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家族が「病気」になったとき
2016 年 9 月 29 日
18 時〜 19 時 30 分
国立がん研究センター 特別会議室
開催
がんサバイバーシップ支援部
主催

開会の挨拶

若尾

文彦

国立がん研究センターがん対策情報センター長

みなさん今晩は、国立がん研究センターがん対

んを体験した「こころ」のケア〜三人称の視点か

策情報センター長の若尾と申します。本日は第 7

ら〜」ということで、国立がん研究センター中央

回がんサバイバーシップオープンセミナーにお集

病院精神腫瘍科の清水研先生にお話しいただきま

りいただき誠にありがとうございます。今日は本

した。

当に大入り満員になりますので、席を詰めて、窮
屈ですがお聞きいただければと思います。

前回はがんを体験した患者さんご自身の、ここ
ろのケアでした。今日は「家族が病気になったと

最初にこの、がんサバイバーシップオープンセ

き」ということで、がん患者さんご自身のこころ

ミナーについて簡単にお話しさせていただきま

の問題もお話しいただきますが、それとともに患

す。この会は昨年度（2015 年度）から始まりま

者さんの家族の方についてお話しいただきます。

した。もともとは先行して公民館カフェというも

よく家族は第 2 の患者と言われますが、家族に

のを中央区月島区民館で医療者あるいは患者さ

患者が出ると家族は非常に多くの負担を感じるこ

ん、地域の方とお茶を飲みながら、勉強しながら

とがあります。そういう家族の方に起きる問題と

楽しく語り合う会というものを始めました。それ

その対策なども今日はお話ししていただきますの

を少し発展させる形で、もう少し勉強を中心とし

で、ぜひ今日はお話をお聞きいただき、その後、

た会、それでもあらゆる方が参加できる会を、こ

活発なご質問、ご意見等いただけたらと思います。

の病院の中で開こうということで昨年度から始ま

今日の会がみなさまにとって意義のある会とな

りました。
昨年度は 4 回やりまして、今年は 3 回目にな
ります。連続して参加されている方も多いかもし

ることを祈念いたしましてご挨拶と代えさせてい
ただきます。今日はどうぞよろしくお願いいたし
ます。

れませんが、前回は 7 月に行われて、その時は「が
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セミナーを始めるにあたって

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

みなさま今晩は、今日もたくさんお集まりいた

ことができます。

だきありがとうございます。第 7 回がんサバイ

それから『日々歩』という国立がん研究センター

バーシップオープンセミナーを始めさせていただ

の広報誌「がん患者さんのための簡単レシピ」な

きます。

ども連載されています。

お手元の資料の確認をいたします。まず大西先
生のパワーポイントの印刷資料があります。それ

また今日の会のアンケートもございます。ご協
力ください。

から、第 30 回日本サイコオンコロジー学会総会

今日の進め方ですが、1 時間じっくり大西先生

のご案内チラシです。気をつけてください、今年

のお話をうかがって、その後まるまる 30 分、質

ではなく来年開催の会です。2017 年 10 月 14

疑応答をしたいと思います。オープンセミナーの

日（土）
・15 日（日）に、日本サイコオンコロジー

リピーターの方はどのくらいいらっしゃるでしょ

学会と日本臨床死生学会という 2 つの学会の総

うか。挙手をお願いします。半分弱ぐらいですね。

会が合同大会というかたちで品川の「きゅりあん」

残り半分の方は初めての方となりますが、本当に

（品川区立総合区民会館）で開かれます。その大

色々な方にいらっしゃっていだいています。今日

会長を今日のスピーカーの大西先生が務められま

はだいたい 6 割くらいが、がん治療を受けたご

す。とても興味深い機会になりますので、ぜひ来

本人、ご家族で、あとはセンター内外の医療者の

年のご参加をご検討ください。

方、企業の方、支援団体の方、一般の方などです。

がん対策情報センターのがん情報サービスで出

毎回 30 分の質疑応答は、ザックバランにたく

している『家族ががんになったとき』という冊子

さん手が挙がります。みなさんどうぞご遠慮なさ

もお手元にあると思います。これは、今改訂中で

らず、どんどん質問なさってください。

す。改訂され次第、がん情報サービスで公開され

それではお待たせしました。大西先生にご講演

るとともに、全国の拠点病院でも配布されます。

をいただきます。どうぞよろしくお願いいたしま

改訂前のバージョンはがん情報サービスでも読む

す。

セミナーを始めるにあたって
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家族が「病気」になったとき

大西

秀樹

埼玉医科大学国際医療センター精神腫瘍科教授

と「家族自身のケア」について、みなさんと勉強

はじめに
みなさま今晩は、埼玉医科大学の大西です。今
日はこのような会にお招きいただき、がん対策情

したいと思います。

患者さんが抱えるこころの問題
―半数は精神科診断がつく

報センターの高橋先生ありがとうございます。実
は僕と若尾先生は大学の同級生です。31 年前に
大学を卒業しました。当時の研修医はほとんど大
学に残るのですが、60 人中 3 人だけ外に出て、

まず第 1 に「患者さんが抱えるこころの問題」
について勉強します。
がんに対するイメージですが、これは私が外来

その 1 人が若尾先生でした。先生はずっと国立

で聞くのと医療者に聞くのとではかなり違いま

がん研究センターですからすごいと思います。僕

す。医療者の多くは、がんは慢性疾患になったと

なんかはうろうろしています。今日は若尾先生、

言います。たしかに慢性疾患ですが、告知を受け

高橋先生とも一緒にやれてうれしいですし、みな

た患者さんにとって多くの場合、連想されるイ

さまとこうして勉強ができることをうれしく思っ

メージは「死」です。今だに「死」のイメージは

ています。よろしくお願いいたします。

多いです。私の外来でもその話が出ます。死亡原

私は、埼玉医科大学国際医療センターに勤めて

因の第 1 位ががんは、昭和 56 年からずっと続い

います。おそらくいらしたことはないと思います

ています。昨年は 37 万人が亡くなっています。

が、テレビなどでは見たことがあると思います。

がん患者さんは大変です。まず治療の問題を抱

映画になって有名なものでは「チーム・バチスタ

えます。さらに仕事の問題、家庭の問題とさまざ

の栄光」、最近では「下町ロケット」などがあり

まな問題を、自分ががんになったにもかかわらず

ます。それから「救命病棟 24 時」などで撮影に

考えなければいけない。ひとつひとつが大きなス

使われているので見たことがある方は多いと思い

トレスです。ひとつひとつが精神科の原因のひと

ます。

つになっていくわけです（スライド 1）。

本日の内容ですが、まずは「患者さんが抱える

問題です。100 人のがん患者さんがいたとし

こころの問題」、そして「こころの問題への対応法」

ます。僕がこれから 100 人に連続して面接する

を学び、それから「ご家族が抱えるこころの問題」

と何人に精神科の診断がつくかご存じでしょう
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スライド１ 「がん」のイメージ

患者さんが抱えるこころの問題
―がん告知後のこころの動き
次にがん告知とこころの動きについて勉強した
いと思います。がん告知とこころの動きについて
勉強するには、まず横軸に時間経過、縦軸に日常
生活への適応度を置いてみます（スライド 3）。
私たちの生活は山あり谷ありです。うれしいこと
があったり、悲しいことがあります。しかし私た
ちのこころのレベルは多少の波はあったとしても
高い水準が保たれています。したがって私はこう
スライド２

治療中がん患者での精神医学的有病率
（Derogatis et al, JAMA, 1983）

してみなさんにお話ができるし、みなさんはこう
して築地にきて勉強ができるのです。しかし、も
し悪い知らせが入ってしまうとどうなるでしょう
か。悪い知らせというのは定義があります。「患
者さんの将来への見通しを根底から否定的に変え
てしまうもの」という分かりにくい直訳がありま
す。どういう意味かと申しますと、たとえば私、
大西秀樹が今後ずっと精神科医をやっていきたい
という希望を覆すものとなります。おまえはもう
だめだという知らせです。そういう知らせが入る

か。4 択とします。「5・10・20・50 人」です。

とどうなるかと言いますと、私たちの日常生活レ

答えは実は 50 人に精神科の診断がつくです。非

ベルは一気に落ちます。衝撃の時期と言います。

常に多いのです。

1 週間ほど続きます。

調べた方がいます。治療中がん患者での精神医
学的有病率です（スライド 2）。47％で、ほぼ 2
人に 1 人です。私は精神科医ですから昔は統合

患者さんに聞いてみました。元気になった後で
スライド３

がん告知とこころの動きー衝撃の時期

失調症の患者さんを診ることが多かったのです
が、今はほとんどいません。どういう患者さんが
多いかと言いますと適応障害です。これは反応性
うつ状態と思ってください。軽いうつ病です。そ
れから本当のうつ病です。ショックを受けていま
すから多くの方が不安とかうつ状態に悩んでいま
す。逆に半数の方は診断がつきません。ただ平気
かと言うとまったく平気ではありません。辛いの
ですが病名がつかないというだけの話です。
家族が「病気」になったとき
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スライド４

告知ストレスが心身に及ぼす影響
（Fang et al. NEJM 2012）

スライド５ がん告知とこころの動きー不安・抑うつの時期

す。乳がん告知を受けた瞬間に自分はどうだった
かを聞きました。こんな感じでしたと言ってくれ
たのは、パソコンのシャットダウンのような感じ

さらに 2 週間ぐらいすると普通のレベルに戻っ

だということです。瞬間的に切れてしまって、1

てきます。これが適応の時期です。これが通常反

時間先生が説明してくれたのですが、「乳がん」

応です。先述したようにがん患者さんの有病率は

という言葉を聞いた後は何も分からなかったと言

5 割ですから戻らない方は半数います。その方た

います。乳がん外科の先生の 1 時間の説明は徒

ちが適応障害やうつ病ということになります。

労に終わったのですが、それほど厳しいものです。

スライド 5 は大切な図です。悪いことがあっ

告知ストレスが心身に影響を及ぼすことも知ら

たら 2 週間は判断力が落ちます。しかしながら

れています（スライド 4）。調べた方がいます。

2 週間後にはだいたい通常レベルに戻る。ただ半

心身に及ぼす影響ですが、やはり自殺率が上がり

数近くの人は戻らないということを示していま

ます。１ヵ月以内の自殺率が 12 倍ほどになりま

す。

す。辛さのあまり自ら死を選んでしまう人がいま

私は併診を受けることがあります。告知を受け

す。それから辛さのあまり、本当に心臓にショッ

たらひっくり返ってしまったとか、壁際にしゃが

クを受けて死んでしまう人がいます。そういう心

みこんでシクシク泣いていると言われ、併診を受

疾患の死亡が１ヵ月間は 5 倍になると言われて

けることがあるのですが、その時に私は何をする

います。本当に自殺したり死んだりしてしまうの

かと言いますと「不安で死にたい」と言っている

です。それほどショックが大きいできごとです。

人に対してようすを見ます。何も処方はしません。

告知というのは人生における大変なできごとで
す。

「2 週間一緒にやりましょうね」と言ってやると
2 週間後には半数の人は普通に戻っていきます。

しかしながらそうは言ってもみなさん治療は受
けています。なぜならば人間には回復力が備わっ

戻らない人に関しては適切な医療の提供を行いま
す。

ているからです。陽はまた昇るのです。１週間ほ

逆に今まで普通に外来に来ていた人が急に具合

どすると立ち上がってきます。この時期になると

が悪くなった場合に何をするかと言いますと、
「何

頭が真っ白の時期から少し周りが見えてくる時期

か悪いことはなかった」と聞きます。「実はがん

になります。この時には逆に不安感が強くなりま

が再発しました」とか、「実は親ががんになった」

す。自分はもうだめなのではないかと言う方もい

とか、「実は親が亡くなった」といったバッド

ますし、怒りが出てくる方もいます。

ニュース、悪い知らせがあることが多くあります。
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これはわれわれが診療をやっている時の基本です

症状を伴う症候群」という長い病名がついている

から良く覚えておいてください。人間には 2 週

のですが、それでは誰も分かりません。患者さん

間で治る力があると思ってください。

は異口同音に言います。治った後に「どうだっ

正常反応する人は人間の適応力を表しています

た？」と聞くと「苦しかった」とみな言います。

し、適応障害やうつ病に関しては、私たちの援助

苦しい病気なのです。「どれぐらい苦しいの？」

を必要とする人がいることを表しています。

と聞くと「死ぬほど苦しい」と言います。それで
は良く分からないので、僕の患者さんはみな化学

こころの問題に対応しなければいけない
のはなぜか

療法を受けているから「化学療法でいちばん苦し
い時期とうつ病とではどちらが苦しい？」と聞く
と、99％の方が「うつ病」と答えます。それほ

それではなぜ精神症状に対応しなければいけな

ど苦しいのです。

いのでしょうか。ちなみに私は神奈川県立がんセ

先日は「先生、まだがん性疼痛の方がましです

ンターに 5 年勤め、今は埼玉医大のがんセンター

よ」と言われました。それほど辛いのだと思いま

に 10 年勤めています。15 年間、がん医療の専

した。がん性疼痛はどのくらいの痛みか分かりま

門病院に精神科医として勤めているのですが、モ

すか。がん性疼痛は「二の腕をペンチで挟んで

ルヒネは出したことはありますが、抗がん剤は出

360 度回転させた痛み」と言います。それより

したことはないですし、手術をやったことはあり

痛い、苦しいのです。みなさんが精神症状に本当

ませんし、放射線治療室がどこにあるかも知りま

に苦しんでいらっしゃいます。それに対応するの

せん。なぜそういう医者が勤めなければいけない

がわれわれの仕事です。みなさんも気がついてケ

のでしょうか。がん患者さんの精神症状に対応す

アを色々提供していただければと思います。

る必要があるのです。なぜかと言いますと、精神

次に大きな問題は意思決定障害です。乳がん患

症状は苦痛なのです。これは覚えておいてくださ

者さんが術後化学療法を受けます。生存率が上が

い。こころの問題というのは苦痛なのです（スラ

るのでほとんどの方が受けるわけですが、2000

イド 6）。

年にイタリアの方が調べたのですが、「抑うつな

みなさんはうつ病という病気を一言で説明でき

し」の方はだいたい 9 割が受けます。
「抑うつあり」

ますか。うつ病というのは「抑うつ気分と興味・

の方が何割受けるかと言いますと、悲惨なのです

喜びの低下を主症状としてさまざまな精神・身体

が 5 割しか受けません（スライド 7）。

スライド６

なぜ、精神症状へ対応するのか？

スライド７

乳がん患者が術後化学療法を受ける割合
（Colleoni et al. Lancet, 2000）

家族が「病気」になったとき
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何を意味しているかと言いますと、意思決定が

うことで行われているのだと思います。

精神状態に左右される可能性があるということで
す。私の周りにもたくさん来ます。「もう抗がん

うつ病は見落とされやすい

剤は止めました。恐いから」とか「もう辛くてで

―だから気づかなければ

きません。」と言って来るのですが、そういう方
たちを診察するとうつ病です。実はうつ病の治療

ちなみにうつ病というのはどれくらいいるかと

をしたら元気になって、「また治療したいのです

言いますと、一般人口の４、5％はいます。一般

が」と言って、戻って行かれる方はたくさんおら

病院では外来患者さんの 5 〜 10％とけっこう多

れます。身の回りの方で治療を止めたいと言った

いのです。だいたい病院というのは 50 床なので

ら、それは本当の意思なのか、実はうつ病につら

すが、50 床の病院の医学的入院患者では、うつ

れ て や る 気 が な く な っ て い る の か、 き ち ん と

病患者は何人紛れ込んでいるかと言いますと精神

チェックしておくことは必要です。だいたい大病

科ではなく内科や外科ですが、だいたい 5 〜 7

院はそういうチェックしていますから安心してく

人います。それぐらい入っています。実はうつ病

ださい。

は非常に多い、しかしわれわれはこれほど見つけ

スライド 6 に戻ります。「なぜ精神症状に対応

られません。見落としているのです。うつ病を見

するのか？」の 3 番目は「家族の精神的苦痛」

落としたことがないという医療者や家族はいませ

です。今まで普通に働いていた人が急にせん妄に

ん。私も見落とします（スライド 8）。

なってそのへんを走り出したり、手首を切ってし
まったりすると家族はびっくりします。

なぜ見落とすのか。身体症状と解釈してしまう
からです（スライド 9）。抗がん剤を飲んでいる

また「入院期間の延長」もあります。これは血
液内科で調べた結果です。血液内科というのは入
院期間が長いのですが、うつや不安が強い人は入

スライド８

医療現場でのうつ病患者（Katon et al.1992）

スライド９

がん医療における「うつ病」の見落とし

院期間が非常に長くなってしまうのです。
それから「自殺率上昇」があります。これがい
ちばんの問題です。ちなみにがん患者さんの自殺
率は一般人口の約 1.8 倍と言われています。そ
ういう悲劇的な結果を避けるためにも私たちは日
夜努力をしています。「こころのケア」と言いま
すと何となくほんわかした雰囲気があります。何
となく患者さんの側にいる、一緒に話を聞きま
しょうということが良く言われていますが、実は
精神症状の改善というのは患者さんや家族、医療
者が治療を円滑に行うために欠くことのできない
手段なのです。したがってみなさんにも最低限の
ことは知っておいていただきたいのです。患者さ
んも、家族も、医療者も最低限のことを知らない
と医療が円滑に進みません。今日の企画もそうい
72
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人で点滴をしている人がいます。その人がだるい

を何でもつくり出す臓器です。脳の調子が悪くな

とか食欲がないと言ったら典型的な抗がん剤の副

るとさまざまな症状をつくり出しますから気をつ

作用です。抗がん剤治療をされた方は分かると思

けてください。

いますが、担当医の先生から「ご飯が食べられな

非常に優秀な肛門外科医の先輩がいます。その

くなったり、だるくなったりする副作用が出ます」

先生が「オレは精神科は嫌いだ」と言います。な

と言われた記憶があると思います。それは身体の

ぜと聞きましたら「ストレスは見えないから嫌」

治療の一部の見方であって、われわれ精神科医か

だということです。俺は毎日お尻を見ているが、

らするとそれはうつ病の基本的な症状です。がん

おまえは何を見ているのだ、見えないだろうと言

の症状とまったく重なっています。

います。しかし見えるのです。ストレスは見えま

それから「耳鳴り、ふらつき、息苦しさ」が出
ます。喉がべつにダミ声になっていないのに詰

す。この先生はそうは言っていますがストレスの
ことは良く分かっている先生です。

まった感じがするとか、ものが飲み込めない、あ

気づかなければいけません。自分でも気がつか

るいは耳鳴り、ふらつきがあるという人がうつ病

なければいけませんし家族にも気づいてもらわな

の方には多い。また精神症状や適応障害の方にも

ければいけません。どういう気づきがあるかと言

多く見られます。このへんなら僕もプロとして

いますと、大事なことは、がん患者さんにはうつ

やっていますからすぐに分かります。

病が多いし精神疾患が多いということをまず覚え

先日は難しい方がいました。77 歳の女性で乳
がん手術後に排尿をするとしみると言うのです。

ておいてください（スライド 10）。
また患者さんたちは調子が悪くなってくると眠

完全に膀胱炎です。しかし尿を見たらきれいなの

れなくなり、食べられなくなり、テレビを見ない

です。おかしいと思い、抗生剤を出したのですが

し、新聞を読みません。新聞は読んでいたとして

治りません。それで泌尿器科に行きましたが、問

も見出しぐらいしか頭に入っていません。つまり

題はありませんと帰されました。その後、それな

当たり前のことができなくなってきます。女性の

ら婦人科ということで行きました。婦人科でも問

場合は意外に分かりやすいです。お洋服が地味に

題はありませんと帰ってくる。異常が出ないので

なってきます。それからお化粧をしないし、美容

す。「尿道口は問題がないのでメンタル系をお願

院に行きません。それでだいたいすぐに分かりま

いします」というわけが分からない返信が私のと

す。そういう患者さんたちが良くなってくるとお

ころに来ました。なぜオレがやらなければいけな
いのだと思いました。ただ実は昔、肩が痛くてう
つ病だった人がいたので、しようがないと思って

スライド 10

気づきのために

抗うつ薬を出したら尿道口の痛みが取れました。
こういうことがあるのです。肩が痛いとか尿道口
が痛いなどわけが分かりません。
うつ病の精神症状というのは何でもあります。
覚えておいてほしいのですが「不調な脳は身体の
症状をつくり出す」ということです。脳が不調に
なるとさまざまな症状をつくるのです。胃が痛い、
肩が痛い、排尿時にしみるなど、脳は身体の症状
家族が「病気」になったとき
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洋服が整ってきてお化粧をして、美容院に行きま

者さんは転んでしまいます。転んで骨折をさせた

す。

くない。それから意識障害が出ることもあります。

われわれ医療者が感じるのは検査データと活動

また常用量依存と言いますが、薬から離れられな

性が合わないということです。肝機能、腎機能、

くなります。とくに抗不安薬や睡眠薬は依存が起

心肺機能とありますが、肝臓や腎臓などが良いに

きますのでなるべく少ない量で対応するようにし

もかかわらず動けないのです。これは何だという

ています。

ことで気づいて私たちのところに併診の依頼が来
ます。

薬物療法は、どういうように治療をしたら良い
かという進行がん患者におけるうつ病アルゴリズ
ムがスライド 12 にあるように決っています。こ

こころの問題への対応法

れは国立がん研究センターで開発されたものです

―医療者が行う患者さんへの援助

から、ここの先生はこれに従ってやられていると
思います。

次にこころの問題への対応法を考えましょう。

精神療法ですが、見た感じはいかめしいですが、

われわれ医療者という専門家が行う患者さんの援

まず大事なことは「お話を聞く」ということです。

助ですが、薬物療法と精神療法を行います（スラ

私はご覧の通り大変おしゃべりで、お酒を飲むと

イド 11）。これは基本です。薬を使う薬物療法

この 10 倍ほどは話します。その私が診療場面で

とお話するという治療である精神療法です。今、

は聞いています。聞くことが治療です。聞くとい

精神科では多剤投与が問題になっています。私ど

うことはどういうことでしょうか。若いころ自分

もも国立がん研究センターもそういうことはして

の担当教官である教授が言っていました。「患者

いません。必要最小限の投与をします。私も若い

さんの話を聞けるまでに 20 年かかった」と言う

ころはけっこう量を出していました。今は 1 種類、

のです。都立松沢病院におられて、国立長寿医療

ないしは 2 種類程度の薬しか出しません。少な

センターの理事長を退官された方で、松下正明先

い薬で治療をするのがわれわれの基本です。なぜ

生という日本でも有名な精神科医です。その時は

たくさんの薬を出さないかということにも理由が

もしかしたらこの教授はできが悪いのではないか

あります。出したら良いことがないからです。患

と思いました。なぜ 20 年もかかるのだというこ

スライド 11

スライド 12 進行がん患者におけるうつ病治療アルゴリズム
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とです。それから 30 年ほどたって、30 年目の

スライド 13

患者さんへの対応

先日、松下先生にお会いしました。その時に「あ
なたの言葉は正しかった」と伝えました。当時聞
いた時は少しおかしいと思ったけれど私も 30 年
やってきてやっと意味が分かったという次第で
す。お話を聞くというのは大変です。聞けるよう
になるまでに 20 年かかります。お薬の処方など
は数年たてばできるようになるのですが、聞ける
ようになるには 20 年かかります。
私にとって聞くということは何かと言います
と、まず第一にはしゃべることではありません。
われわれ医療従事者は病状説明という伝家の宝刀
を持っているのです。しゃべってしまうのです。

せん。本日ここにおられる方はみなさん意識が高

それがいかに患者さんの心を傷つけているのか、

いからそういうことはないと思いますが、実はこ

家族のこころを傷つけているのかということで

うした例はたくさんあります。

す。やはり聞かなければいけません。聞いても問

それから「あなたの気持ちは分かります」とい

題解決にならないこともあるので聞くだけではだ

うものもあります。一見良いように思えますが、

めです。大事なことは聞きながら問題点を理解す

いちばん嫌われている言葉です。絶対に言わない

ることです。この患者さんの悩みは何だろう、家

でください。なぜならば気持ちなど分かるわけが

族の悩みは何だろうということを考えるわけで

ないからです。私たちは他人なのですから。われ

す。それを把握します。その中に解決可能な問題

われは医療者だから家族よりももっと遠いし、分

があります。そういうことを一緒に考えていくこ

かるわけがないのです。したがって「分かる」と

とです。聞くことで患者さんの頭が大変整理され

いう言葉を私たちは使いません。時々「分かりま

ます。聞くだけで治ってしまう方もいます。その

すか？」と聞かれるのですが「分かりません」と

ことを覚えておいてください。

言います。なぜかと言いますと私たちは正直に答
えたいと思っているからです。分からないから聞

こころの問題への対応法

くのです。聞いて少しでも近づく努力をしている

―ご家族が行う患者さんの援助

のですと言うと、それなら良かったと言われるこ
との方が多いです。正直に答えると「分かります」

具体的にどうすれば良いかですが、悪い例と良
い例をお示しします（スライド 13）
。
悪い例ですが、患者さんや家族に向かって「大

とは言えません。私たちは患者さんのこころで話
していただく一部分を知れるだけです。ご家族も
そうだと思います。

丈夫だよ」と言う方は良くいます。それから患者

良い例は、「良きパートナー」になって、「そば

さんがしょげていると「もっと大変な人もいる」

にいて」、「話を聞く」ことです。大事なことは、

とか「あなたはまだましだ」と言う人がいます。
「大

この良い例の中には「しゃべれ」ということが書

丈夫」というのは何の根拠があって大丈夫なので

かれていないことです。しゃべることは良いケア

しょうか、こういうことは絶対に言ってはいけま

ではないのです。これは精神療法の基本です。大
家族が「病気」になったとき
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事なことは「そばにいて話を聞く」ことです。心
療内科もそうですし、ご家族がテーブルを囲んで
話をするのもそうです。

ます。
なぜ話を聴くことが大切なのでしょうか。家族
に関しては話を聴くことで患者さんの理解は進み

しかしがん患者さんを前にすると何とか救って

ます。聴かなければ分かりません。身内の家族で

あげなくてはと思って、ついしゃべってしまう。

あっても聴いてみないとその苦悩は分からない。

こうしなさいとか、これが良いかもしれない、良

われわれなどは第三者なのですから特にそうで

い治療法を持ってきた、良い薬があるというよう

す。

にみなさんやってしまうのです。患者さんはいっ

患者さんにとってのメリットは、話すことで考

ぱいいっぱいの状態です。自分の思いを話したい

え方の整理ができるということです。私も良く経

のに、家族が話をしてしまったり、友人が話をし

験するのですが、外来で患者さんの話を聞きます。

てしまって患者さんがよけいに傷つくという現象

聞いていて何も話さないのですが、「どうもあり

が起きています。大事なことは聞くことです。こ

がとうございます」と良く言われます。なぜだろ

のおしゃべりな私が言うのですから覚えておいて

う、何もやっていないのにと思うのですが、「聞

ください。

いてくれたので私の頭が整理できました。これで

悪い例はよくみると動きが多いです。
「動」です。

もう良いです。さようなら」と言って帰って行く

良い例は動きが少ないです。これはいちばん大事

人がいます。やはり話すということは自分の頭の

なスライドかもしれません。

中を整理することです。それを覚えておいてくだ

先日、朝日新聞を読んでいましたら「折々のこ

さい。話すということの重要性です。患者さんは

とば」というコーナーにスライド 14 のような言

「話す」、しかしわれわれは「聞く」です。その方

葉が出ていました。なるほどと思いましたので紹

が治療的です。何となく話したくなりますがグッ

介いたします。永田さんというのは生命科学者の

とこらえてください。このおしゃべりな私がグッ

方のようですが、ここに書かれていることがいち

とこらえています。

ばん良いケアだと思います。がんの再発を知り辛

どうして良いか分からない時というのがありま

そうにしている妻に何ができるかですが、私もお

す。目の前にお友だちでも良いですし、ご家族で

そらくここにあるようなことしかできないと思い

も良いのですが、辛そうな患者さんがいた時にど
うしたら良いかです。まず自分で抱え込まないよ

スライド 14 「折々のことば」
（朝日新聞 2016 年 7 月 31 日）

うにしてください。それから無理に答えを出さな
いでください。何か答えようと思うとしゃべらな
ければという思いに駆られます。目の前に辛そう
な人がいると何かしゃべってアドバイスをしなく
てはいけない、何か提供しなければいけないと
思って焦りが出てきます。どうしよう、どうしよ
うと思って話すと失言になりますから注意してく
ださい。
私もプロとして 30 年もやっていますが、分か
らないことはたくさんあります。そういう時は今
日は答が出ないと明確に言います。ただあきらめ
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スライド 15

どうしたらよいか分からないとき

再発直後の外来では彼女はこう言っていまし
た。「情報処理がついていきません」。頭が真っ白
になり辛い時期が続いていました。先ほどのスラ
イド 5（70 ページ参照）にあるように再発とい
う悪い知らせが入ったのですから「衝撃の時期」
に当り、今は何も考えられないと言っていました。
毎週あるいは 2 週間に 1 回外来に来ていただ
きましたが、うつうつとして頭が回らないとか、
今後自分はどうしたら良いのだと言っていまし
た。この人には小学生の子どもが 2 人います。

たらお終いなので絶対にあきらめません。一緒に

小さい子どもを目の前にしてどうしたら良いのだ

考えましょうと言って待っている内に答が出てき

と非常に悩んでいました。

ます。患者さん自らが答を出すこともあれば、家

ところが再発後 2 ヵ月ぐらいしてからの外来

族が出す場合もあるし、私の方で良いアイディア

では少し元気を取り戻しています。どうしたのか

が浮かんで出すこともあります。早急に答えを求

と聞くと考えたと言うのです。色々話してくれま

めることは禁物です。これは覚えておいてくださ

した。彼女はこう言うのです。「自分は再発する

い。

までは、がんに勝つということは完治すること、

そして周囲の人に相談してください。ご家族も

身体の中からがん細胞がなくなることだと思って

辛いと思います。自分で抱え込まないで誰かに相

闘う気持ちだった。ファイティングスピリット

談してください。誰かという中に医療者に相談す

満々だった。ただあっと言う間に再発してしまっ

ることもひとつの方法です。病院には医療者がた

たので転移した時は自分は負けたと思った。」と

くさんいます。医療者は経験はたくさんあります。

いうことです。つまり頭の中が回らなくなってし

分からないとしても答の入口には近づくはずです

まったのです。

（スライド 15）。

ただそこで考えてみた。本当に私は負けたのか
と考えたそうです。がんに負けるとは何かをもう

がんに負けない―再発がん患者さんに学ぶ

一回考えたそうです。考えて、考えて行き着いた
結論は、「しかし、がんに負けることは、治った、

折れたこころは再生する

治らないではなく、自分の無気力、無関心、自分

新聞や雑誌などに出ている「がんに負けない」

の人生に希望が持てない時」と言っています。な

ということはどういうことなのでしょうか。どう

るほどと思いました。ただこれはわれわれも、一

いうことか自分でも良く分からなかったのです

般の方にも当てはまります。

が、それを再発がん患者さんに色々教わったので
少しお話しします。
36 歳の女性です。乳がんの診断で手術を受け
ました。それから術後に抗がん剤治療を行ってい
ます。しかし 8 ヵ月後、最初の術後の検査があ
り骨転移が判明して私の外来に来ました。

「私はその部分では負けていない」、自分の人生
に希望を抱いています。したがって自分は「ここ
ろまではがんに冒されていないはずです。」と言っ
ていました。なるほどと思いました。
理由もあるのですと言うので、「何？」と聞き
ましたら、なぜならと話してくれました。再発し
家族が「病気」になったとき
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たのが夏の時期でしたから、小学生の男の子が 2

話ですが、私の予後は 1 年ほどで、1 年後には

人いますので、お祭りに行ったというのです。「下

死にます。「それでも私は誰かと話がしたい。自

の子が、くじ引きで当りを引いた。」と言うので、

分でも死ぬのは分かっている。でも、誰かと話を

良かったですねと言いました。「目の前にはポケ

したい。そういう機会をつくってほしい。」と言

モンのステッカーがたくさんあるので、子どもは

われました。

それを取ると思っていました。しかし彼が取った

分かりましたということでやってみました。分

のは、ポケモンのステッカーではなかったので

かりましたと言ったので、それから 1 ヵ月以内

す。」と言いました。当時は髪の毛がなかったで

に何人もの患者さんに声を掛けて、こういう試み

すから、「私のための化粧ポーチを取ってくれた」

をやるのだがみんなで集まってみないかと 200

ということです。「それを見た時に自分の奥深く

人ぐらいに声は掛けました。そうしたら 5 人の

で魂が揺さぶられる感じがあった。」と言ってい

方が OK してくれて集団精神療法が始まり、今

ます。

もその患者さんは亡くなりましたが綿々と続いて

「病気になったぐらいで不幸ではない。大切な

います。

人と大切な時間を過ごせる自分は不幸ではない。」

対象は再発がん患者さんとしています。集団精

と言っていました。最後に一言言うのです。
「先生、

神療法では乳がんのグループ療法が有名なのです

折れたこころって再生するのね。」と。本当に辛

が、私たちは再発をキーワードにしてやっていま

い中から自分を取り戻した人です。この人は今は

す。月に 1 回 2 時間で、出席は自由。私と臨床

また頭に転移をして大変な思いをしているのです

心理士の石田真弓が同席します（スライド 16）。

が、一生懸命に治療に励んでいます。

時々腫瘍内科の先生が出てくれて化学療法の説明
などもしてくれます。

誰かと話をしたい―集団精神療法の始まり

石田がいつもスライド 17 のようなメニューを

もう 1 例紹介したいと思います。今日は私と

つくっています。
「この 1 ヵ月いかがでしたか？」、

一緒に臨床心理士の石田真弓が来ていますが一緒

「大事にしていること」、「医学的質問コーナー」、

にペアを組んでやっています。がん患者さんは再

「次回までにしてみたいこと＆感想」です。つま

発するとだんだん身体は衰えていきます。がん細

り先月やってきたこと、今大切にしていること、

胞の方が活発になってきますからそうなります。

将来への希望です。毎回毎回この繰り返しです。

ただ身体は衰えるのですが、われわれメンタルケ

何をしているかと言いますと、患者さんたちは

アの専門家としてはいつ何時もこころだけは保っ
ていただきたいので、そういう試みも行っている
のでそれをみなさまにご紹介したいと思います。

スライド 16

集団精神療法

それには理由がありまして、60 歳の女性に言
われたからです。膵臓がんの再発の方です。外来
に来たら「待合室で化学療法の順番を待っている
とみんなじっとしていてあたりがとても暗い雰囲
気なんです。でも、誰かが話し始めるとその場が
パッと明るくなります。」ということです。「私は
誰かと話がしたい」と言います。もう何年も前の
78
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スライド 17

本日のメニュー

スライド 18

集いのようす

自分の身体が刻々と変っていきますから、人の意

われてできなくなったことを考えても仕方がな

見を聞く力、家族や医療者の話を聞きたいし、自

い。「できることを考える」ということです。自

分の身体が変ってくるのでそれを伝えてほしいの

分にはまだ残っている機能がある。それから今が

です。家族にも伝えてほしいし、医療者にも伝え

大事だということです。過去の後悔をしてもしよ

てほしい。それから自分自身で考えてほしいので

うがないし、将来の不安を考えてもしようがない。

す。どうしても考えるのは辛いから「がんは治る」

今が大事なので「“今”できることを楽しむ」と

とか「奇跡の○○」といったものに行ってしまう

言っていました。

方がいます。要するに断定的なものが入口として

この写真を撮る 1 ヵ月前にみんなで温泉に行っ

入りやすいのでそちらに行きがちです。そうなら

ていました。実は埼玉県は温泉がいっぱいありま

ないように、自分自身の人生は自分で築いてほし

す。ちなみに日本でいちばんアルカリ性の強い温

いということです。たとえがんが再発したとして

泉（都幾川温泉）は埼玉県にあります。

もそうなってほしいと思って、これをやっていま
す。
スライド 18 のような感じです。乳がん、膵臓
がん、乳がん、大腸がん、胆管がんの方です。も
う全員亡くなりました。
こうしてみんなで話し合っていきます。最初に

がんになったことは不運だったが不幸ではない
―心的外傷後成長
この中の 1 人の方の話をさせてください。58
歳の女性です。大腸がんで肺、肝臓、骨、腹膜に
転移し全身がんだらけの患者さんです。この人は

来た時はみんなボロボロでした。石田がちょっと

初診時に大腸がんの肝転移で見つかっています。

指名すると泣き出してしまって話にならなかった

色々な治療を行ったのですが、すべての治療をや

人の方が多かったです。そういう人も数ヵ月見て

りつくした人です。悔しいと言っていました。た

いる内に先輩患者の話を聞いて自分の考えを述べ

だそれはがんになったらみんな同じ、でもなった

るようになっていきます。

以上は仕方がないので、自分は受け止めていくし

彼女たちはメッセージを私たちに遺言として残

かない。ただひとつ変ったことがある。自分はが

してくれます。自分たちは再発がん患者であると

んになったことで精神的に強くなったと言いま

言います。やることが奪われていく。ただその奪

す。がんになる前は朝の家事が終わると寝転がっ
家族が「病気」になったとき
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て、韓国ドラマが好きなのでペヨンジュンを見て

言って、こころは保たれているのです。身体は朽

泣いたり笑ったりしかしていなかった。いわゆる

ちていってもこころは保たれます。唯一がんに

「ただのおばちゃん」だったということです。た

なって成長する臓器があります。脳です。こころ

だこの病気になって考えた結果、精神的にも強く
なった。また良い仲間とも出会えた。その仲間に

スライド 19

われわれも加えていただき光栄でした。それから
私は自分の周りがこれほど幸せに満ち満ちている
ことを気づくことができたと言います。色々なこ
とが失われていきますが、それでもまだたくさん
の幸せがある。幸せだらけなのですが、それがが
んになって初めて分かった。がんにならなかった
ら自分はここまで深く人生を学べなかったと思
う。したがってある意味でこの病気に感謝もする
こともあるということです。べつに強がりでもな
いと言っていました。
彼女は最後に遺言を残します。「私が 58 歳で

スライド 20

大腸がんになり死んでいかなければならないこと
はある意味では不運かもしれない。しかし自分の
人生は不運だったが不幸ではなかった。」という
ことです。この話を聞いていてものすごいなと思
いました。感動しました。
ただこの人は最初から立派だったわけではあり
ません。自分でもペヨンジュン好きのおばちゃん
だと言っていました。最初の内は石田が指名する
と泣いてしまって何も話せない状態で、2、3 ヵ
月は泣いているだけでした。それが最後にはこう
なっていく。人としての成長があるのだと思いま
した。心的外傷後成長（Posttraumatic growth）

スライド 21

と言います。
彼女は不幸ではないと言っていましたが、その
時の肺の状態はひどいものです（スライド 19）。
CT を切って見てもひどく、この状態でにこや
かに穏やかにされていました（スライド 20）。
お腹を見るとお腹の中は全部がんです。骨も
1 ヵ所だけ転移していませんが、あとは黒く抜け
て い る の は 転 移 し て い る 状 態 で す（ ス ラ イ ド
21）。こういう状態でも自分は不幸ではないと
80
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だけは成長します。

スライド 22

心的外傷後成長

最近、精神科医をやっていて少し楽になりまし
た。患者さんたちはいかに辛くても、この人は成
長する余地があると思ってやっていることで焦る
こともなくなりましたし、ある程度落ち着いて接
することができるようになりました。
死生観を育てる
心 的 外 傷 後 成 長 に つ い て 少 し 勉 強 し ま す。
PTSD と良く言われますが、震災や悲惨なできご
との後にかかりますが、心的外傷の後に成長する

スライド 23

人もいます。これには 3 つの要素が必要です。
まずは危機的なできごとや困難な経験です。つま
りがんになって治らない。その中でもがきます。
もがき闘った結果生まれた精神の成長ということ
で 3 段階になっています（スライド 22）。
先ほどの患者さんは普通の生活をしていまし
た。その 1 例目の人も 2 例目の人も外傷後成長
です。
この人も自分の人生は今後もゆっくり続くだろ
うという前提となる世界観がありました。それが
がんによって崩壊するわけです。死の底に落ちて
苦しみ、もがきます。ところがある時フッと気づ

い人が家で死んだ時にどうするかという題で行わ

いて人生に感謝したり、患者の仲間の中でリー

れました。さまざまな勉強を行っています。医療

ダーシップを取ったりするのです。これで人間的

福祉関係の方でしたら出席可能です。第 2 水曜

成長が得られます。

日の 6 時からやっていますので機会があればお

われわれ家族や医療者、友人はどこでコミット

越しください。

するかと言いますとスライド 23 にあるように
「苦悩・もがき」の時期です。ここではべつにしゃ

ご家族が抱えるこころの問題

べることなく共にいる。一緒の場で話を聞く。そ
ういうことが患者さんの成長を促します。
そこでわれわれは死生観を育てなければいけな

次にご家族が抱えるこころの問題についてお話
します。初診時に乳がんで全身に骨転移で見つ

いと考えています。それで私たちもこのオープン

かった女性がいます。その夫はそれを聞いた後、

セミナーと同じような会を開いています。死生学

もうろうとして病院の屋上に立っていたというこ

勉強会と言っています。われわれもスターバック

とです（スライド 24）。

スのコーヒーとクッキーを用意してやっていま

家族は第 2 の患者です。こういうふうになっ

す。先日は、1 人暮らしの独居老人、身寄りのな

てしまうのです。いったいこれは誰でしょうか。
家族が「病気」になったとき
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誰でも知っている人、アンパンマンの作者のやな

患者さんも前出のスライド 5（70 ページ参照）

せたかしさんのことです（スライド 25）。アン

のような経過をたどりますが、家族も同じような

パンマンが毎週のようにテレビで放映されていた

経過をたどります。この家族はいったい誰かと言

ころ奥さんが乳がんの全身骨転移で見つかって 5

いますと実は私です。

年闘病して亡くなっています。

父親がスキルス胃がんになりました、みなさん

ある人のお父さんが生検でクラスＶが出たみた

ご存知の方ではアナウンサーの逸見政孝さんがス

いということで、「ウソ？」と驚いて病状を聞き

キルス胃がんを発表しましたが、その 6 ヵ月後

に病院へ走ります。担当医の説明を聞きます。胃

に私の父親も同じようなことになりました。聞い

壁が膨らんでいます。臨床診断はスキルス胃がん

た時はさすがにブルーになりました。なぜ自分は

ということでした。余命は 6 ヵ月でした。ガー

専門にやっているのに父親のがんに気づかなかっ

ンとなって壁ができあがってしまいます。絶対に

たのかと非常にブルーになりましたが、その後少

越えられない壁です。どうして気づかなかったの

しずつ立ち直って行きました。ただ 1 回、学会

だろう、もうだめだというように家族は悩みます。

をキャンセルしました。
次は 79 歳の女性です。主訴は右胸部痛で、右

スライド 24

の胸が痛い。既往歴ですが 12 年前に右乳がんを
していますが、それは完治しています。現病歴で
すが、数年前の 4 月には京都に 2 回行くなど活
動的にピョンピョン飛び回っているおばあさんで
した。5 月末に胸が痛くなり、痛みが取れないの
でおかしいということで 6 月上旬に胸部 CT を
撮りました（スライド 26）。
CT を撮ると肺には何もなくて肝臓に転移が見
られました（スライド 27）。
そのままお腹の方に CT を切っていくとスライ
ド 28 の矢印のところに腫瘤があります。5 ｃｍ

スライド 25 『絶望の隣は希望です』（小学館）
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の腫瘤で一部は腹膜に食いついています。

これは誰かと言いますと私の義母の経過です。

CT は縦にも切れます。盲腸がんがあります（ス

私も長年がん患者の家族をやっていますが大変で

ライド 29）。肝臓転移があり出血して血がたまっ

す。プロとしてやっていてもそうですから本当に

ています。臨床診断は盲腸がんで肝臓多発転移で

大変なことが起きていると思っています。

す。治療方針は、腸閉塞予防のために腫瘍切除。
その後化学療法をやりました。

この経過は私の家で良かったと思いました。一
般の方はついていけないでしょう。手術後すぐに

経過は、6 月に CT を撮って盲腸がんと肝臓多

死んでいるわけですから手術に問題があったのか

発転移が分かって、10 日に腫瘍切除術。20 日

と言いますと、まったく手術には問題はありませ

に腹部 CT を撮り、結果を見ると、肝臓の腫瘍の

んでした。きちんとした手術をしてもらってやっ

大きさが 3 倍になっていました。まれにそうい

た結果がこうです。何でも起こりうるということ

うすごい腫瘍があります。結局、化学療法は不可

です。

能で 30 日に死んでしまいました。経過 1 ヵ月で
亡くなりました。

なぜ家族のケアが必要なのかということを考え
たいと思います。今申しあげたように家族は大変
です。私のようにプロでやっていても大変なので

スライド 27

すから本当にみなさんのような家族の方は大変だ
と思います。精神面では抑うつが 10 〜 50％出
ます。3 人に 1 人はうつのようになります。私
も当時さすがにブルーになりました。なぜ気づか
なかったのかだいぶ後悔しました。
苦悩の程度は患者と家族でどちらが重いか調べ
た方がいて、当然患者だろうと思っていましたら
何と家族でした。家族の方が辛いのです。援助は
やはり患者さんの方が受けています（スライド
30）。
身体面ですが、家族に不眠や心疾患が出て医療

スライド 28

スライド 29

家族が「病気」になったとき
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スライド 30

なぜ家族のケアが必要なのか

スライド 31

造影 MRI

スライド 32

頚部造影 CT

費が増加します。心臓病になる人が多いのです。
やはりストレスがかかるので心臓病になってしま
うのです。
家族として看病している内に右の頸部が腫れて
きた人がいます（スライド 31、32）。奥さんが
亡くなってから遺族となって僕のところに来られ
ました。ずっと気がついていたそうですが医療者
は誰も指摘してくれなかったと少し文句を言って
いました。臨床診断としては原発不明がんの深頸
部リンパ節転移です。奥さんのがんの看病をして
いる内に実は自分もがんになっていた。
みなさん自分の健康に注意してください。家族
の方もたくさん今日はいらっしゃると思います
が、自分がしっかりしていないと共倒れになりま

のは当然です。2 週間はみなさんの判断力は落ち

す。

ます。

それから社会面では失業が多くなるのは分かっ

それから自分の心身の健康に注意してくださ

ていますし、いわゆるスピリチュアルペインとい

い。心身です。まず身体もチェックしてほしいし、

うものもあることが分かっています。

こころもチェックしてください。家族の方がうつ
病がひどかったことがあります。家族がうつ病に

家族自身のケア

なってしまってがん患者さんがお世話をしていた
ケースがありました。そういうこともあるので注

次に家族自身のケアについてお話します。覚え
ておいてほしいことがいくつかあります（スライ
ド 33）。

意してください。
そして自分と患者さんを救うのは正しい勉強だ
ということです。知識がないと不安になり、その

まず家族自身も精神的ショックを受けるという

不安はこころを蝕みます。したがって正しい勉強

ことです。私もショックを受けました。こうなる

をしてください。国立がん対策情報センターの若
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スライド 33

覚えておきたいこと

スライド 34

日々の備え

尾先生がトップでやっているところの情報がいち

れを考えることによってみなさんの生が豊かにな

ばん良いです。そこの本を読んでください。みな

るのです。だから考えてほしいのです。みなさん

さんは色々なブログを読んだりされます。それか

の人生は有限です。その死までの有限の人生を考

ら「がんは治る」というサイトに行きます。そこ

えることによって、みなさんの人生はもっともっ

は避けてください。「治る」というサイトに行く

と豊かになるのです。ですから考えてほしい。自

ととんでもない道に引きずり込まれることがあり

分に病気が来たらどうするか、死の前にはどうす

ますから、「治る」というような断定的なサイト

るかということを予め考えておいてください。日

はだめです。われわれ医療者は断定的なことは言

ごろから「老い・病気・死」について考えておく

いません。したがってどちらかと言うと「治る」

ことが人生を豊かにします。

というサイトに行きがちですが、がんに「治る」
や「確実」というものはありません。いちばん良
い方法はわれわれが考えていますから、絶対に危

妻を完璧に介護する夫（田辺さん）のケー
スから

ないサイトに行かないでください。
それから日々の備えです（スライド 34）。今

今まで色々勉強してきたので最後に問題を出し

日は全員にお伝えしたいのですが、先ほど言いま

ます。70 歳の女性です。がんではなくアルツハ

したように死生学というものがあります。生老病

イマーの診断で、60 歳ごろから記憶障害が出現

死ということを常に考えていただきたい。私たち

し急激に進行します。高度の記憶障害なのですが、

の人生は幸せばかりではありません。生まれるの

この方は服装と化粧はいつも整っています。普通

は幸せですが、老いていきますし病気にもなりま

はジャージです。認知症の患者さんはジャージを

す。最終的には死が全員にやってきます。常にそ

着ていることが多いのですが、ブレザーを着て、

れについて考えてほしい。プロではないので「常

スカートをはき、ブラウスを着てブローチをして、

に」でもなくても良いのですが、たとえば今日は

ストッキングまでつけて革靴です。なぜこうなっ

誰かの誕生日であるとか、何かの記念日の時には

ているのか、誰がこういう化粧をしているのか夫

必ずそういうことを考えてほしい。

に聞いてみました。そうしたら夫が「している」

なぜそういうことを考えるのでしょうか。縁起
でもないと言いますが、そうではないのです。そ

と言いました（スライド 35）。
びっくりしました。本当にそのへんのデパート
家族が「病気」になったとき
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スライド 35

スライド 36

1 階の化粧品売り場にでも勤められるぐらいの高

ん。ご主人を救うにはどうしたら良いのでしょう

度な化粧です。介護は完璧です。「どうしてあな

か。僕はまったく救えなかったのですが、ご主人

たはここまで完璧な介護をするのですか？」と聞

は他の人に愚痴っていたらしいです。そうしたら、

いてみました。「昔、迷惑をかけましたから」と

それなら結婚式を挙げれば良いということにな

言うのです。まったく迷惑をかけたように見えな

り、結婚式を挙げることになりました。これが答

いのでおかしいなと思っていました。

です（スライド 36）。

ある日その夫から悩みを言われました。最近、

名前を出しても良いと言われているので申しあ

家にいると、「あなたは誰ですか」「今日 1 日お

げますが田辺さんという方です。田辺トシオさん

世話になりました。」「お帰りください」というよ

とノブコさんです。これは新聞記事です。朝、当

うに言われます。これは辛いわけです。一生懸命

直で起きて眠いなと思いながら新聞を見たら自分

に看病しているのにお帰りくださいと言われる。

の患者が出ていたのでびっくりしました。写真に

よく考えて、結婚式の写真を見せたらどうです

写っている服は海軍の略式礼服だそうです。50

かと言いました。「お帰りください」と言われて

年前にこれを着て挙げるはずだった服を取ってお

も結婚していることが分かれば大丈夫なので結婚

いたのです。それを着て結婚式を挙げています。

式の写真を見せましょうと言いましたら、ご主人

とてもまじめな人です。良いケアをしています。

が「結婚式は挙げていない」と言うのです。どう

良いケアとは何かと言いますと写真を良く見ると

してなのか聞いてみました。戦時中で、結婚しよ

分かるのですが、写っている人がみな笑っている

うと思った時に赤紙が来て招集され、船に乗せら

のです。良いケアというのは人を幸せにします。

れてフィリピンに行き、そこで敗戦を迎えてほう

その後、幸せに暮らしていました。「あなたは

ほうのていで帰ってきたということです。それで

誰ですか」と言わなくなりました。すごいですね。

結婚式を挙げないまま社会人として勤め、一流企

なぜでしょう。医学的には認知症が進んだからで

業の役員までやって勤め上げたところ、今度は妻

す。言葉が出なくなるからです。ただ僕もそうで

がアルツハイマーになってしまったということで

すかと言わずにすみました。「良かったですね」

す。

で終わりました。やはり結婚式を挙げて良かった

私のやったことはまったくケアになっていませ
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ています。

したら、その日に限って娘さんが入って来たので
す。珍しいなと思って「今日、お父様は？」と言

その後の「田辺さん」にはどういうアド
バイスすれば良かったのか

いましたら「亡くなりました」ということでした。
介護をしていた男性の方の田辺さんが亡くなって
いました。13 年の献身的な介護をしていたので、

しかし段差で転倒して大腿骨を骨折してしまい

この人にはご褒美が待っていると思っていまし

ました。認知症の患者さんにはありがちです。手

た。身体が楽になってプロの人がケアをして、自

術を受けて動けなくなりました。結局、転院をし

分ではケアをしなくても良いということです。そ

なければいけません。このころは介護保険がなく

れが妻を転院先に送り出してから 2 日後に死亡

て自分で探していたのですが、いったん決まった

しているのが発見されました。

転院先から断りの連絡が入り、新しい転院先を探

送り出した日には電話をしたらいらっしゃいま

すのですが、このころから田辺さんが疲れ出しま

した。翌日は電話に出ない、さらに翌日も出ない

した。何とか新しい転院先を探します。

ので家に行ったらソファーで仰向けになって死ん

その後の経過ですが、田辺さんが来て「終の棲
家の病院が見つかりました。転院します。」と言い、

でいたということです。死因は脳梗塞か心筋梗塞
で原因はストレスです。

「妻はもう来ることがありませんが、今後もご指

さすがに落ち込みました。ケアをする間もなく

導お願いします」と僕に言うのです。僕は何もし

介護者が逝ってしまいました。その後、論文が出

ていないのにと思ったのですが、とにかくこれで

ま し た。『 看 病 す る 高 齢 配 偶 者 で 死 亡 率 上 昇 』

夫婦そろっての外来は終了し、今後はご主人が僕

（Christakis,NE JM,2006）です。看病している

の指導を受けるというので、僕がアドバイスをす

人は気をつけてください。自分の健康を考えろと

ることになりました。奥さんは東京の病院に移っ

言ったのはこの意味からです。死んでしまうので

たので電車で 1 時間ぐらいかかります。

す。実は私は 30 年、医者をやっていて今までに

ちなみに田辺さんはまじめな方で、ショートス

介護者に 2 人死なれています。心筋梗塞と脳梗

テイでも毎日お見舞いに行ってしまうのでショー

塞です。一発で即死です。看病というのは非常に

トステイの意味もありません。それぐらいまじめ

ストレスがかかる。患者さんも気をつけなければ

な人です。次回からの外来ですが、もしみなさん

いけませんが、看病する方も気をつけなければい

が私の立場あるいはお友だちだったら、田辺さん

けません。

には 1 ヵ月後の初回の外来にどういう指導をす

いちばん良い時期にどうすれば良いかを考えて

れば良いでしょうか。これが問題です。お隣の人

おく。この人の幸せを考えると同時に健康状態を

と話しても良いですから少し自分で考えてみてく

常にチェックしてやっていく。それ以来家族の健

ださい。ヒントは「意外と難問」だということで

康状態は常にチェックするようにしています。こ

す。当たった人はあまりいません。

ころだけではなく身体も大事ということも覚えて

実際にどうやったかですが、僕もこの人は非常

おいてください。

にまじめなので、「病院に行くのは週に 2、3 回
にしなさい」と言おうと思っていました。それで

おわりに―大事なことは勉強するということ

1 ヵ月後の外来となりました。「田辺さんお入り
ください」と言って指導を始めようと思っていま

スライド 37 は最後のスライドです。僕は神奈
家族が「病気」になったとき
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川県逗子に住んでいます。今は単身赴任です。こ

スライド 37

れは患者さんが描いた絵です。膵臓がんの末期患
者さんが描いた絵です。自分はがんで再発をして
いて終末期の方ですが、どうしてこれほどきれい
な絵が描けたのでしょうか。これが最後の問題で
す。
まず第 1 に、この患者さんには痛みがありま
せんでした。大事なことです。膵臓がんというの
は痛い病気の代表格のような病気ですが、痛みが
なく、身体的な苦痛はありませんでした。メンタ
ルケアは私が担当していましたが、痛みがないか
ら楽でした。やはり痛みを取ることは大事です。
それから膵臓がんで身体が弱った患者さんがこ

いこれは当たり前の医療なのです。ただ当たり前

ういう場所に来ることはできません。前の日に海

の医療を行うためには、大事なことは勉強です。

が見たい、富士山が見たいとつぶやいたそうです。

われわれも勉強しなければいけないし、患者さん

そうしたら家族がいち早く車を出してくれまし

も勉強しなければいけないし、家族も勉強しなけ

た。「家族の支え」ということです。これは朝 7

ればいけない。今日のような試みがあるからこそ

時の光景です。7 時になるとこの場所は景色がき

みなさんは勉強できて、われわれ医療者も勉強で

れ い な の で 満 席 に な っ て し ま う の で す。6 時

きるし、患者さん、家族も明日から良いケアがで

ちょっと過ぎに連れてきてくれました。僕も偶然

きると思います。本当にこういう企画はすばらし

ここで一緒にご飯を食べた時の絵です。

いと思います。

それからわれわれ医療者が患者・家族を支援し
たということです。大事なことは、何のことはな
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質疑応答

■ 高橋

大西先生ど

時間とのバランスをどうとるのが良いのかと思っ

うもありがとうござい

ています。たとえば私の友人や同僚は「自分を大

ました。もしかしたら

切にして」、「自分のプライベートもやった方が良

みなさんは今日は 1

いよ」と言ってくれます。それで週に 2、3 回、

時間全部がご家族の話

夜や週末に今日のような会に行ったり、普通に飲

だと思って参加された

みに行ったりしています。ただやはりその場合、

かもしれません。ご本

母は「良いよ」と言ってくれるのですが寂しそう

人のお話がずいぶん長

な顔をしたりして、ちょっと立ち止まったりしま

いと思われたかもしれません。ただ、ご家族のこ

す。そういう時には行ったことを後悔したりしま

とを考える時に、ご本人のことを抜きには語れな

す。ただ飲み会に行くと楽しかったり、こういう

いところがあります。

ストレス発散の場も必要だなと思うこともありま
す。自分の気持ちと家族の気持ちをどのようにバ

■ 大西

その通りです。

ランスを取るのが良いのかと考えています。

■ 高橋

お聞きになりたいことはたくさんある

■ 大西

今まで通り

と思います。どこからでもけっこうです。その場

のやり方で良いと思い

でお手を挙げてください。

ます。それが正解だと
思います。満点の回答

プライベートとケアのバランス

をしてくださったと思

―「つかず・離れず・離れず」のスタンスで

います。自分のことも
やりながらお母さんの

■ 参加者 A

母がこの国立がん研究センター中

ケアをする。逆に全身

央病院の患者で肺がんです。母との関係について

お母さんにすべて注ぎ込んでしまうと後で破綻し

質問させてください。患者の家族自身も心身のケ

ます。やはりケアは共倒れにならないことです。

アが重要とお話しされたと思いますが、家族のケ

ベッタリくっついていると逆に良くない結果を生

アに費やす時間やエネルギーと自分のことをする

むことがあります。本当に離れられなくなったり
質疑応答
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します。今まで通りに「つかず離れず、離れずつ

■ 大西

かず」ですが、それでも「離れず」の方がやや多

からあとはもともとの性格です。うつ病の既往が

いという感じです。「つかず、離れず、離れず」

ある人やメンタルケアをがんになる前に受けたこ

くらいのスタンスでしょうか。今のスタンスはと

とがある方は、やはり「あり」が多いと言われて

ても良いと思います。そのままやっていただきた

います。

受けている方が多いと思います。それ

いと思います。自信を持ってください。
■ 高橋
■ 参加者 A

どうぞ次のご質問を。

ありがとうございました。

社会的支援の有無が大きな因子

ふだんから大きなできごとへの対応法は
勉強しておく

■ 参加者 B

■ 参加者 C

非常に良いお話をありがとうござ

今日は先生、どうもありがとうご

います。スライド 2（69 ページ参照）に「治療

ざいました。非常に勉強になりました。死生学の

中がん患者での精神医学的有病率」というのがあ

勉強会を先生がやられているということでした。

りました。半分近くが有病ですが、残りの 53％

まず初発の時に再発のことを考えたり、死を非常

は精神医学的障害は「なし」となっていました。

に恐いと思います。私もそうでした。死について

その「なし」のところは、まったくないのではな

勉強したりするのは、どのくらいの期間を経れば

く、たとえば「きつい」というようなことはある

大丈夫になるのでしょうか。

とお話しいただいたのですが、何かそこに特徴的
なことはありますか。たとえば「なし」と答えた

■ 大西

人は、先ほど言われた「生病老死」で「生」を豊

も恐いと思います。したがってそこについては最

かにしているといったタイプの人たちが多いな

初から勉強する必要はまったくないと思います。

ど、「なし」と答えた人の特徴のようなものです。

自分のこころが落ち着いて、自分がやりたいと

死についての勉強ですね。最初はとて

思った時がその時です。
■ 大西

はい、ありがとうございます。逆に適

応障害やうつ病になる方の場合には、社会的支援

■ 参加者 C

がなく孤立している人に多いと言われています。

者会が死について勉強するというのはどうでしょ

ソーシャルサポートの「ある・なし」は大変大き

うか。

患者会に入っているのですが、患

な因子です。したがってわれわれがそのソーシャ
ルサポートになり、みなさんを救うことができれ

■ 大西

ばこの率は減ると思ってやっています。いちばん

ので分からないのですが、「死」までは行かなく

大きいのはソーシャルサポートです。支援を受け

ても、自分の中に大きな問題が起きた時にどう対

ているかどうかがいちばんです。

処するかということは常に勉強しておくのが良い

どうでしょうね、僕も出たことがない

のではないかと思います。がんもそのひとつです。
■ 参加者 B

ということは「なし」の群はソー

シャルサポートを受けているという…。

他にも、急に誰かが病気になった、急にトラブル
が発生してしまったという時に、それを乗り越え
ていく力をつけるのがいちばん良いと思います。
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そのひとつに死生学があるということです。
実は私たちの生活は問題だらけです。ふだんは
小さなできごとに対してはコーピングと言って対
処しているのですが、がんなどのできごとは大き
すぎてなかなか対処しにくい。それで具合が悪く
なってしまう人が多いと言われています。われわ
れは常々、小さなできごとに対してはコーピング、
つまり対処行動ををしています。
■ 高橋

それでは次の方どうぞ。
るわけではないのですが、患者がうつ病になって

協議できれば良いができないこともある

いる場合でも病院はやはり本人の人生だから本人

―現代医療の限界も

に決めてほしいと思われるのでしょうが、そうい
うことはどうだったのかと思うことがあります。

■ 参加者 D

ありがとうございました。先生が

ご意見をうかがわせてください。

今日、前段でお話しいただいた患者本人のことで
す。私は少し前に母が亡くしています。私自身が

■ 大西

後悔したことも大変ありました。実は私の母は医

す、いかに尊厳死に入っていてもみなさん迷いま

療者でしたから尊厳死という思いをずっと持って

す。先ほど「不幸ではない」と言った人も迷って

いました。ただ突然、がんで余命 2 ヵ月と言わ

いました。みなさん迷います。迷うのは人間とし

れました。最初はここのがん研究センターにいま

ての当然の営みだと思ってください。みんな大変

した。胆嚢がんでリンパ節転移して末期でした。

迷います。そこはひとつ頭に入れておいていただ

どこの先生にうかがってもだめでした。母は少し

きたい。うつ病のことです。実はうつ病の患者さ

うつ病になっていて、ずっと尊厳死のことを思っ

んでも判断できる場合があります。ただ欲を言え

ていた母でもやはり助かりたいという思いがあり

ば精神科と協議をしながらやっていただければ良

ました。私も一生懸命に探して、あるご高名な先

かったかなと思います。おそらく時間がない中で、

生に診ていただくことができました。先生は今な

待っていたら手術はできない、そこで希望がある

ら手術ができますと言うので、実はがんセンター

道を考えるとやむを得ない判断だったかもしれな

からそこの大学に移りました。その先生をしても

いですね。理想とは別に現実には急にやらなけれ

だめだと思っていたのですが、その先生が「今な

ばいけない場合があります。そういう場合はなか

らできます。」と言ってくださいました。ただ、

なか考える時間がない。うつ病の薬が効いてくる

先生はどうするかの決定権を母に与えてほしいと

にはだいたいは 2 〜 4 週間かかります。そうな

いうことでした。私は 1 人で看護していたので

ると今度は手術の可能性を失います。人生にはそ

すが、私ではなく本人に決めてほしいということ

ういう仕方がないと思う時があるということで

です。ただ母はその時はもううつ病になっていて、

す。

ありがとうございます。難しい問題で

判断することができなかったのではなかったかと
今は思っています。手術をしたことを後悔してい

■ 参加者 D

そういう場合でも家族が口出しを
質疑応答
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しないで本人が決定をしてもらった方が良いとい

療をしています。今は夫がまいっている状態です。

うことですか。

詳しくは分かりませんが、眠れなかったり、不安
な状態のようです。、私が迷惑をかけているので

■ 大西

その質問は難しいです。あくまでも個

人的な意見で、僕は外科医ではないから分からな

何か言ってあげたいのですが、そういう時に夫に
はどう言ってあげれば良いのでしょうか。

いのですが、協議をするのがいちばん良いと思い
ます。たとえば精神科医と患者本人と混ぜて協議

■ 大西

をするのですが、なかなかそうはなっていないの

今のお話を聞いていて僕もその場所にいたら声を

が世界の現状だと思います。そこまできめ細かく

掛けがたいです。どうやって声を掛けたら良いか

やる、精神科医の予定をすり合わせてみんなでカ

で、即座に言葉が出てこない時にはやはり一緒に

ンファレンスをするというのはなかなか難しい。

いるしかないと思います。一緒にいる時間を少し

ある意味で現代医学の限界だったのかもしれない

長めにしてみるのが良いのではないかと思いま

ですね。

す。

■ 高橋

どうすれば良かったのでしょうね。

本当に辛い中にいらっしゃるのですね。

■ 参加者 E

今は一緒にいられなくなってし

まって別居しています。攻撃的と言いますか、私
■ 大参加者 D

がんセンターでは絶対に無理だ

に当たるようになってしまい、仕事は辞める、離

と言うのを、世界的な先生にしても本当に数％の

婚するということになり、私の手に負えなくなっ

可能性と言うところでやってもらったので、どち

てしまいました。

らが良かったのかと今でも大変考えてしまいま
■ 大西

す。

珍しいケースですが実は私も経験はあ

ります。奥様ががんになった後に夫が攻撃的に
■ 高橋

今日のキーワードは「家族」ですが、

今のお話のように、いかにご家族が色々なことに

なったというのは、経験したことがあります。別
居ではありませんでした。

曝されているか、改めて感じさせられました。
■ 高橋
■ 大西

改めてそうですね。

先生、関連してですが、「できるだけ側

にいる、できるだけ話を聞くことが大事」と、よ
く言われますが、実はこれは、相当に辛いことだ

■ 高橋

まだ時間はあります。どうぞ。

側にいて話を聞き続けるということは簡
単ではない―地域資源の活用も
■ 参加者 E

分かりやすくお話しいただいてあ

と思うのです。
■ 大西

辛い、辛いです。

■ 高橋

そうするのが良いのだろうなとは頭で

は分かります。ただ、プロでない人間にとっては、

りがとうございます。家族のケアが必要というと

いくら愛する家族とは言え、側にいて話を聞き続

ころで、苦悩の程度は患者よりも家族が大きいと

けるという作業は非常に大変だと思います。そう

いうところに大変関心を持ちました。実は私も治

いう時に何かアドバイスはございますか。
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するようなことを言ってしまった時にどうフォ
■ 大西

難しいですね。いるしかないですから。

ローしたら良いかお聞きします。母親が髪の毛が

今のケースでは保健所に相談するのが良いと思い

長いから上げた方が良い、「お岩さん」みたいに

ます。地域の民生委員などです。医療機関ではで

なってしまうからと言った時には家に帰ってから

きないことがあります。医療機関に行くまでが大

涙を流していました。私は母親を叱ったのですが、

変なので、こういう時に保健師さんや地域の民生

私も退院のお返しをする時に、その時にたまたま

委員、地域包括支援センターなどに相談してみる

仕事のお得意様にご不幸があったので、つい香典

のが良いと思います。まちの機能を利用するとい

返しと言ってしまいました。その時は笑って「私

うことです。やってみてください。

はまだ死なないよ」と言ってくれたのですが、そ
のことがまだ残っています。

■ 参加者 E

ありがとうございます。

以上 2 点ほど、緩和ケアはどういうものかと
家族が失言した時に死を意識している患者である

■ 高橋

ありがとうございます。

妻にどのようにフォローしたら良いかお教えいた
だけますでしょうか。

■ 大西

今日のようなケースも実はあります。

DV もあります。講演ではきれいな話をしていま

■ 大西

すが、患者さんの家族の中でも DV などもあり、

が、今日はバッドニュースを聞いたわけですね。

実際は避けて通れない話としてあります。

抗がん剤治療は毒性の強いものを入れるのですか

ありがとうございます。緩和ケアです

ら、身体に対してかなり侵襲的です。担当医が緩
■ 高橋

どうぞ次のご質問を。

和ケアが良いと言う時は、抗がん剤治療よりもお
そらく経過観察をした方が身体のために良いとい

緩和ケアの考え方・家族の失言への対処

うことを言われているのだと思います。肺がんな
どでは早期から緩和ケアを入れた方が命が長くな

■ 参加者 F

私は妻が大腸がんで転移をしてい

るという例もあります。緩和ケアには「最期」と

ます。腰にも来て、座っていても痛い状況です。

いうイメージがありますが、現時点で、痛みや本

実は今日病院に行ってきました。放射線が中途半

人の苦痛を取るのが最善の治療ということで選ば

端なので緩和ケアをしたらどうかと言われまし

れるのだと思います。、必ずしも抗がん剤が今の

た。先生とも話をしたのですが、緩和ケアはイメー
ジ的にホスピスのような感じを受けていて、まだ
49 歳なのでもう少し歳をとってからと言いまし
た。先生の言われているがんの緩和ケアというの
はどういうことかというのがひとつです。
それからもうひとつ質問があります。家族とし
て話を聞くのは大事ということがありました。た
だたとえばそういう場合も話をすると失言してし
まうということがあります。私も失言したことが
あります。義母も失言しています。死をイメージ
質疑応答
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いちばん良い治療ではないということをおそらく
先生は言われていると思います。大腸の抗がん剤

■ 高橋

はかなり辛いです。2 週間の内、10 日ぐらい辛

したいことはまだまだたくさんおありだと思いま

いですから、それよりも治療をしない方が身体と

す。またこういう機会があると良いかもしれませ

こころが保たれると先生は言われている。翻訳す

ん。とてもザックバランなお話をうかがえ、ご質

るとそういうことです。

問をいただけて良かったと思います。失言、誰に

それから失言ですが、僕も失言はあります。た

ありがとうございます。本当にお聞き

でもありますよね。

くさんありますが、素直に謝るしかないですね。

今日は本当にたくさんのご参加、ありがとうご

それが良いと思います。ご高齢の方は実は失言が

ざいました。今後のオープンセミナーの予定につ

多いです。無頓着になってしゃべってしまいがち

いては、サバイバーシップ支援部のホームページ

です。なるべくしゃべらないでと、前もって釘を

や公民館カフェ・ご当地カフェ・オープンセミナー

刺しておくことも良いかもしれません。義理のお

の公式サイトでお知らせします。メルマガなどで

母さんなどはけっこう失言が多い。辛いのに「ご

もお知らせをいたします。それでは今日、本当に

飯炊きなさい」と言ってしまったりします。それ

心を込めてお話しいただきました大西秀樹先生に

は予め「言わないで」とちょっと言っておいた方

大きな拍手をお願いいたします。

が良いです。そのへんは少しルーズになっている



＜拍手＞

方がご高齢の方の場合多いです。
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オープンセミナー・第 7 回
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「第７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
平成28年9月29日（木）実施
受付登録者（159名） お立場（複数回答）

患者・家族

医療者

54.7%

参加者 121名
回答者95名（回答率 79％）

支援団体

企業

22.6%

6.9%

その他
6.3%

21.4%

アンケート集計
男性

性別

女性

未回答

30.0%

69.0%
20歳代

年齢
5.0%

13.0%

30歳代

40歳代

25.0%

21.1%

行政関係者
企業関係者
その他

60.0%

0.0%
2.1%
6.3%
12.6%
9.5%

オープンセミナーの感想

60歳代

70歳代以上

76.8%

2.0%

17.0%

カフェを知った経由（複数回答）
研究班からのメール
友人の紹介
Facebook,Twitter
その他
無回答

とても良かった

7.0%

未回答

31.0%

立場（複数回答）
患者・家族

50歳代

1.0%

やや良かった

44.2%
13.7%
4.2%
40.0%
2%
無回答
12.6%

10.5%

参加者の感想（自由記述）
原文ママ

今日のお話を聞いて、行動を変えてみようかと思いました。そのきっかけを下さり有難うございました。
相手に思わぬ意味合いで受けとめられることは、確かにあると思います。医療者が患者さん家族に与える影響は大きいので、気
をつけながらも正直に関わりたいと思います。
ケースを多く取り上げ先生の経験もまじえてよい学びになりました。家族ケアは多岐にわたることを再認識できました。有意義な学
びのひとときをありがとうございました。
わかりやすく時にユーモアも含めてくださり、たのしくでもデータや研究もしっかり教えて頂き、しっかりと学ぶことができました。あり
がとうございました。
質問が活発ですばらしい会だと思いました。
症例を交えた話はイメージが伝わりやすく、質問もしやすい雰囲気でした。患者会、家族会などの雰囲気も学べました。
とても貴重なお話を聞くことができて良かったです。またこのような勉強の場に参加したいと思います。
大変有意義なお話を聞かせていただき、ありがとうございました。私自身、がんになったとき、夫の方が精神的にまいってしまい、
そこから適応障害になってしまいった経験があるので、患者の家族や介護する側へも、もっと目を向けていくことが必要だと改めて
感じました。
いろいろな事例を思い出しつらかったですが、やっぱりそうなんだと思うことがあり、参加してとてもよかったと思います。
元ガン患者家族として、看護していた当時を思い出しました。家族へのケアのあり方は、遺族へのケアにも通じるものだと感じまし
初めて参加で又参加したいと思います。
リアルな例を挙げながら、実際の声として、また実臨床として学ぶことができました。聴くことは難しいと日々感じていますが、継続
しようと思います。
今まで介護をする側の立場になったことがなかったので、介護する人のストレスや身体がいかに大切であるかを気付き、とても勉
強になりました。先生の話し方、テンポがとてもよく聞いているのが、重たい話ではありましたが、心地よかったです。
非常にお話が上手で引きこまれました。60分強があっという間でした。参考になりました。
いろんな患者や家族のケースが聞けて、「悩んでるのは自分だけではない」ことが分かって、気持ちが少し楽になりました。このよ
うな場を設けてくださり、ありがとうございました。
患者の立場、家族の立場、それぞれ立ち位置は違っても支え合うことの大切さ、そしてそれは言葉で簡単に語れる程ではないこと
を実感しました。質問コーナーでの生の声を伺うとほんとうに考えさせられました。うまく表現できませんが、心に響きました。
など

開催に関する希望（自由記述）
原文ママ

質問時間をもう少し長く設定していただきたい。あるいは事前に用紙をよる質問を受け付けては如何でしょうか。
何事にも深く掘り下げると自分でも知らない世界が広がっている。このようなオープンセミナーはとても自分の勉強になる。
今後もタイムリーな題材を提供していただければうれしいです。
患者・家族が参加しやすいテーマで、またセミナーがあるといいと思います。栄養、緩和ケア、代替療法など。。。
stage4の患者の為の心のケアや治療についてのセミナーをして頂きたい。初発と再発患者（特に治療の選択が少なくなってきた再
発患者）では温度差があるので。。。今後も家族側に寄り添ったセミナーも続けてお願いします。
がん治療は、拠点病院でだけ行われているわけではありません。均てん化のためにも、このセミナーは必要だと思います。
遺族へのグリーフケアについてもセミナーを開催してください。
抗がん剤を取り上げてほしい。
「臨床宗教師」の方の話を聞いてみたいと思います。
など

「第 7 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
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