、
多面的かつ複合的な喪失体験です。これもがん体
験の特徴だと思います。
　縦断的経過を理解する上で、衝撃的できごとを
体験した後の「こころ」の道筋という点から、外
傷後成長（Posttraumatic Growth: PTG）モデ
ル　（Calhoun　& Tedeschi 2000）というも
のをいろいろなところでご紹介しています（スラ
イド 5）。どういうものかと言いますと、人間に
はまず「中核となる世界観」というものがありま
す。何だと思われるかもしれませんが、私も含め

スライド３　がんの臨床経過 スライド４　�がん罹患にともなうさまざまなストレス（喪
失体験）
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てすべての人間は、ふだんは意識はしないのです
が無意識のうちに何らかの前提となる世界観を
持っていると言われています。たとえば私の場合
を出して恐縮ですが、私は、今はがんなどの生命
を脅かす病気を持っていないと感じていますの
で、平均寿命を考えると 10 年後や 20 年後も自
分の人生が続いていき、展開していくという前提
で生きています。またその前提でいろいろなこと
を判断しています。ところがもし 1 週間後に「清
水さん、実はあなたは進行がんでした」となると、
今まですべての前提となった世界観が崩壊して大
混乱します。
　この外傷後成長における外傷体験は、持ってい
る中核となる世界観の崩壊を意味します。そうす
ると「こころ」はどうなるかです。最初は「侵入
的思考」と言い、考えたくもないのですがいろい
ろな考えが頭の中に入ってきます。たとえばがん
告知の場面を何度も思い出してしまう、本当は考
えたくないのですが考えてしまう。あるいはなん
とかそれを回避しようとしたり、「こころが麻痺
する」ことも起きるかもしれません。
　ただ時間がたつと、そのできごとが起きた今を
どう理解したらいいかを積極的に考えていくプロ
セスが起きてきます。状況を建設的に理解したり、
自分がコントロールしていく部分を見出そうとし
たり、意味づけをしたりします。そうすると衝撃

的なできごとを織り込んだ新しい世界観ができま
す。その中に人間的に成長したととらえられる外
傷後成長という内容も含まれてくるという理論で
す。もちろんこれは 1 本道ではなく、いろいろ
と「こころ」が揺れ動くことはあります。
　ここである患者さんの例を紹介いたします。プ
ライバシーの問題があるので、私がお会いした方
をいくつか組み合わせて作っています。
　24 歳の男性・A さんです。大学卒業後、希望
した会社への就職がうまくいき、2 年が経過して
いました。
　体重が減少し、医療機関を受診し、精査後にス
キルス胃がんの診断を受けた。すでに遠隔転移を
認めており、根治的な治療は難しいという告知を
受けました。
　告知直後は頭が真っ白になるとともに、これが
現実のこととはにわかに理解し難かったと言われ
ています。その日の夜はほとんど眠れなかったが、
翌朝目覚めた時に、やはりこれは現実なのだとい
う思いと、激しい絶望感が襲ってきたと語ってい
ました。
　がん告知の 1 週間後、飲酒後に睡眠薬のハル
シオン 10 錠を内服してぐったりしているところ
を父親が発見し、病院に搬送されたが命に別状は
ないということでした。ただ念のために入院と
なっています。
　この後、これがこの方の中核となる世界観の崩
壊だと思いますが、私は精神科医としてその方に
お会いしてお話を聞く機会をいただきました。次
のようなことを語られています。
　A さんは「がんになって、今までの努力がすべ
て無に帰した。自分に残された時間は限られてい
る。生きる意味も感じられない。なげやりな気持
ちだ。」と話されていました。
　A さんが言っていることもなんとなく分かるよ
うな気がしますが、きちんと理解するために「時
間が限られると生きる意味が感じられない」とい

スライド５　�衝撃的出来事を体験した後の「こころ」の道
筋①
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うのはどういうことですかとお聞きしました。「今
まで 10、20 年先の将来をめざして頑張ってきた。
突然残された時間はわずかだと言われてもどうし
て良いか分からない。仕事に取り組み、結婚して
家族を得たいと思っていたが、それはかなわなそ
うだ。ヒントを求めていくつか本を読んだが、ど
れも長生きする前提で書かれているので、気がめ
いるだけだった。」と答えられました。
　10 代や 20 代は未来に向かっている未来志向
の時期ですから、そういう課題に没頭していた A
さんが、がん告知後に目の前の死に直面し、人生
の意味や目的を見失っているのは当然のことだな
と私は感じました。
　外傷後成長モデルで考えてみますと、A さんの
世界観は「自分は死なない。社会参加や家族の形
成に取り組むことが期待されているし、自分もそ
れをやっていきたい」と思っているところに「ほ
どなく自らの死が訪れることを意味する進行がん
告知」を受け大混乱に陥っているような状況だと
理解しました（スライド 6）。
　A さんのその後も気になりますが、別の話に移
らせていただきます。これだけの激しいショック
ですから精神科的に見ていくと診断に該当するよ
うな精神症状の方もそれなりの割合でいらっしゃ
るというデータがあります。
　スライド7はだいぶ前に国立がん研究センター

で頭頸部がん、進行期肺がん、早期肺がんなどい
ろいろながん患者さんに協力していただき、100
人や 200 人の方に精神科医が一人ひとりお会い
して精神科的診断に該当するような状態があるか
どうかを調べた調査結果です。うつ病という重い
気持ちの落ち込みに該当する方が 5 〜 7％いま
す。適応障害という、うつ病の診断基準は満たさ
ないが、軽い落ち込みの方は、非常に幅があるの
ですが多いものでは 35％となっています。これ
らの結果を概観するとこういう辛い知らせの後に
は、5 人に 1 人ぐらいの人が精神科的な診断に
該当するということが調査で分かりました。
　がんを体験した「こころ」についてまとめさせ
ていただきます（スライド 8）。がんというのは、
検診結果の告知から精査、診断、再発告知、病状
進行告知など、経過の中で繰り返し「こころ」は

スライド６　�衝撃的出来事を体験した後の「こころ」の道
筋②

スライド７　がんの臨床経過と精神症状の有病率

スライド８　がんを体験した「こころ」・まとめ
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衝撃を受けるという時間的な性質を持っていま
す。また、がんは、人生の喪失、健康の喪失、社
会的な喪失など、多面的かつ複合的なストレスを
もたらすものです。またがん体験により、その人
が無意識のうちに想定していた世界観が根底から
覆された場合は、「こころ」が落ち着きを取り戻
すまでに長い道筋が必要となることもあります。
そして、横断的にはうつ病や適応障害など、精神
医学的診断に該当する方の割合は約 20％（5 人
に 1 人）と言われているということです。

がんを体験した「こころ」が新たな視点
に至るまで
―意図的思考の時期

　次は、がんを体験した「こころ」が新たな視点
に至るまでということについて、私たちの調査結
果やいろいろな理論を元にお話しさせていただき
ます。
　外傷後成長モデルに戻りますが、このプロセス
の中ではその状況をどのように考えていったらい
いのか一生懸命に意味を見出そうと考えている時
期（意図的思考）に当ります。
　私たちは実際に患者さんにお聞きしたいと思
い、がん体験者を対象に新たな世界観（外傷後成
長）に関する質的調査を行いました（スライド 9）。
この研究の目的は、新たな世界観に関する内容を
明らかにするということと、その新たな世界観を
得るに当ってどういうことが役に立ったか、その
方が感じていらっしゃるかという研究です。
　対象としては海外では同じような目的の研究が
すでにありましたので、日本人 19 名の方にイン
タビューをしています。
　実際に聞いている内容ですが「1. がんに罹患
したことはあなたの人生観を揺るがすような体験
でしたか？」ということをまず確認して、がんに
罹患して辛かったこともたくさんあると思います

が、「2. がんに罹患して良かったと思えたり、成
長できたと思えたり、良い変化が起きたと感じる
ことがありましたか？」ということを 2 番目に
聞き、「3. そのような変化が起きるようなきっか
けとなったり、手助けになるようなことあったな
らば教えてください」という内容を分析していま
す。
　この新たな世界観を得るために手助けになった
ことについて少し結果をお話しします。いろいろ
な話が出てきたのですが、だいたい 6 つのテー
マに分類されると私たちは考えました。
　1 番目は積極的姿勢と名づけられるものです

（スライド 10）。たとえば「・やりたいことを積
極的にやったこと・物事を前向きにとらえようと
したこと・つらい気持ちを素直に表現できたこと・

スライド９　�がん体験者を対象とした新たな世界観（外傷
後成長）に関する質的研究（清水・浅井・猪口・
宅）

スライド 10　�新たな世界観を得るために役に立ったこと　
６つのテーマ　1.�積極的姿勢
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治療に積極的に取り組んだこと・病状を詳しく理
解したこと」など、とにかくいろいろなことに積
極的になるという姿勢についてのものです。たと
えば「自分で辛くて泣きたい時は泣いた方がい
いって思う。無理して笑うより楽ですね。泣いた
方が後で気持ちがすっきりすることはよくありま
す。」ということです。あるいはある方が言って
いたのですが、「年をとった団塊の世代のみんな
とライブハウスでロックンロールを聞いた時に、
いちばん最初に舞台の中央に飛びだしていって私
は踊ったんです。そうしたら何かがふっきれて、
やりたいことをやればいいんだと思ったんです。」
と言われています。
　2 番目のテーマは環境の整備に関するテーマで
す（スライド 11）。「・療養環境を整えたこと・
経済的な心配がなかったこと・治療がうまくいっ
たこと・身辺整理をしたこと」などが挙がってい
ます。「信頼できる病院と先生に診てもらえるこ
とかな。そして入院生活が長いから、病室を私に
とっていちばん良い環境にしようと思って、家か
ら使い慣れたものや、愛着があるものをいろいろ
持ってきたんです。」とか、「住宅の返済だとか、
借金の返済だとかがあった場合にはもっと考え方
が違ったと思うんですけどね。もう、そういうも
のがある程度終わっちゃってからのあれだったの
で、仕事の心配もないし、住宅ローンとか借金の

心配もなかった」ので、自分の病気をどう考える
かということに専念できたのですと言われていま
した。
　3 つめのテーマはがん体験について内省するこ
とです（スライド 12）。「・生きることの意味に
ついて考えたこと・自分の内面を見つめなおした・
今までの人生を振り返ったこと」などです。「自
分の人生が限られているかもしれないと思った
時、「それで自分の生きがいって何なんだろ
う？」って自分に問いかけたんです。「これを治
し て ど う し た い か ら 私 は 治 療 し て る ん だ ろ
う？」って自分に問い続けた。あるいは「子ども
の頃までさかのぼって今までのことを思い出し
て、自分の人生を振り返ってみたんだ。そうした
ら、自分もそれなりに頑張ってきたし、今までい
ろんな人に支えられてここまできたんだなってこ
とに気づいたんだ。まんざら悪い人生でもない
なって思ったよ。」ということです。
　あるいは模範となる人や言葉との出会いです

（スライド 13）。「・前向きに病気と向き合って
いる人のことを知ったこと・他の患者や家族のこ
とを知ったこと・果たすべき役目があることを気
づかせてくれた言葉と出会った」という内容です。

「自分がふてくされている時に、隣りの方のお部
屋から笑い声が聞こえたんです。自分よりも厳し
い病状だったと思いますから、すごいなあと思い

スライド 11　�新たな世界観を得るために役に立ったこと　
６つのテーマ　2.�環境の整備

スライド 12　�新たな世界観を得るために役に立ったこと　
６つのテーマ　3.�がん体験について内省する
こと
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ました。家族のために頑張っているというお話を
うかがう機会があって、少し勇気をいただきまし
た。」、あるいは「がんに罹った友だちの親御さん
は友だちのために毎日一生懸命頑張っているわけ
ですよ。その、なんていうのかな？白血病に罹ら
なかったら絶対に出会わなかった人に出会えて、
貴重な話を聞けた。」と言われています。
　ソーシャルサポート（スライド 14）に関して
は「・支えてくれる人がいたこと・同じ境遇の仲
間に出会えたこと・他の患者や家族から感謝され
たこと・病気になる前と同じように接してくれた
人がいたこと」などの内容が出てきています。「人
工肛門の人が集まる会があるんです。そこに入っ
ているとね、自分だけじゃないんだっていう気持
ちが出てくるんで救いにもなりますし、経験者か

らいろいろとアドバイスももらえる。その会で出
会った方が、人工肛門でもいろいろと旅行に行く
こともできるから頑張りましょうって言ってくだ
さって、ものすごく救いになりましてね。」とか、

「自分の片足がなくなって、病気に罹ったことに
よって自分自身の環境が変わった。にもかかわら
ず、病気になる前と同じような対応をしてくれる
友だちは本当にありがたい。何気なくいてくれる
存在がいちばんだと思います。」ということです。
　スライド 15が最後の 6 番目の宗教的 . 哲学的
背景で、日本人の場合はあまりこういう内容が出
てこないと言われています。実際に他のテーマに
較べると少なかったことはあります。具体的な語
りとしては、「・宗教を信仰していたこと・生き
る上での哲学を持っていたこと」が役に立ったと
いうことがありました。「自分は人生は一度きり
だと思っていて、信念を持ってやってきたことが
あった。そういう心構えが今も役に立っていると
思う。」であるとか、「自分のどこかに信仰心とい
うものは小さいころからあったと思う。宗教を信
じている部分で、よりどころになっているところ
は大きい。」というようなことがございました。
　こういう実際にがんを体験した方の語りにはい
ろいろなヒントが散りばめられていると感じるの
ですが、それなら実際になったらどうするのだと
いうことに関しては、若尾先生などの国立がん研

スライド 13　�新たな世界観を得るために役に立ったこと　
６つのテーマ　4.�模範となる人や言葉との出
会い

スライド 14　�新たな世界観を得るために役に立ったこと　
６つのテーマ　5.�ソーシャルサポート

スライド 15　�新たな世界観を得るために役に立ったこと　
６つのテーマ　6.�宗教的・哲学的背景
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究センタ―がん対策情報センターが作られている
「がん情報サービス」の中に『患者必携　がんに
なったら手にとるガイド』というものがあります
が、そこの内容などにはインタビュー結果から得
られたような内容が相当採りあげられているなと
思っています。たとえばスライド 16のがんと診
断されたら行うことに関しては、私がそこからい
くつか抜粋したのですが、次のような内容があり
ます。
　「がんと診断されて落ち込むことは当然のこと。
つらい気持ちを家族や友人、相談支援センターの
スタッフに話してみましょう。」、あるいは自分の
病状のことをいちばん専門的に知っているのは担
当医なので、きちんと「担当医と話して、病状や
治療の予定について詳しく知りましょう。」とい
うこと、あるいはその時々にとって「あなたにとっ
て必要な情報」は異なってくると思いますが「検
査や治療法、療養生活などを集めましょう。」と
いうことや、「ひとりで抱え込まないで仲間を見
つけましょう。医師や看護師に相談したり、家庭・
社会・職場の中で自分の役割を代わってもらう人
を見つけておく必要があります。」ということで
す。これはがんという診断時に行うことですが、
その他いろいろな内容が出ていますので、ご興味
のある方はご覧いただければと思います。
　より心理面に焦点を当てた、『大切なものを失っ
たあなたに―喪失をのりこえるガイド』というロ

バート . A. ニーメヤーという有名な心理学者が
書いた本があります。これもヒントになると思い
ましたので紹介したいと思います（スライド
17）。これはおもに大切な人をなくした喪失体験
を想定して書かれているのですが、あらゆる喪失
に適用できる考え方だと思います。
　まず「つらい体験に向き合うこと」は大変なの
ですが、それは「取り組む必要がある「課題」で
ある。」ということです。なぜかと言いますと「こ
ころの痛みと直接向き合わずに、＜回避＞したり
＜なんともないふり＞をすると、それは問題を先
送りしたり慢性化することにつながる」からです。
ただ「取り組み方は千差万別で、自分なりのやり
方でよい」ということです。先ほどのインタビュー
調査に参加してくださった方々は非常に積極的
で、ある意味で頑張ることができる方が多いので
はないかと思います。ただ、みんながそうではな
いと思いますし、先ほど言いました成長に必ずし
もみんなが到るわけではないと思います。私自身
もそういう状況になったりするとクヨクヨした
り、誰かに甘えたりするのではないかと思います。
したがって非常に高望みなことをやらなくても良
いと思いますが、自分なりに少しずつ向き合って
いく姿勢があると良いのではないかと思います。
　そうして「自らの感情に向き合って痛みを味わ
うことは必要なことだが、痛みを注視し続けるの
は太陽を凝視するようなものなので休み休み行い

スライド 16　がんと診断されたら行うこと スライド 17　がん体験（喪失体験）との向き合い方
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ましょう」と言っています。当初は、苦しいこと
が起きた世界に「…絶望していても、周囲の親切
やありがたい手助けに支えられて、どうにか苦境
に立ち向かう勇気が持てるようになる」のだとい
うことをこのニーメヤーという方は言っていま
す。
　とくに人に話をすること、その中で自分自身の
こと、自分史を語ることが大切なのだということ
を言っています（スライド 18）。「私たちは自分
自身の歴史を生きている。人生には一連の大切な
できごとがあり、その物語りによってその人がど
んな人間であるのか、どんな人間になろうとして
いるのかが見えてくる。」ということです。「大き
な喪失を体験したら、予期しない展開を迎え、そ
れ以降の物語のつじつまが合うように書き直しを
余儀なくされます」。その時に「効果的なのは、
自分の物語を好意的に聞いてくれる人たちに繰り
返し話すこと。混沌とした状況に秩序をつけるこ
とができる」ということを言っています。それで

「喪失のストーリー」を自分だけで抱え込まずに
いろいろな人と「分かち合える人は、語ることで
大いに癒されること」はいくつかの研究から示さ
れています。しかし非常に厳しい話をする場合に

「話し手は聞き手の能力や限界、感受性などを考
えて、聞き手にも配慮すべきである。」というこ
とを最後に言っています。

がんを体験した「こころ」が新たな視点
に至るまで
―新たな世界観（外傷後成長）を獲得する時期

　「こころ」のどういう状況を考えていけば良い
のかというヒントについてお話ししましたが、次
に出てくる新たな世界観とはどういうものなので
しょうか。これは非常に個別性が高いもので、こ
ういうものだというひとつの答ではないと思いま
すが、いくつかの例をご紹介したいと思います。
　これもがん情報サービスの「患者さんの手記」
から引用させていただきました。これもひとつの
答と思いましたので今日ご紹介させていただきま
す。「がんを告知されたとき、やはり死を意識し
ました。その後がん治療を受けるため、がんのこ
とを勉強して、闘病記もたくさん読みました。
　死をみつめることは、どう生きるかを見つめる
ことだと気づきました。私は再発しましたが、限
りある命を生きているという気持ちは常に持って
います。日常の些細なことに感謝できるし、幸せ
を感じます。
　がんになってしまったことは変えられません。
それならば、自分の今までの人生を見直すよい
チャンスととらえたほうが楽です。
　つらいときもあるし、今後どうなるか不安でた
まらなくなるときもあります。そんなときは、患
者会などで、同じ体験をしている人と気持ちをわ
かち合うことで、自分ひとりじゃないとわかり、
勇気がわきます。（ある患者さんの手記より）」と
いうことです。これはぜひ紹介させていただきた
いと思いました。
　私たちの調査（前出、スライド 9、44 ページ
参照）でも、「がんに罹患して良かったと思えたり、
成長できたと思えたり、良い変化が起きたと感じ
ることがありましたか？」とお聞きしていますが、
5 つのテーマでスライド 19のような内容が出て

スライド 18　人に話をすること・自分史を語ること
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います。
　ひとつめは「他者との関係」で、自分が周囲に
支えられていることに気づいたり、人の痛みや苦
しみがわかるという内容です。2 番目に「新たな
視点」ということで、生きがいについて考え、人
生の優先順位が変わったということです。たとえ
ば今まではお金儲けを一生懸命にやっていたのだ
が、それは自分にとってあまり意味がないことに
変ったという内容かもしれません。3 番目の「人
間としての強さ」としては、「人生の終わりを受
け入れられる気持ちになった」であるとか、ある
いは「自分の気持ちに素直になれた」ということ
もございました。4 番目の「精神性的変容」とし
ては、「超越的な力を感じる」や自然の近さとい
う部分があるのでしょうか、「自然への感性が鋭
敏になる」というものもいくつかございました。
5 番目の「人生に対する感謝」では、「一日一日
を大切にするようになった」や、「生きているこ
とに感謝する」ということがありました。
　どういうような道をたどってこういう世界観に
到ったのだろうかという疑問がおありだと思いま
すが、これはあくまでも仮説ですが、Janoff-
Bulman という社会学者が 3 つの「こころ」の
動きがあるのではないかという提言をしていま
す。考える余地があると私も思いましたので紹介
させていただきたいと思います（スライド 20）。

　ひとつめが「無意味性から意味への変化」です。
何かと言いますと、今までは当たり前に毎日、毎
日が続いていくように生活していたのですが、今
は毎日を普通に生活していることはもはや当然の
ことではなく、1 日過ごせるということは特別な
ものであると気づくということが最初に出てくる
と言われています。Janoff-Bulman は貴金属の
ゴールドをたとえに出しています。貴金属のゴー
ルドは、非常に価値高く売買されていると思いま
すが、もしそれが金であってもそこらへんに転
がっていたら、誰もそこに価値を見出さない。自
分が今日 1 日生きられるのは非常に貴重なもの
だということで、そこに高い意味づけをします。
そうすると人生への感謝や精神性的変容が出てく
ると言っています。
　そうして一日一日を生きることにきわめて敏感
になり、大切に生きようとすると、多くの人にもっ
とも有意味だとみなされている「親密さやつなが
りを目標とした愛他的な活動」、つまり大切な人
と一緒に過ごしたり、その人のために何かをする
ことを選択するようになると言っています。
　3 つのプロセスの 2 つめは「心的準備性」と
言われているものです。平和な状況にいると災難
は自分とは関係がないものだと思いがちですが、
災難がいつでも起こり得ることに気づいている
と、将来悲劇に直面した際の心理的破綻・崩壊・

スライド 19　がん体験者を対象とした質的研究
　　　　　　��新たな世界観の内容�–�５つのテーマ�-

スライド 20　�新たな世界観にむけて考え方が変化するプロ
セス
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恐怖のリスクを軽減させる。「こころ」の準備が
できていることで人間としての強さが出ます。
　最後は「対処と成長」です。この世の中で、自
分の病気は制御できないし、時に理不尽であると
思ったりしますが、そこを受け入れてしまうと、
その中で今日 1 日をどう過ごすかということや、
その 1 日をどう過ごしていくかという、自分自
身が選べる部分もある。そういうことを発見する
中で、「新たな可能性」という変化が出てくると
言っています。

精神腫瘍科外来でのカウンセリング

　やや難しい理論の話が多かったと思いますが、
「がんを体験した「こころ」が新たな視点に到る
まで」は以上にして、次に私たちの外来でやって
いることをご紹介したいと思います。
　すべてが先ほどのニーメヤーが言う物語を聴く
ということばかりやっているわけではないのです
が、そういうことをやることは多いです。そうい
うことをやる時のカウンセラーの心得ですが、私
たちがどうするかということを Calhoun　& 
Tedeschi が言っています（スライド 21）。
　4 つのことを大切にしなさいと言っています。
まずひとつは、十分に「信頼関係を構築」しましょ
うということです。来られた方が私たちに「ここ
ろ」を開いて辛いできごとについて語れるように

する。そのためには、こちらもいい恰好をしよう
とか、こういう風にしてやろうという自分本位の
よこしまな気持ちを置いておいて、「こころ」を
開いている必要があると言っています。
　2 番目は「できごとによる変化の共有」です。
その人のもともとの世界観、物語はどういうもの
であって、それができごとによってどのような影
響受け、どのように変化したのか、その方が語る
準備ができているのであれば詳しく話してもら
い、自分たちが想像できるまで聴いていくと言っ
ています。
　また「苦しみを聴くこと」です。本当にとてつ
もないような苦しい話を聴くこともあると思いま
すが、その時は率直に言って私たちも逃げ出した
い気持ちが出てくることがあります。やはりそこ
はきちんと耐えていき、安易に励ましたりするの
は逆効果であったりするので、そういうことはや
らないようにする。
　それからやや難しいのですが「意味の探求の促
進」です。人にもよると思いますが、自分はこれ
ほど苦しかったという感情をそこで出せることで
楽になる方もいますが、それだけではなくて、で
きごとをさまざまな角度から捉え、意味の探求を
促進するために治療者はいろいろな問いをしなけ
ればいけない。治療者の問いを考える中で、意識
的かつ分析的に一緒にできごとを考えることがで
きるようにする。
　そういう心得です。抽象的な話なのですが、こ
ういうことを大切にしながらやりたいと日々思っ
ています。

カウンセリング事例―Aさん

　冒頭に出しました A さん（42 〜 43 ページ参
照）との関わりの例をこの後、出したいと思いま
す。
　大学卒業後、24 歳の若さで進行がんになり、

スライド 21　（物語りを聴くときの）カウンセラーの心得
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将来が限られる中で、混乱され、服薬で自殺企図
された方です。将来をめざして頑張っていたのに、
時間が限られ、もうすぐ時間が終わると言われて
もどうしたらいいか分からないと言われていた方
です。
　病院に搬送されて次の日に会いました。私が
行った時、A さんとしてはこの人はどういう人で、
私の力になってくれるのかという部分がある中
で、少し率直な話ができた場面です。
　初回面接（関係の構築）です。A さんは「あと、
心配なのは体の症状ですね。腹痛とだるさがある。
これからこの苦しさがどうなって行くのか」と続
けました。私は、今は緩和医療も非常に進歩して
いるので薬物療法等で苦痛は和らげることができ
ることを保証してみましたが「結局、後手後手に
対応していくしかないってことですね」と非常に
落胆されて、涙を流されました。
　私も初対面なのでけっこうドキドキしてしま
い、自分の言葉でむしろ A さんを苦しめてしまっ
たのであれば非常に申し訳ない気持ちであると述
べたところ、彼は優しい部分もあると思うのです
が「先生は悪くない、ただ、病気が進行していく
ことを考えると非常にやりきれない気持ちにな
る」と、初対面の私をかばったうえで、恐怖感な
どの自身の感情を表出してくれました。
　面接の最後の方に、私は「今の状況をどのよう
に考えれば A さんが楽になるのか、一緒に考え
たいので時々話をしませんか？」と提案したとこ
ろ、A さんは「このような話をする機会は今まで
なかったので、こういう機会があるのは助かる」
と言われて、面接の継続を希望されました。
　A さんが途方に暮れる中で、それならどうやっ
てその状況を理解できるようになるのかを一緒に
考えてみましょう、私もあてずっぽうなことをた
くさん言ってしまうかも分かりませんがそれはそ
れで役に立たないこととしていただき、一緒に考
えましょうということで、先ほどの外傷後成長モ

デルの「意図的思考」の段階にいっしょに取り組
んでいくということになりました。
　3 回目の面接（意味の探求）の時ですが、A さ
んは、「何で自分は若くしてこのような病気になっ
たのか、ということを相変わらず考えている。非
常に恨めしい気持ちになることもある。健康で普
通の生活をしている人を見ると、『のうのうと生
きやがって』と思ったりする。」と自身の怒りの
感情について述べられました。こういう怒りの感
情は自分にも向いているのかと思ったりしたので
すが、そういう怒りの感情を出していただくこと
は意味があると思いますので、そこは出してくれ
て良かったと思いながら、私は「激しい怒りの感
情があるのですね」とお応えしました。
　ドキドキしながら苦し紛れに言ってみたことな
のですが、「怒りが高まると、もしかしたら『いっ
そ生まれてこなければよかった』と思うこともあ
りますか？」と問いかけたところ、彼は「うーん
…、それは、ちょっと難しい質問ですね」と述べ
て、そのことについて少し考え込むような様子で
した。
　このことに関する感想を彼から聞くことはな
かったので、私の推測なのですが、「健康だった
自分」が今は病気になってしまったという、「今
の自分」との比較による喪失感に苦しまれている
わけですが、「生まれて来ない」という仮定との
比較は、そうは言っても今生きていることにプラ
スの部分があるのかもしれないという新しい視点
を提供したのかもしれないと思ったりしました。
　その次の 4 回目の面接（意味の探求）の時で
すが、「死が逃れられない自分は将棋にたとえれ
ば詰んでいる状態だ。どう指しても詰みからは逃
れられない。詰んでいるけれど良い将棋を指そう
とすることぐらいはできるかもしれないが…」と
いうように語られました。
　将棋についてご存じない方には恐縮ですが、将
棋の終盤でいろいろ想定してみてもどうやっても
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勝つことができない状況を「詰んでいる」状態と
言いまして、彼は将棋の比喩を用いて、自分が死
から逃れられないということを言われていまし
た。
　私は、「その将棋のたとえで言うと、誰だって
死は免れないのだから、手数は違うけど詰んでい
ることには変わりないのじゃないかな？」と応え
ました。
　そうすると A さんは「ああそうですね…そう
いう考えもあるかもしれない」と応えて、またし
ばらく黙りました。
　これは他の人の人生は開かれているが、自分の
人生だけが閉じられているというイメージから

「誰もが程度は違いますが、死を前提に生きてい
る」という視点が生まれるきっかけだったのかも
しれません。
　次の 5 回目の面接（意味の探求）ですが、最近、
呼吸困難感などの身体的苦痛があったのですが、
うまく緩和医療科の先生方が介入をしてくれて軽
減され楽になっていたということもありました。
身体の痛みがないということは治療には非常に大
切だと思いますが、A さんの表情は非常に穏やか
でした。
　病気になる前はどのような生活だったのですか
と昔話のようにたずねてみると、「遊んでいて自
堕落な生活でしたね」と応え、大学を卒業した後
も学生生活の延長のような考え方で毎日を過ごし
ていたこともあったと具体的に教えてくれまし
た。そして「もっと毎日を大切に過ごしていれば
良かったと思いますよ」と話しをされていました。
　私は「過去は変えられないけど、これからはど
のように過ごしたいの？」とたずねると、「今は
それが自分にとっては大切なことかもしれないで
すね」と述べられました。
　その後、本人より家で過ごしたいとの意思表示
があり、在宅医療に移行となりました。「家に帰っ
たらどうしたいの？」とたずねましたら、「まず

は行きつけの喫茶店でおいしいコーヒーの香りを
楽しみながら、味わいながら飲みたい、そして両
親に感謝の気持ちを伝えたい」というお話があり
ました。
　この「行きつけの喫茶店でおいしいコーヒーの
香りを楽しみながら、味わいながら飲みたい、そ
して両親に感謝の気持ちを伝えたい」という部分
は先ほどお示しした外傷後成長の内容が出ている
部分かなと思いました。
　A さんとの関わりをまとめます（スライド
22）。強い苦悩を抱え、自殺企図に至った A さ
んが、現在の状況における意味の探求を経て、新
たな視点を得るまでの過程を示しました。
　A さんと私という治療者の間で、いろいろなや
り方があると思うのですが、「現在の問題につい
てどう考えたら良いのかという課題に取り組む」
という目的を最初に共有できたことが、届かなく
ても良い、いろいろな質問をしてみようという私
の気持ちにもなり、面接の継続につながりました。
　治療者の中に外傷後成長のモデルの考え方があ
り、「A さんは新たな世界観を構築して進むこと
ができる」という信念があったので、それが私自
身の関わり続ける原動力になったこともありま
す。
　私が関わらなくても A さんは新しい視点を得
ていたかもしれないのですが、治療者の問いは、
A さんに新たな視点を提示することを目的として

スライド 22　Aさん・まとめ
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おり、このことが A さんの思考プロセスを促進
したかもしれないと思います。

カウンセリング事例―Bさん

　もうひとつ事例を紹介いたします。B さん、
60 歳女性で進行乳がんの方です。
　病状が進行し、抗がん治療の適応ではない状況
であることが担当の C 医師より外来で伝えられ
ました。その後、いつもなら元気な B さんがふ
さぎこんだ様子であるとのこと。C 医師より電話
があり、診察を依頼したいとのことでした。
　C 医師はまじめな先生でべつに間違ったことは
まったくしていないのですが、B さんが辛そうな
ので「申し訳なくてね」と悲しそうに言っていま
した。私は「いつも先生は一生懸命ですね」とい
う言葉をかけるのがせいぜいでした。
　B さんは診察室に入ると、「私は精神腫瘍科っ
て初めてだから何したらいいのか分からない」と
言われました。
　私は、困っていることについて一緒に考えたい
と思っているので、もし良かったら今悩んでいる
ことについて何でも話してくれませんかと伝えま
した。
　最初は緊張しながらですが、ぽつりぽつりとで
したが、ご本人の話をさえぎらずに続けることを
促すと、次のようなことを語られました。
　自分は地域で喫茶店を始めてから 30 年以上続
けてきた。小さな店だが地域に根差して、近所の
人が支えてくれて、楽しく仕事をしてきた。
　友人と連れ立ってゴルフに行くのが趣味で、天
気の良い日にコースを回ると何とも言えない清々
しい気分になれていた。
　ところが最近ダルさがひどくなって、ゴルフに
行くのを止めた。喫茶店ももうたたまなければな
らないと思っている。「なんかとてもつまんなく
てね…」と非常に実感がこもっている感じでおっ

しゃられました。
　夫と 2 人娘がいて、家族は非常に優しくて助
かると言われていました。
　B さんは毎日がつまらないという悩みを話せて
少し気持ちが楽になったとのことなので、次回の
内科受診日にもたずねて来てほしいと私の方から
伝えました。
　次回外来時、「相変わらずつまらないんだよね」
とのことでした。最近は元気がない姿を仲間には
見せたくないので、引きこもりがちらしい。「家
族には辛い気持ちを伝えられているのですか？」
とたずねると、「心配かけたら悪いと思って話せ
ないんだ」と語られていました。
　私は、それだけ親密な人が、友だちやご家族と
して周囲にたくさんいるのに気持ちを伝えられな
いことがやや気になって、「B さんが周りに気を
使うのには何か理由があるのですか？いつからそ
のようにがまんするようになったのですか？」と
たずねました。
　B さんは少し考えて、次のようなことを語り出
されました。
　実は自分は幼いころに両親を亡くして、叔父夫
婦が東京で事業を成功させていたので、叔父夫婦
を頼って上京した。両親と叔父とはやはり違うか
ら、心配をかけないようにして生活していたんだ
と、途中からは涙ぐみながら語られました。
　私は、叔父が営む繊維工場で、さみしさを抱え
ながらもけなげに明るく振舞っていた小さな女の
子の姿を想像しました。そんな事情があったので
すねと伝えて、その日の診察を終えました。
　3 回目の外来に来た時は、少し晴れやかな顔で
あり、家族や友人には自分の気持ちを伝えられる
ようになったと言われました。
　喫茶店は閉店したのですが、親しい人との時間
を大切にして、最近は楽しく生活しているとのこ
と、カウンセリングは終了となりました。
　この B さんのまとめです（スライド 23）。明
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るく快活に生きていくことを大切にしていた B
さんが、病状の進行に伴い「楽しみ」と「自分ら
しさ」を失ったと感じていたケースと理解しまし
た。背景には「周囲に甘えてはいけない」という
やや厳しい信念があったかと思います。
　身体機能が低下するという新たな状況になり、

「甘えられない自分」では「こころ」が苦しくなっ
たことが、結果的には本人が自由になることにつ
ながるもっとも大きな要因であったと思います。
　治療者は B さんを理解しようとする中で、「甘
えられない」ことの事情をたずねたことが、「甘
えられない」自分には生い立ちとの関係があるの
だという気づきがあり、そこで変っていけるとい
うことにつながったのかもしれないと理解できま
す。

精神腫瘍科で行う別のアプローチ

　こういうようなその人のストーリーを聞くよう
な関わりもしますが、みなさんが、そういうよう
なことを求めて私のところに来られるのではない
と思います。別のアプローチもいろいろあります。
行動から緊張を和らげるような、身体に働きかけ
ることをしたりします。たとえばリラクセーショ
ンという手法ですが、本当に単純なことなのです
が、「深呼吸」で、腹式呼吸をゆっくりしていた
だく。それから「全身の筋肉の緊張と急激な弛緩」

です。よく肩をすぼめるようにグッと力をいれて
持ち上げ、しばらくしてから一気に開放すると緊
張がゆるんだ感じがしますが、スポーツクラブな
どでもよくやられているようなことかと思います
が、それを 10 回やると身体がほぐれてリラック
スできたりします。それを全身の筋肉を用いてや
ると抗不安薬と同じような効果があると言われて
います。それからイメージ法などを組み合わせて
ご紹介しています。これらを覚えていただくと不
安な時にご自身でできたりします（スライド
24）。
　それから行動活性化というものもやっていま
す。これはそう難しいことではなく 1 週間の行
動とその時に感じた不安感でも落ち込みでも、達
成感でもいろいろとあるのですが、その人の中核
となっている感覚を 100 点満点で記載してくだ
さいというもので、スライド 25のような表を渡
して書いてもらっています。1 週間の日記をつけ
るような感じです。全部やられる方はそういない
のですが、2 日でも 3 日でもいいので付けてみ
てくださいと言ってやります。
　スライド 26はその一部です。ある乳がんの手
術後の女性の方で、再発のことが不安で不安でし
ようがないとのことなので、その時に感じた不安
感を付けてもらったものの抜粋です。午後ネット
サーフィンをしています。その時にいろいろなブ

スライド 23　Bさん・まとめ スライド 24　�行動から緊張を和らげる方法　リラクセー
ション
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ログを見ると不安で不安でしようがなくなる。月
曜日はその後に犬と散歩に行き、友人とお茶をし
たら不安感が比較的落ち着くようになったという
ことです。火曜日はネットサーフィンの後に何も
する気がなくなって家にいたら不安な気持ちのま
まで、買い物に出るころに少し気持ちが切り替
わった。こういうものから、ネットサーフィンは
良くないのではないですかということが共有で
き、外出のような行動を増やしていくと不安感は
減っていくのではないですかということを提案し

ました。その後 1 週間の行動計画を考えること
もあります。
　問題解決技法というものもあります（スライド
27）。そう難しい話ではないと思いますが、たと
えば次のような相談があったとします。「主治医
の先生が忙しそうで、聞きたい質問もできないの
だがどうしたらよいだろうか？」ということです。
私の方からこうしなさいとアドバイスするような
やり方もあるかもしれませんが、一緒に取組むと
いう意味では選択肢をいろいろ考えましょうとい

スライド 25　行動活性化

スライド 26　行動活性化 スライド 27　問題解決技法
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うことで、非現実的なことも含まれていてもいい
のですが出してみます。「主治医を変えてもらう・
聞きたい内容を事前に紙に書いておいて診察の最
初に渡す・家族に付き添ってもらって補足しても
らう・外来の看護師さんに相談してみる・主治医
には尋ねられないのでインターネットで情報を得
る・がん情報サービスを見る」という選択肢が出
てきたとします、そうするとそれぞれの「利点・
欠点・実施し易さ」なども数値化して書いていき、
比較検討をするとこの選択肢をやるのが良いので
はないかという話になってきて、それなら次にそ
れを試してみましょうということになります。現
実的な選択肢を一緒に考えるような方法です。
　そういうことで精神腫瘍科外来でのカウンセリ
ングをまとめますと、ニ―メヤーの自分史を語る
ではないのですが、「がんによってその人の「こ
ころ」がどのような体験をしたかを共有し、感情
の表出や意味の探求にともに取組む。」というも
のもあれば、リラクセーションや行動活性化、問
題解決技法であったり、たとえばこういうような
時には「こころ」はこういうように動きますといっ
た一般的なアドバイスなどさまざまなことをやっ
ています（スライド 28）。
　いちばん大切なのは、まず最初にお会いした時
に相談に来られる方が何に困っていて、どのよう
な方法を用いるのが良いのかを明確にした後で、
それに取組んでいくということを納得していただ

いたうえでやっていくことではないかと思いま
す。

薬物療法について

　最後に、薬物療法について簡単にお話しします。
「こころ」の苦痛の症状はいろいろあり、よくみ
られるのが不安とうつです。
　不安というのは不確実な脅威です。たとえば検
査をいろいろ受けて、明日、検査結果を聞くとい
う状況は、先生からどういう話が出てくるのだろ
うという不確実な状況ですから、こういう時に起
こりやすい「こころ」の動きです。不安がまった
くないと、いろいろな失敗を起こしてしまうので
必要な「こころ」の動きなのですが、あまりにそ
れが強い方に振り切れてしまうと生活に支障が出

スライド 28　精神腫瘍科外来でのカウンセリング・まとめ

スライド 29　「こころ」の苦痛 - 不安

スライド 30　「こころ」の苦痛 - 気持ちの落ち込み（うつ）
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たりします。「毎日のようにいろいろと心配する」
「身体が緊張する」「イライラする」「集中できない」
「眠れない」「疲れやすい」となります（スライド
29）。
　もうひとつの「こころ」の苦痛として、気持ち
の落ち込み、うつがあります。これは喪失体験の
後に落ちりやすい「こころ」の苦痛です。先ほど
の例で言えば、検査結果が思いのほか期待に反し
て悪かった時には、喪失体験が起きますから落ち
込みます。落ち込むことも当然の「こころ」の動
きなのですが、あまりに強いと生活に支障が出て

「寝付けない」「朝早く目が覚める」「気持ちが落
ち込む」「死ぬことを考える」「疲れやすい」「食
欲が出ない」などのさまざまなうつ症状が出てき
ます（スライド 30）。
　これが非常に強い時には、お薬が役に立ったり
するので使います。非常に単純化した構図ですが、
眠れない場合には睡眠薬、不安な時には安定剤で
すが、依存性も確かにあるので短期的に使います。
一部の不安には抗うつ薬が効果があります。また、
うつが強い時は、うつの薬を使います。精神科に
行くと無理矢理、薬が出てきて飲まされてしまう
のではないかという懸念を持たれている方も多い
と思いますが、こういう症状が強度の場合にはや
はり薬は、非常に便利なものでもあるので、苦し

みが和らぐ効果が得られる可能性があります。一
方で、副作用もこういうものがあります、依存性
はないわけではありませんから、今は少し力を借
りておいて、もう少し落ち着いた時期には止めて
いきましょうということを十分に説明し、納得し
ていただき、それで使ってみたいということであ
れば使用していくことにしています（スライド
31）。
　以上、今日はいろいろなお話をさせていただき
ました。がんを体験した「こころ」の動きや、そ
の「こころ」が新たな視点に至るまで、そして、
精神腫瘍科外来でのカウンセリングと薬物療法に
ついての 4 点をお話しさせていただきました。
ご清聴いただきありがとうございました。

スライド 31　薬物療法
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■ 高橋　清水先生ど
うもありがとうござい
ました。とても多くの
内容を分かりやすく、
清水先生の落ち着いた
声でゆっくり話をして
いただき、スゥッーと
入ってくるような気が
しました。
　どういうところからでもけっこうです。清水先
生にご質問、あるいはご意見など、何かありまし
たらどうぞ。

新たな世界観を獲得するのは簡単ではない
が、それでも少しずつ「こころ」の変化が

■ 参加者A　先生どうもありがとうございまし
た。ひとつ質問があります。「新たな世界観に向
けて考え方が変化するプロセス」（スライド 20、
49 ページ参照）の「対処と成長」のところに「制
御不可能で理不尽である、という世界観を受け入
れる…」とありますが、どうやって受け入れれば
よろしいのでしょうか。そのあたりのことを教え
てください。

■ 清水　非常に難しい質問です。私もこの場に

来て、そういう質問を
されるときっと自分は
困るのだろうなといろ
いろ心配する気持ちも
あってここに来まし
た。これは直接の答え
になっていないと思い
ますが、多くの人間は
まじめに普通に暮らしていれば、きっと自分の人
生はそう悪いはずはないという想定で生きている
というのが一般論としてあります。それが、悪い
こともしていないのに自分ががんになるとか、震
災に遭ってひどい目をみる、いろいろな事故に遭
うということは、やはりそれはすぐに理解できる
ことではないと思います。
　なぜこういうことが起きたのだとか、苦しいし、
あるいは怒りの感情もあります。みなさんがそう
かどうかは分かりませんが、そういう気持ちを話
したり、そのことを自分の中で考えていくと、そ
うは言っても世の中は理不尽だし、その現実を受
け入れるしかないと思えてきます。それは非常に
やりきれないことでクヨクヨする気持ちもあるの
ですが、そういうことばかりに時間を取られるの
もちょっと馬鹿馬鹿しいなということになった時
に「受け入れられる」と言うよりは、「そういう
ものはあるだろうが、それでも今できることを考

質疑応答
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えられるようになろう」という「こころ」の変化
をされる方が多いのではないかと思ったりしま
す。
　そういう時に、私が通り一遍のことを言っても
言葉としては届かないかもしれません。ただ、そ
の苦しい気持ちを一緒に聴いていたいと思います
し、一緒に考えていきたいと思うことはあると申
しあげたいと思います。
　明確な答えにはなっていないと思いますが、そ
ういうのが率直なところかと思います。

■ 高橋　ありがとうございます。どうぞ次のご
質問を。

精神症状の出現はがん以外にもそれなりに

■ 参加者 B　お話をどうもありがとうございま
した。スライド 7（43 ページ参照）で、がんの
臨床経過にともない 5 人に 1 人が精神医学的診
断に該当するという数字にややびっくりしまし
た。私自身もがん患者なのですが、がんは他の病
気と較べて特別なのでしょうか。最近は医療も進
歩して治療効果も非常に上がり、がんも慢性疾患
と同じととらえる考え方もあり、私自身もそうし
ているのですが、そういう慢性疾患と較べた場合
どうなのでしょうか。
　もうひとつ、医療の最近の進歩を考えるとデー
タが数年前のものなので、SNS などが発達する
ことで、とくに若い人などは精神的な葛藤が和ら
げられているという数字が、もしあったらお教え
ください。

■ 清水　はい、ありがとうございます。おっしゃ
る通り、先ほどのデータは古いデータだと申しあ
げましたが、15 〜 20 年前の調査データです。
現在のこの領域の研究は、どちらかと言いますと
精神症状がどれぐらいあるかという実態調査か

ら、それに対してどう取組んでいくかに移ってい
るので、最近のデータはあまりないのが現状です。
おっしゃる通り 20 年前と較べてがん告知のあり
方がだいぶ変わってきていますし、先ほど言われ
た SNS だけではなく、当事者の方々のネットワー
クがだいぶ変わってきたということがあります。
また何よりも一般の治療の部分も変ってきていま
すから、今、同じものを出すとすれば当時よりは
良い結果が出る可能性があるのではないかと思い
ます。
　慢性疾患との比較は、身体疾患の方に関しては
やはり、がんより多い、あるいは少ないというい
ろいろなデータがあり、それなりのインパクトが
ある身体疾患に関しては、数 10％という報告が
あります。がんが特別多いとか、がんが少ないと
いうことはなく、どの身体疾患もパーセンテージ
としては、同じくらいです。

相談支援センターや緩和ケアチームに相談を

■ 参加者 B　もうひとつよろしいですか。そう
いうように非常に不安を感じた時に行ける場所が
あるとすごく恵まれていると思います。精神腫瘍
科というものがない病院が多いです。緩和ケアな
どもやれていない病院では、患者さん、それから
家族なども、不安な時にはしかるべき精神腫瘍科
にかかった方が良いのでしょうか。

■ 清水　おっしゃる通り、若尾先生にも最初に
言及していただきましたが、やはりニーズに較べ
て精神腫瘍科は非常に少ないです。そういう時に
どうするかですが、まず精神腫瘍科でなければ先
ほどのように話を聞いてもらえる機会がないわけ
ではありません。自分の話を親身に聞いてくれて、
しかもそれなりに受け止めてくださる方を見つ
け、そういう方に話をする。精神腫瘍科でも相性
が合わないこともありますから、そういう方を見

59質疑応答　

�ん本.indb   59 2017/03/21   1:07



つけるのが大切だと思います。一般的にはがん診
療連携拠点病院の相談支援センターは地域のリ
ソースを把握していますし、相談支援センターの
相談員の方もそういう相談には乗ってくださって
いると思います。
　問題となるのは、うつ病など精神医学的な対応
が必要な状況の時です。そういう時の対応は難し
いかもしれませんが、相談支援センターの方がこ
れは普通の状況ではないなと思ったら、やはりそ
の地域の精神腫瘍科などの対応可能な部門につな
いでくださると思いますし、少ないリソースです
がきちんとネットワークで結んでいけるようなも
のを将来的にはつくる必要があると思っていま
す。

■ 高橋　たぶんがんに関連した「こころ」の悩み、
重たさについて精神腫瘍科でなければダメという
わけではないですね。一般の心療内科や精神科や
カウンセラー、そして相談支援センターが話題に
挙がりましたが、それとは別に相談先をこう調べ
たら良いというアドバイスがありましたらお願い
します。

■ 清水　ちょっとそこは難しいところで一般の
精神科に行ったとしても、がんのことは分からな
いからと突き放されてしまうケースも実際にはあ
ると思います。ただ精神腫瘍科と標榜していなく
ても一般的には総合病院の中にある精神科は、身
体の病気を持っている方の「こころ」の相談に乗
ることを専門にしていることが多いので、そこの
精神科は良いのではないかと思います。
　それから私たちも精神腫瘍科がたくさんないこ
とは十分に理解していて、国立がん研究センター
以外の他病院で治療を受けている方も、もしここ
まで来てくださるのであれば、私どもの精神腫瘍
科の外来は開かれていますからおいでいただけれ
ばと思います。

■ 参加者 B　他病院というのは、患者の家族で
も良いのですか。

■ 清水　はい、患者さんとご家族です。

■ 参加者 B　家族だけでも。

■ 清水　はい、だいじょうぶです。

■ 若尾　ちょっと補足させていただきます。が
ん診療連携拠点病院には緩和ケアチームがあり、
そこには必ず身体症状を緩和する医師と「こころ」
の精神症状を緩和する医師がいます。ただ残念な
ことに精神症状を緩和する医師が必ずしも精神腫
瘍科の医師ではない、また必ずしも常勤ではなく、
常駐はしていないということはあるのですが、必
ず「こころ」を担当する医師が非常勤であっても
いますので、緩和ケアチームにご相談していただ
くのがいちばん身近な窓口と考えていただければ
良いと思います。

家族の方の相談も受け入れます

■ 高橋　ありがとうございます。

■ 参加者C 　国立がん研究センターの病院の例
でいいのですが、カウンセラーの方と精神腫瘍科
の先生の診療と言いますか、そこでの役割と言い
ますか、どういう手順で患者さんが回ってくるか
ということを教えてください。それからご家族が
けっこうショックを受けて、患者さん以上という
こともありますが、そういう場合、ご家族様への
診療は、実質的なことで申し訳ありませんが、健
康保険は効くのでしょうか。あるいは自費なので
しょうか。薬を処方した時には保険は効くと思い
ますが、どういうかたちになっているのでしょう
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か。

■ 清水　臨床心理士も私どものメンバーには 3
人います。それに精神科医と心療内科医です。だ
いたいカウンセリングを担当するのが臨床心理士
で、精神科医はどちらかと言いますと薬を出した
りする役割です。多くは最初に心理の人が詳しい
内容を聴いてくれるので、これはカウンセリング
だなとなれば、そのまま心理の方にお願いするこ
とになります。相性などもありますから私自身も
担当することもあります。そこの区分けは絶対と
いうわけではありません。
　それからご家族のことですね。ご家族に関して
はいろいろなかたちで相談に乗っています。カル
テを作っていただき、私たちのところに来ていた
だくこともありますが、それはややハードルが高
いと思います。それでもそれがしたいということ
であれば全然ウェルカムです。それでご家族の相
談に乗ったり、睡眠薬を出したりしています。良
くあるのは、ご家族が非常に負担を抱えていらっ
しゃるのですが、自分のことよりも本人のことが
心配だから自分のことはいいと言われるケースで
す。そういう場合は病棟の中でご本人に関わる中
で家族の相談にも乗っています。たとえばご本人
のご様子を教えてくださいと家族におたずねする
と、ご家族の懸念のようなものが大変良く出てく
るので、そこを一緒に考えることもケアにつなが
るのではないかと考えています。

■ 高橋　ありがとうございます。それでは次の
方どうぞ。

死生観、相談支援センターの
利用などについて

■ 参加者D　今日の話の中で、患者さんのケア
の中では死生観に関するお話が少なかったと思い

ますが、死生観に対してはどのように向き合い、
どのような対処をしたらいいかお教えください。
また自分の病院の相談支援センターの相談窓口に
行かれるのがいちばん身近ということでしたが、
意外に自分の病院の相談支援センターには行きづ
らい。たとえば医師や看護師に対する不満や誤解
的なお悩みはたくさんあると思うのです。他病院
のご家族のケアでも受け入れれくださるという話
もありましたが、なかなか敷居が高くて別の病院
の相談窓口には行けないという悩みはたくさんあ
ると思います。そういう場合はどうしたらいいの
でしょうか。それでも受け入れてもらえるという
ことですから、何も資料がなくても、患者さんご
本人ではなくケアしている立場のご家族もそのま
ま飛び込むようなかたちで行けば診察を快く受け
入れていただけるのでしょうか。

■ 清水　ありがとうございます。まず死生観の
お話ですね。今日のケースでは出てこなかったか
もしれませんが、死生観にはいろいろなものがあ
ると思います。その方が死を意識して、その中で
どのようにその方の人生を構築していくのかはよ
くテーマにもなってきますし、それも死生観のひ
とつだと私たちは考えています。その人が、自分
が死んだ後にどうなっていくのだろうかという死
後の世界の話も、その方の考えの中では重要な部
分を占めています。そのことはカウンセリングの
中で話題になります。
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　たとえば宗教的な背景を持っているチャプレン
（教会に属さず学校や病院などで活動する聖職者）
や仏教の方などのかかわりの中ではそちらの話の
方に進みやすいのかもしれません。私たちの場合
はより哲学的と言いますか、現在の生き方という
ところに視点が向きがちなところがあるのかもし
れません。
　私たちの外来は他の病院の方も受け入れます。
またご家族の相談も受けます。紹介状に関しては
お願いするようにしています。紹介状は取れない
というご相談もよく受けます。それはそれでかま
わないのですが、特定機能病院なので紹介状がな
い場合は、申し訳ないのですが料金が 1 万円ほ
どかかってしまいます。そこは施設の制限なので
すが、そこをご了解していただいたうえで来てい
ただくようにしています。
　
■ 若尾　若干補足さ
せていただきます。診
察やカウンセリングで
はないのですが、がん
相談支援センターで
困っていることをご家
族の方からお聞きする
ことがあます。その困
りごとをお話ししていただくことによって今の気
持ちの整理や、あるいはこれからどういうアク
ションをすれば良いかをともに考えることになり
ます。しかもかかられている病院ではなくて他院
のがん相談支援センターもご利用できますし、電
話でもご利用できますから、そこはもう少し気軽
に使っていただけると思います。ぜひご利用いた
だければと思います。

聞き手になった場合
―共感し、聞くことで寄り添えれば

■ 高橋　では、次のご質問をどうぞ。

■ 参加者 E　患者さんが精神腫瘍科や相談支援
センターに行く前に、たとえば友人が「私、がん
になってしまったの」と、家族にも話せないけれ
どあなたには話すわというように、こちらが聞き
手に回ってしまうこともあると思います。人に話
をする時には聞き手に配慮しなければいけないと
いう項目もありましたが（スライド 18、48 ペー
ジ参照）、患者さん自身にはそういう余裕はない
と思いますが、自分たちが聞き手に回ってしまっ
た場合には、どういうことに配慮した方が良いの
か、またこれは言ったらまずいというようなこと
はありますか。意識していなくてもポロッと言っ
てしまうこともあるかもしれないと思いますか
ら、聞き手に回った場合の注意があればおうかが
いしたいと思います。

■ 清水　これは私見ですが、まず大切なことは、
絶対にそれを引き受けなければいけないというこ
ともないということです。やはり引き受けられな
い事情もありますし、今はこういうことがあり、
困っていることは分かるけれども、私自身申し訳
ないがそういうことができないとお伝えすること
も、選択肢としてはあると思います。今までその
人には世話になったし、病気に対して力になりた
いと思った時には、際限なくということではない
と思いますが、できる範囲で力になることはでき
ると思います。
　その話を聞く時の心構えとしては、その人のた
めにどのようにしたら役に立てるのだろうか、ど
のように自分に話を聞いてほしいのかという、当
たり前のことですが、その人の役に立つように関
われれば、それが力になるということだと思いま
す。
　私も余計なことを言って傷つけてしまうことが
あるのですが、その時は率直に、そういうつもり
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ではなかったのだが、申し訳なかったと言います。
そういうことなのでアドバイスをしなければいけ
ないと思わなくても良いと思います。何と言って
いいか分からないのだが「大変だね」ということ
になるのかもしれません。何か自分がそこで変え
なければいけないとは思わなくても良いと思いま
す。

■ 若尾　専門家の前で専門家でない者が言うの
は申し訳ないのですが、患者さんに「頑張ってね」
と励ますことは良くないと言われています。本人
は大変頑張っているのに、その上で知らない他人
に「頑張ってね」と言われると辛いとはよく言わ
れています。先生が言われるように「頑張ってい
るね、大変だね、辛いね」と患者さんに心から共
感して、話を良く聞いてあげるということがひと
つのポイントだと思います。

■ 高橋　お友だちの場面もあるでしょうし、な
かなか難しいのはたとえば患者グループかもしれ
ません。「ここでは重たい気持ちを吐露してもよ
い」という場面設定がある時に、それでも聞いて
いるのがとても辛くなって、これ以上は受け止め
られないなと思った時には、無理して受け止めな
くてもいい、またそのことで、後ろめたく思わな
くてもいいのでしょうか。

■ 清水　受け止められないですよね、その気持
ちは。やはり同じ体験をしてないと言いますか、
隔たりがあるので、そこは分かろうと思っても分
からないところがあります。それでも私は苦しみ
を分かりたいと思っているし、良ければ側にいた
いのだという誠意を伝えることが大切なのではな
いかと思います。そういう時に、若尾先生が言わ
れた「頑張ってね」というような、もっと明るく
考えなさいという言葉が出てくる背景には、そこ
は受け止めたくないので、そういう言葉で終わら

せたいという気持ちがあるのではないかと思いま
す。ただただそこにじっと耐えるということが大
切なのではないかと思います。

■ 参加者 E　たとえばこれ以上は私には分から
ないという時に、こういうお話は精神腫瘍科など
で聞いてもらえるわよと患者さんに言った場合、
たぶん精神腫瘍科と言われた途端に本人は「ガー
ン」となると思うのです。精神科に行って何を話
したらいいか分からないという例があるとお話に
も出ましたが、やはり先生のところに来られた患
者さんは、そういう何を話していいか分からない
という方が多いのでしょうか。私たち素人が精神
腫瘍科というところがあると言った時にそのこと
が逆に患者さんを傷つけてしまうことはないので
しょうか。

■ 清水　まず抱えきれないなと思った時には、
全部抱える方法を提示しなくても良いと思いま
す。私にできるのは、時間はこれぐらいだし、私
という友人の立場で話は聞けるのだが、それであ
なたの力になるのかしらと言い、それを続けてほ
しいということであればそうすれば良いと思いま
す。もしその中でその方も途方に暮れていて、さ
らにこういう問題を解決する方法が必要なのだと
いう考えがご本人にあった場合は、精神腫瘍科が
あると伝えられれば良いと思います。そういうご
本人からの申し出がない時に先にそれを言ってし
まうのは、私には話を聞くことは難しいのでそこ
はそちらでという拒絶のメッセージとして伝わっ
てしまうことがあるかもしれないと思います。

「こころ」の開き方

■ 高橋　それでは最後の質問をお受けします。

■ 参加者 F　相談を受ける側が「こころ」を開
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「第６回 がんサバイバーシップ オープンセミナー」アンケート集計 参加者　129名
平成28年7月4日（月）実施 回答者105名（回答率　81％）

アンケート集計

原文ママ

など

原文ママ

など

開催に関する希望（自由記述）

転院を考える時（終末期ちょっと前）はいつ？例えばお薬あと１つだよ！！とか。
今後も“がんと心理”についてのセミナーを何度も開催して頂きたいと思います。
基本的なことですが、がん（早期がん）を宣告された際・・・治療はどうするべきですか？

毎回とても有意義なセミナーありがとうございます。周りと共有していきたいです。これからも期待しております。次回も是非出席し
たいと考えております。よろしくお願い致します。

患者の方が、積極的に発言される事がすばらしい。このような形を維持できると良いと思う。Cancer survivorの体験談を聞いて、何
が不都合なのかを知りたい。

自分自身、透析により延命しているので、自らの過去を振り返り、眺める事ができた。こういった延命中、闘病中の者に対してのメ
ンタルのケアがもっと普及して欲しいと切に感じます。ありがとうございました。

心の動きと、介入の方法を知ることができました。ありがとうございました。

“認知症の方（家族）とがん”というテーマ

自分自身を客観的に見るために、非常に役に立った。

外傷後成長モデルの一面を学べたことが特によかったです。とにかく患者さん・家族を、点ではなく線でみて頂きたい。その方々の
storyを先入観なくみてほしいと思います。まちがえたら謝るという誠意もつづけて頂きたいです。

具体例を交え、カウンセリングの基本・アプローチ、言葉かけの具体例があり、再確認しました。気持のはき出しに必要な信頼関係
を得られる心がけ、寄り添う心、その言葉かけも参考になりました。その後の対策まで示され、参考になりました。中央病院の取り
組みが理解できました。

体験セミナーを。リラクゼーション、リンパドレナージ。

普段いつも感じていた（なやみ）が、自分だけでなく、皆同じなんだなと少し心穏やかになりました。でも毎日、今も不安です。

定期的に様々のテーマでの開催をお願い致します。

人は他者（医師）に話すことによって、自分なりの解決を見つけることができることを確信しました。心の動きは、万人に共通面があ
り、患者の夫として甘えてくれたり、不安を訴えてもらいたいのだが、なかなかそうでないのが悲しい。

企業内相談室のカウンセラーとして働いていますが、非常に実際的で役に立つセミナーでした。ありがとうございました。

参加者の感想（自由記述）

特別なことをするわけではなく…でも、ただ思う存分、専門家に話を聴いてもらえるところがあるというのは、心が安らぐし、羨ましい
限りです。患者会の語り合いには限界があります。カウンセラーの心得はピアサポーターとして、支援する機会が与えられたら、い
かしたいと思っています。

私にとっては「不確実な脅威に対しておこりやすいこころの動きです」という言葉に触れることができたのがとてもよかったと思いま
した。また「回避」したり「なんともないふり」は問題の先送り、また慢性化につながるという言葉もありがたいアドバイスでした。あり
がとうございました。

「がん」に罹患したことは、多くの喪失を生じたとしても、そこからなにかが生まれる世界観というお話は、伺っていてとてもポジティ
ブで、心温まる気持ちになりました。ありがとうございました。

大変参考になるお話をありがとうございました。家族の病の戦いの日々も思い出しながら、分析しながら聞いていました。

現在、がん患者さんの就労支援を担当させていただいております。ご本人の心の動きや変化について少しでも知る事ができ、有意
義な時間でした。今後も参加したいと思います。ありがとうございました。

貴重な情報・内容の講演、ありがとうございました。がんにかかると死生観の変化が激しいと実感しました。家族にもっと優しくして
欲しいと願うが、自分を励ましてくれるつもりと思うが、わりと家族が冷たくつきはなしてくれると感じることがある。複雑な心境です。

とてもわかりやすいお話で、精神腫瘍科の必要性を強く感じました。ありがとうございました。
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受付登録者（137名） お立場（複数回答） 患者・家族 医療者 支援団体 企業 その他

30.0% 69.0% 1.0%
性別 男性 女性 未回答

5.0% 13.0% 25.0% 31.0% 17.0%

7.0% 2.0%年齢 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳代以上 未回答

65.7% 23.8%

1.0% 1.0%

10.5%
オープンセミナーの感想 とても良かった やや良かった あまり良くなかった 全然良くなかった 無回答
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2.9%
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15.2%
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13.3%
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行政関係者

企業関係者

その他

立場（複数回答）

35.2%
21.0%

9.5%
38.1%

1%

研究班からのメール

友人の紹介

Facebook,Twitter
その他

無回答

カフェを知った経由（複数回答）

かなければいけないと先生は言われましたが、「こ
ころ」を開いているということは、どのように表
現できるかということをお聞きします。家族だか
ら逆に「こころ」を開くのは恐いということもあ
ると思いながら聞いていました。目の前にいる患
者さんである自分の家族にどうやって「こころ」
を開くのか、どのような態度をとれば良いのかを
教えていていただければと思います。

■ 清水　「こころ」を開くのは大変難しいことだ
と思います。実は大変恥ずかしいことを今から話
すのですが、私自身の経験からすれば、昔は専門
家として何かそこで解決してやろうとか、自分自
身が役に立ちたいという、何か自分本位の「ここ
ろ」の動きがあったと思います。今でもあるのか
もしれませんが、難しいことなのですが、その人
に対して自分がやることがうまくいくか、いかな
いか分かりませんが、その人のために何ができる
のかを考え、それに対して素直に行動し、言葉を
発することが大事だと思います。

■ 参加者 F　なんとなく自分が不安な時に、目
の前の家族である患者に自分は不安だと伝えられ
ないのかなとか、そのあたりの「こころ」のやり
取りはどのような感じなのかと思いました。

■ 清水　伝え方もあると思いますが、その不安
の程度にもよると思うのです。一緒の課題に取組
んでいて、その中で私も不安な気持ちがあるのだ
という言い方はできると思います。
　あなたの病気はあなたにとっても大変なことだ
し、私にとっても課題なのだから 2 人で取組ん
でいこう。その中で私にも不安な気持ちはあるし、
あなたにも不安な気持ちがある、そこも一緒に
やっていこうというような伝え方はいかがでしょ
うか。

■ 参加者 F　ありがとうございます。

■ 高橋　本当にご質問は尽きないと思いますが、
自然に手が挙がるのは、清水先生がとても「ここ
ろ」を開いてくれているからだと思いました。い
かがでしょうか。ご家族の話もとてもたくさん出
ました。次回の第 7 回オープンセミナーは、い
みじくも「家族の心」です。家族というキーワー
ドでお話をいただきます。ご本人、家族、本日も
出ましたが他の方、友人、患者会のお友だちとい
ろいろ違いますが、家族だからこその苦労もお互
いにあると思います。
　今日は清水先生には長時間お話しいただき、暖
かくご質問に答えていただきましてどうもありが
とうございました。＜拍手＞
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開催に関する希望（自由記述）

転院を考える時（終末期ちょっと前）はいつ？例えばお薬あと１つだよ！！とか。
今後も“がんと心理”についてのセミナーを何度も開催して頂きたいと思います。
基本的なことですが、がん（早期がん）を宣告された際・・・治療はどうするべきですか？

毎回とても有意義なセミナーありがとうございます。周りと共有していきたいです。これからも期待しております。次回も是非出席し
たいと考えております。よろしくお願い致します。

患者の方が、積極的に発言される事がすばらしい。このような形を維持できると良いと思う。Cancer survivorの体験談を聞いて、何
が不都合なのかを知りたい。

自分自身、透析により延命しているので、自らの過去を振り返り、眺める事ができた。こういった延命中、闘病中の者に対してのメ
ンタルのケアがもっと普及して欲しいと切に感じます。ありがとうございました。

心の動きと、介入の方法を知ることができました。ありがとうございました。

“認知症の方（家族）とがん”というテーマ

自分自身を客観的に見るために、非常に役に立った。

外傷後成長モデルの一面を学べたことが特によかったです。とにかく患者さん・家族を、点ではなく線でみて頂きたい。その方々の
storyを先入観なくみてほしいと思います。まちがえたら謝るという誠意もつづけて頂きたいです。

具体例を交え、カウンセリングの基本・アプローチ、言葉かけの具体例があり、再確認しました。気持のはき出しに必要な信頼関係
を得られる心がけ、寄り添う心、その言葉かけも参考になりました。その後の対策まで示され、参考になりました。中央病院の取り
組みが理解できました。

体験セミナーを。リラクゼーション、リンパドレナージ。

普段いつも感じていた（なやみ）が、自分だけでなく、皆同じなんだなと少し心穏やかになりました。でも毎日、今も不安です。

定期的に様々のテーマでの開催をお願い致します。

人は他者（医師）に話すことによって、自分なりの解決を見つけることができることを確信しました。心の動きは、万人に共通面があ
り、患者の夫として甘えてくれたり、不安を訴えてもらいたいのだが、なかなかそうでないのが悲しい。

企業内相談室のカウンセラーとして働いていますが、非常に実際的で役に立つセミナーでした。ありがとうございました。

参加者の感想（自由記述）

特別なことをするわけではなく…でも、ただ思う存分、専門家に話を聴いてもらえるところがあるというのは、心が安らぐし、羨ましい
限りです。患者会の語り合いには限界があります。カウンセラーの心得はピアサポーターとして、支援する機会が与えられたら、い
かしたいと思っています。

私にとっては「不確実な脅威に対しておこりやすいこころの動きです」という言葉に触れることができたのがとてもよかったと思いま
した。また「回避」したり「なんともないふり」は問題の先送り、また慢性化につながるという言葉もありがたいアドバイスでした。あり
がとうございました。

「がん」に罹患したことは、多くの喪失を生じたとしても、そこからなにかが生まれる世界観というお話は、伺っていてとてもポジティ
ブで、心温まる気持ちになりました。ありがとうございました。

大変参考になるお話をありがとうございました。家族の病の戦いの日々も思い出しながら、分析しながら聞いていました。

現在、がん患者さんの就労支援を担当させていただいております。ご本人の心の動きや変化について少しでも知る事ができ、有意
義な時間でした。今後も参加したいと思います。ありがとうございました。

貴重な情報・内容の講演、ありがとうございました。がんにかかると死生観の変化が激しいと実感しました。家族にもっと優しくして
欲しいと願うが、自分を励ましてくれるつもりと思うが、わりと家族が冷たくつきはなしてくれると感じることがある。複雑な心境です。

とてもわかりやすいお話で、精神腫瘍科の必要性を強く感じました。ありがとうございました。
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