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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

みなさん今晩は、第 13 回の公民館カフェを始
めさせていただきます。今日は、
“生きるを楽しむ、

です。
今日は今から儀賀先生にお話と音楽をご披露い

音を楽しむ〜緩和ケアと音楽療法のハーモニー

ただき、そのあとお茶タイムです。毎回そうなの

「あのね、かなちゃんに聞いてほしいことがある

ですが、お題を決めて、それぞれのテーブルごと

の」
〜 Music does not represent life：it is life 〜”

に自由に話し合いをしていただきます。今日のお

というタイトルです。この＜〜緩和ケアと音楽療

題は「私を元気にしてくれた音楽」です。どうい

法のハーモニー「あのね、かなちゃんに聞いてほ

う音楽が今まで自分を元気にしてくれたかを思い

しいことがあるの」＞という副題をぜひ入れてほ

出しながらお話ししていただければと思います。

しいと儀賀先生から言われています。きっとかな

最後の 30 分でそれぞれのグループで出たお話を

ちゃんの話も出てくると思います。

紹介していただければと思います。

スピーカーは儀賀理暁先生です。埼玉医科大学

普段は定員 50 名ですから前半の講演部分は机

総合医療センター呼吸器外科のご所属ですが、あ

をスクール形式にするのですが、とにかく今回は

わせて緩和ケア推進室にもいらっしゃいます。ま

申し込みのスピードがすさまじかったのです。

たフェリス女学院大学音楽学部の非常勤講師もな

50 人定員は早々にあきらめて、80 人ほどで最

さっています。前期に 15 回講義に出られたそう

初からこういうアイランド形式でいくことにしま

です。呼吸器外科と緩和ケアをされている先生が

した。

時間を確保して授業をされるのも大変なことだと
思います。講義のタイトルは「心と音楽」だそう

8 時 30 分までゆっくり楽しんでください。そ
れでは儀賀先生お願いいたします。

で、私も女子大生に戻りたいと思う今日このごろ

開会の挨拶
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生きるを楽しむ、音を楽しむ〜緩和ケアと音楽療法の
ハーモニー
「あのね、かなちゃんに聞いてほしいことがあるの」
〜 Music does not represent life：it is life 〜
儀賀

理暁

埼玉医科大学総合医療センター 呼吸器外科・緩和ケア推進室／フェリス女学院大学音楽学部 非常勤講師

温まる薬膳カレーがありますのでぜひ機会があれ

はじめに―私は○○です

ばお召し上がりください。そして、若い女性の前
で話すとドキドキします。フェリス女子学院大学

私は埼玉医科大学総合医療センターに所属して
いて、ベースは呼吸器外科医です。

で話す時もドキドキしています。今日は・・・い
つもよりさらにドキドキしています（笑）。

高橋先生とは前からメールでつながっていたの

みなさんも自己紹介をする時には、自分の大切

ですが、何年か前の大阪であった臨床腫瘍学会で

なもの、嫌なもの、自分を支えてきてくれたもの

直接お会いして以来、なんとなく折に触れて色々

などを一生懸命に言葉にして、「私は○○です」

なことを教えていただいていました。そして今日

と話されると思います。今それを、ちょっと思い

のこの貴重な機会をいただきました。

浮かべてみてください。「自分は○○です」。自分

学校関係のがん教育という話が最近は進んでい

自身の大切なものを言葉にする。いかがでしょう

ますが、今、私個人はそちらに力を注いでいます。

か。授業の時は書いてもらいます。お互いに見て

臨床の現場では、呼吸器外科医なので肺がんの患

もらうとけっこうおもしろいです。それを頭に置

者さんを担当させていただくことが多いです。そ

いたままお話に入らせていただきますね。

れから緩和ケアです。どちらがメインかと言えば
緩和ケアがメインです。緩和ケアの対象はがんだ
けではありません。痛かったり、苦しかったり、
辛かったりする様々な疾患の患者さんと一緒に悩

スライド 1

私は…

みながら日々を過ごしています。なにぶん急性期
病院ですから不十分ではありますが、「がんで本
当に大変だね、でも川越で良かったね」と思って
もらえるような街づくりの一端を担えたら良いな
と考えています。
個人的にはこんな人間です。スライド１に、
「私
は…」を示しました。私は、カレーが好きです。
茗荷谷の駅のすぐ近くのカレー屋さんに、身体が
160
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この差は何でしょう。自分が 13000 円で良い

あなたの値段

と思っている人はいないでしょう。もっともっと

―13000 円と３億円の違いは？

価値があると思われている。その価値とは何で
しょうか。たしかに写真のような素敵な彼女と私

さて、「13000 円」と言われたら何の値段だ

のようなオジサンが同じ 13000 円というのは誰

と思いますか。ちょっと聞いてみましょう。「１

も納得しないでしょう。もっと言いますと、生き

泊の温泉旅行」ですか、いいですね、ゆっくり行

ていようと死んでいようと元素で言えば同じ値段

きたいですね。「京都までの片道料金」ですか、

なのです。今ここに死んでいる人は１人もいない

新幹線と答える方は多いです。みなさん色々な

はずですが、生きているのと死んでいるのとの価

13000 円を思い浮かべると思います。

値が同じだと言われると愕然としませんか。

ギターを弾いている若い女性の写真をお出しし

それでは、生きているということと死んでいる

ていますが、実はこの人の値段が 13000 円なの

と い う こ と の 差 は 何 で し ょ う か。 ３ 億 円 と

です。この人に限りません。１人の人の値段が

13000 円の差は何でしょうか。私が緩和ケアを

13000 円 だ と い う こ と で す。「 な ん の こ っ

学ぶ中でたくさんのことを教えてくれたリエゾン

ちゃ？？」ですね。みなさんは自分が 13000 円

精神医学の大家の堀川直史先生という方がおられ

と言われて納得されますか。8000 円ぐらいでい

ます。この先生が素敵な言葉を教えてくれました。

いやと思われる方はたぶんいないでしょう。

「人はみな、１回のみの他人とは交換できない人

では、みなさんはご自分がおいくらなら満足さ

生を送る個人としての物語を歩んでいる」のだと

れますか。「私は何々です」と一生懸命にご自身

いうことです。先ほどみなさんには「私は何々で

を表現していただきましたが、どうでしょうか。

す」と考えていただきました。ひとつひとつの経

３億円？

験であったり、家族や友達とのつながりであった

５億円？

１兆円？…。

人の体は臓器でできています。それは細胞でで

り、貯金もあるかもしれません。まさにそういう

きていて、もっと細かくしていくと私の理解でき

物語に重なってくるものにこそきっと価値がある

る範囲で言うと、ものはすべて原子、元素ででき

と思うのです。物語にこそ価値がある。本来はプ

ています。この原子、元素の価格に換算すると、

ライスレスで値段をつけられるものではありませ

体重 60㎏の人の場合は 13000 円だそうです。

んが、そういうことだと思います。

したがって私はたぶん 14000 円はないかなとい
うぐらいです。
みなさんいかがでしょうか。ご自分が３億円だ

今日は緩和ケアと音楽（療法）というお話をさ
せていただきますが、この物語のところに着目し
てみたいと思います。

と思われた方は失望されるでしょう。では、その
３億円と 13000 円の差は何でしょうか。差額は
何の価値でしょう。仮に今日の帰りがけに私が誘

今なお消えないがんにまつわる「死」の
イメージ

拐される。家に電話がかかってきて妻に「お宅の
旦那を預かっている。ついては 13000 円を埼玉

まず緩和ケアです。緩和ケアは「イコールがん・

りそな銀行に振り込め」と言われ、妻が「はい分

イコール本人・イコール死」（スライド２）では

かりました」とチャリンと振り込むというのも

ありません。対象はがんだけではありません。対

ちょっと悲しいでしょう。

象は本人だけではありません。対象は終末期医療
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スライド 2

抗がん剤治療があり放射線があり手術があり、

緩和ケアとは

最近は免疫治療も注目されています。がん治療は
非常に進んでいます。早期から進行がんまですべ
てのがんの患者さんの 60％超の方が５年生存で
きる時代になっています。早期がんに限って言え
ば９割を超えます（スライド３）。さらにアンジー
（アンジョリーナ・ジョリー）は採血で、遺伝性
スライド 3

のある特殊な乳がんにかかる確率が高いことが分

がんの 5 年生存率

かり、きれいに再建していると思いますが、まだ
がんではない両乳房を切除しました。卵巣もとり
＜全がん＞

ました。つまり予防手術もできる時代だというこ
とです。
ただ、すべてのがん患者さんの６割以上が５年
生存、早期がんなら９割以上が５年生存し、予防

＜早期がん＞

手術までできる時代になっても、今なお、がんと
言われた時にどのようなことを思いましたかと患
者さんに聞いてみると「死という言葉が頭をよ
ぎった」という方が多いのです。今日も何人か患
者さんがいらしていると思いますが、みなさんい
かがでしょうか。多くの人が、どうしても「死」

だけではありません。もっともっと幅が広いもの

という単語が自分の頭から離れなかったと言いま

です。ただここでは、がんを中心にお話を進めて

す。たまたま大腸ポリープのほんの１ヵ所に早期

させていただきます。

のがんがあったというような人でも「がん細胞が

世の中全般のがんのイメージからすると意外に
思われるかもしれませんが、がんは何とかなる病

あった」と聞いて「えっ、死ぬのか」と思われた
という方もおられます。

気になってきています。もちろんなかなか良くな

がんというのは、非常に苦しい、
「死」のイメー

らず、苦しくて大変なシーンはたくさんあるので

ジをなんとなく内包している言葉なのだと思いま

すが、世の中のイメージからすれば少し良くなっ

す。

てきています。抗がん剤の治療があり、放射線の

またがんという言葉にはもうひとつ隠された意

治療があり、外科手術もあります。私も術衣を着

味があります。私は、今日は埼玉県の片田舎から

て手術をすることがあります。

都心に出てきてお話をさせていただいています。

話は逸れますが、外科でも女医さんは増えてい

本当にありがとうございます。ただもしかしたら、

ます。私どもの呼吸器外科でも若手のホープは女

こうして長々と話をしていて、今、私は嫌われて

性です。彼女の手術の助手をしていてふと気がつ

いるかもしれません。早くみんなとご飯を食べて

くと手術室には私以外全部女性というのは珍しく

楽しい時間を過ごしたいのにいつまで話している

なくなってきました。女性の外科医が増えるのは、

のだと嫌われているかもしれません。そういう時

色んな意味で非常に良いことだと思います。

に人がよく使う言葉に「がん」という言葉があり
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ます。「あいつは本当にがんだ」と言います。「あ

スライド 4

就労支援についての取組み

スライド 5

就労支援の取組みがない理由

いつは本当に糖尿病だ」とか「あいつは高脂血症
だ」とは言いませんよね。それほど「がん」には
忌み嫌うもの、一緒にいたくないものという、ネ
ガティブキャンペーンのようなイメージが何とな
く付きまとっているのも現実です。近所の方にも
言えない、職場の方にも言えていないという方が
まだまだおられます。もちろんそうではなく、周
りの理解に恵まれている人もいます。この５年ほ
どでずいぶん変わってきたという思いもありま
す。でも、そういう中でもまだ嫌なイメージを払
拭しきれていないとも感じています。

身体疾患の「がん」が持つ心の病気の側面
スライド４は、就労支援についての会社の取り
組みです。このお仕事には高橋先生も関わってい
るものかもしれません。全国の会社に社員ががん
になった際に就労支援をしていますかというアン
ケートを配った結果、
「しています」が 10％、
「し
ていません」が 90％でした。これはある程度仕

ローチしてもいいものか分からないから取り組め

方がないことだと思います。

ていないということです。本当に残念なのですが、

問題はその「していない」理由です。スライド

これが就労支援をしない理由として一番多いので

５の上の方に色々書かれています。「お金がない」

す。先ほどの「あいつはがんだよ」と言うのと似

「人がいない」「何をしたらよいか分からない」と
いうことに集約される内容です。ここで、たとえ

たような風潮なのかなと、現場にいる私とてして
は大変悲しく思います。

ば自分のところの従業員ががんになって何らかの

ただそうなげいていても仕方がないので、少し

支援をしている会社は税率が 0.8 倍、そうでな

でもこういうものを払拭していくためにはどうし

い会社は 1.2 倍と言われたらすべての会社は本

たらいいのかということです。たとえば今日のよ

気でやると思います。私たちも診療報酬に踊らさ

うな会を開くこともそうかもしれませんし、今、

れていますので分かりますが、そこは本気になれ

私がやっているフェリス女学院での講義もそうな

ば解決します。問題はいちばん下に書いてあるも

のですが、中学や高校の生徒さんや大学の学生さ

ので、就労支援をしない理由の中ではいちばん高

んにがん教育をしましょうという動きがありま

率の「センシティブな情報で、積極的に支援し難

す。これは国の動きでもあるのですが、私個人で

い」というところです。つまりアンタッチャブル

もずっと担当をさせてもらっています。子どもの

だということです。触れてもいいものか、聞いて

ころから少しずつそういう話をしていくと変わっ

もいいものか、がんと聞いてその人に何かアプ

ていくと思います。ただ結果が出るのに 10 年や
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スライド 6

スライド 7

20 年はかかるので、そういう意味では、なかな

です。われわれ医療者がその方に次に会うまでに

か苦しいというのが現状です。

は、なんだかんだで、どうしても２週間ぐらいは

がんと診断された患者さんについての衝撃の論

がんと診断された後の自殺率（相対危険度）

かかります。その２週間の間、患者さんがどうい

文 を 示 し ま す。2012 年 に『New England

う思いで過ごしているかを医療者は知りません。

Journal of Medicine』に載りました（スライド

がんというのは身体の病気なのにそれほど心を痛

６）。

めつける恐ろしい病気なのです。がんという言葉

がんと診断された後の自殺または心血管イベン
トによる死亡についての論文です。「あなたはも

は、そういうイメージを持つ病気なのだというこ
とを実感させられます。

う抗がん剤は効きません」とか「余命１ヵ月」と
言われたわけではなく、最初にがんと診断された

私（自律性）の喪失の苦しさ

時点からの、すべてのがん種の 534,154 人に関
する調査です。これによれば、患者さんの自殺は

また、同じ風景を見ていても医療者が見ている

１年過ぎれば 1.8 倍で、これは他の報告と同じ

ものと患者さん・家族が見ているものは違ってい

ぐらいですが、なんと１週間以内の自殺率は、

るということを感じています。たとえば、家のこ

12.6 倍です（スライド７）。実数は少ないです。

とも子供のことも放りっぱなしできたけれど退職

ただ「がんです」と言われた方が一般人口に比べ

したら夫婦でゆっくり旅行をしようねと言ってい

て 12.6 倍も自殺する危険率が高いというのは本

た人が、退職なのだから最後はちゃんと健診を受

当に恐ろしいことです。

けなさいと言われ、「分かった、分かった、大丈

2015 年に国内からも同様のデータが出ました

夫だよ。ちょっと肩が痛いぐらいだから」と言っ

がもっと高かったです。たしか 20 倍か 30 倍だっ

てレントゲン写真を撮ります。その結果、肺がん

たと思います。これはどういうことかと申しあげ

です、胸のリンパ節も腫れています、骨にも浸潤

ますと、たとえば私たちのところに胸部異常陰影

しています、と言われたとしましょう（スライド

のある人が来て、気管支鏡の検査をする。後日検

８）。

査結果のお話をしますと言い、数日後に外来に来

このレントゲン写真を見ながら医療者はこんな

られる。「こんにちは、先日の細胞検査の結果は

ことを考えます（スライド９）。では、みなさん

陽性ですので、あなたは肺がんです」と告げたそ

はいかがですか？同じ写真を見ていても、同じ風

の帰りに自殺をする方がおられるということなの

景を見ていても医療者と本人やご家族とでは、考

164

Ⅱ

�ん本.indb 164

公民館カフェ・第 13 回

2017/03/21 1:08

スライド 8

事例（65 歳、男性）

というひとつずつを消していってみてください。
何が残るでしょうか。それでもなお己の２本足で
立っていられますか。たとえ治るにしても、アン
ジーも両方の乳房を失っています。卵巣も失って
います。ということはホルモン環境がきっとバラ
バラになっているということです。がんと言われ
た時に死を思い浮かべて自殺まで考えてしまう。
それほど苦しい、死が怖いのに自ら死を選択せざ

スライド 9

医療者は？

るを得ないところに追い込まれてしまう。その苦
しみとはどういうことかと考えるのですが、つま
り「私は○○です」を１つずつ失っていく、私で
はなくなっていくことの恐怖なのかなと思ってい
ます。
本日この場に強制されて来られた方は１人もい
ないと信じておりますが、仮に強制で、高橋先生

えることはまったく違うのだと本当に思います。
仕方がないことでもありますし、いいことでもあ
ります。ただお互いに違うことを考えているとい
うことは理解しておかなければいけないとつくづ
く思います。
私が臨床でたくさんの方とお会いして思うの
は、今日ここに来られたみなさんは違うかもしれ
ませんが、多くのがん患者さんはだんだんと色々
なものを喪失していくということです。今、仮に
私が胃がんで胸椎に転移をしていて背中が痛い、
動けないとします。今日は月島でお話するのは辛
い、高橋先生休ませてください、中止にしてくだ
さいとなります。今まで通りのパフォーマンスで
仕事をするのは難しくなります。好きなところに
行けなかったり、おいしいワインが飲めなかった
り、会いたい人にも会えなかったりします。治っ
ていくのならそれでもいいのですが、そうではな
くて残念ながら治らない場合には、さらに動けな
くなったり、トイレに行けなくなったり、色々な
ものを喪失していきます。
先ほどみなさまが考えてくれた「私は○○です」

もニコニコしているけれどわりにうるさいから来
たという人がもしいたとしても（笑）、本気で休
もうと思えば「すみません子どもが熱をちょっと
出しまして」と言えばいいので、そうではなくて
「来る」ことを選択して来てくださっていると言
えます。今日は何をしようかな、何を着ていこう
か、週末はどうしようクリスマスだなというよう
にみなさんは自分自身を選択しながら生きている
のです。その自律性を失うことがどれほど苦しい
かということを、たくさんのがん患者さんと一緒
に過ごさせていただいた中で痛感しています。

緩和ケア―医療の守備範囲外をカバーする
それでは医療はその人たちに何をしてくれるの
でしょうか。先述したように医者がレントゲン写
真を見て思っていることとみなさんがレントゲン
写真を見て思っていることは違うのです。「医療」
は次のように定義されています。Wikipedia で
すから、正確かどうかは分かりませんが世界の多
くの人がそう思っているということです。「人間
の健康の維持、回復、促進などを目的とした諸活
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スライド 10 「医療」の定義

スライド 11

緩和ケアとは

スライド 12

進行肺がん患者に対する緩和ケアの効果

動」とあります。日本の辞書（大辞泉）でも「医
術・医薬で病気やけがを治すこと。治療。療治。」
です（スライド 10）。
私どもの病院は総合医療センターですから何科
でもあります。何が来ても「バッチ来い」です。
それでは、このがんと宣告されて自分を失いつつ
ある、この人たちは何科を受診すれば良いので
しょうか。
「不治の病や死は？

失った私（自律性）

は？」という人たちです。「死」を扱っていると
前面に出している科はありません。失った私の回

が、噂を聞く範囲では、国家試験対策であったり、

復のお手伝いをしますというところもありませ

その範囲を超えていないところが無きにしもあら

ん。なぜなら治す医療だからです。こういう人た

ずです。なぜなら習っていないことを学生に教え

ちへの対応は、この医療の定義からは残念ながら

ることはできないからです。それが現状です。

できないのです。これが高度先進医療の現実です。

それなら緩和ケアがもう少ししっかり頑張ろう

そういう医療にも良い面はたくさんあります。

よ、そのように医療の守備範囲外とされたものに

もちろん高度先進医療だから救えている命もたく

対しても何とか支えていこうよと思うのです。緩

さんありますし、高度先進医療だから保たれる

和ケアは次のように定義されています。

クォリティもたくさんあります。決して悪口を

スライド 11 の定義は非常に良い定義だと思う

言っているわけではありません。ただ残念ながら、

のですが、文章がちょっと複雑です。文章が複雑

この定義の医療の中で高度先進医療を極めている

な時には良い方法があります。主語と述語だけに

医療者にとっては、「死」や「失った自分」への

分解してみますね。そうすると「緩和ケアとは…

対応は守備範囲外なのです。医学部でこんなこと

取り組みである」となります。どういう取り組み

は習いませんし、卒後研修でもひとつも習いませ

かというと「生活の質を向上させるため」の取り

ん。それが現実です。最近、少しずつ緩和ケアの

組みです。「生活の質を向上させる取り組み」と

講座をつくる大学が出てきました。心ある先生が

はどういうものかを考えてみます。

お話をしてくださっていると信じたいところです
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スライド 13

緩和ケアの内容―何をしたの？

て何人いるのだろうかというのが、私のやや批判
的な気持ちです。いずれにせよ、そういう効果が
あることが分かりました。

余命１ヵ月と 30 年から知る１秒の大切さ
―緩和ケアのやるべきこと
その効果の理由をお別れについて考えながら一
緒に考えてみたいと思います。10 年くらい前の
映画で“余命１ヶ月の花嫁”というのがあります。
榮倉奈々ちゃんが乳がんで余命１ヵ月と診断さ
がんの方を 151 人集めて半分の方を「がん治療

れ、付き合っていた瑛太クンが別れずにちゃんと

＋緩和ケア」、半分の方を「がん治療（必要に応

結婚式を挙げ、指輪を着けてあげながら「お嫁さ

じて緩和）」ということにしました。

んになって」というようなことを言う感動的な映

緩和ケアで何をしたかですが、特別な薬を使っ

画です。インターネットで色々と叩かれたりもし

たわけではありません。最低月に１回の面談をし

ましたが、それは別としてけっこうヒットしまし

ました。それで患者さんと医療者の関係性を構築

た。

し、病気もそうなのですが症状に意識を向けさせ、

それでは質問です。“余命１ヶ月の花嫁”はヒッ

それまでの自分の人生の中で問題が起きた時にど

トしました。では、“余命５年の花嫁”ではどう

のように対処してきたかを確認し、病気の理解を

でしょうか。“余命 30 年の花嫁”ではいかがで

もう１回深めます。病気については、先生は説明

しょうか。「“余命 30 年の花嫁”がヒットしてい

してくれているはずなのです。ただ、患者さんた

るから、今度一緒に観に行こうよ」と言われても

ちはお分かりだと思いますが、先生の説明はなか

なかなか行かないですよね。なぜでしょうか。な

なか頭に入ってきませんよね。自省を込めて言い

ぜ“余命１ヶ月の花嫁”は観に行って、
“余命 30

ますが、分かりづらい。そこでもう１回きちんと

年の花嫁”は観に行かないのでしょうか。

理解を深めて、その上で治療について話し合う。

それがどういうことかを考えたいのです。私は

それでこれから先はどうしていこうかというこれ

比較的若い時に結婚しました。私の妻は当時、

からの生き方を一緒に考える。家族にも一緒に考

20 代半ばでした。余命 60 年の花嫁です。あり

えてもらいます。そういう面談を繰り返したそう

がたいことにおかげさまで今も元気です。それで

です（スライド 13）。

も TBS も取材に来ないし、ドラマにも何もなら

その結果、不安の要素は少なくなったし、生活

ない毎日を私たちは送っています。しかしたとえ

の質は向上した。そして、何と驚いたことに生存

余命が 60 年だろうが、30 年だろうが、５年だ

期間も少し伸びました。そういう結果が出ました。

ろうが、１ヵ月だろうが、今のこの１秒１秒が２

これをもって世界中と言うとやや大げさですが、

度と戻ってこないということでは本当は同じはず

緩和ケアの関係者たちは跳んで喜び「ほら、だか

ですよね。

ら言わんこっちゃない」と言っていたのですが、
ここまできちんとできている緩和ケア医がはたし

今日のこの瞬間は今だけのものです。私がみな
さんと会いたくないという意味では決してありま
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スライド 14

自分の最期は…

スライド 15

Illness trajectories―病の軌跡

スライド 16

がん患者さんはけっこうぎりぎりまで元気で
す。残り１ヵ月、２ヵ月で急速に体調が悪くなっ
ていきます（スライド 15）。その時になってか
らああしたい、こうしたいと言っても正直に申し
あげてなかなか難しいところがあります。いつで
も明日死ねるようになどと言うつもりはまったく
ありません。最期のことなど考えたくないかもし
れません。でも、元気なうちに先ほどみなさんが
考えて下さったように「大切なものは何か」「ど

せんし、きっとまた会えると信じていますが、基

ういうことに自分は支えられているのか」「自分

本的には私はみなさんとはもう２度と会いませ

はこういう風にしていく」ということを考えるこ

ん。今日１回限りです。もしかしたら私は今夜、

とは非常に大事だと思います。

13000 円で誘拐されてしまうかもしれません。

私の友人に岩手県の住職（太田宣承氏）がいま

そう思うと今の１秒、１秒が大切だなということ

す。次のように言っています。「死生観を語るこ

に意識が向くし、そう思うとこの出会いが大事だ

とは、〜中略〜最期を語れるからこそ、今をどう

ということに意識が向きます。それが１ヵ月なの

生きるかという地に足のついた自分自身のテーマ

か 30 年なのかの違い、そこだけです。余命 30

を考えることになると言えるだろう。」（スライド

年だと思っていると明日が来ることは当たり前だ

16）。いかにも日本的ですね。

と思って生きています。そうなると今の１秒、１

でも、『メルクマニュアル』（アメリカの製薬会

秒の大切さに目がいかず、ついスルスルと流れて

社 Merck 発 行 の 医 学 辞 典『Merck Manual』。

しまいます。

サ イ ト は http://merckmanual.banyu.co.jp）

最期と言うと言い過ぎかもしれませんが、そこ

の中にも一般人向けの方に「知っておきたい基礎

までの間をどこで誰と一緒にいて、最後は何を食

知識〜死と終末期〜」という項目がありました。

べて過ごそうかなと考えていくこと、今の大切さ

そこには「死は生の一部である」とか、「医師

に目を向けることが大事なのかなと思います（ス

と話し合いたくないという人は、自分の知らない

ライド 14）。

ところで大きな決断が下されてしまうことを覚悟
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スライド 17 『メルクマニュアル』
－知っておきたい基礎知識：死と終末期

の歌に合わせてそれを繰り返します。ではやって
みましょう。
「でんでん むしむし かたつむり
まは どこにある

つの出せ

お前のあた

やり出せ

あたま

出せ」です。簡単ですよね。
次は２人でやります。相手のパーの上に自分の
グーを乗せる。それを両手でやります。先ほどと
同じように歌に合わせてやります。さあやってみ
ましょう。
「でんでん むしむし かたつむり
まは どこにある

つの出せ

お前のあた

やり出せ

あたま

しなければなりません。」とあります（スライド

出せ」。これはけっこう難しいでしょう。２人で

17）。日本だけではない英語の文化圏の人たちに

やると仲良しになれます。こうして頭を使って歌

もこういう考え方があるのだなということを最近

いながら身体を動かすのは認知症予防にもなるよ

知り、少し驚きました。

うですよ。

そこで改めて先ほど出しました進行肺がんの方

さて、音楽とは何かを考えてみましょう。いく

に最初から緩和ケアに関わった人、関わらなかっ

つか音を聞いてもらいます。鹿威しや汽笛や雑踏

た人というところに話を戻します。何をしたのか

の音ですが、これらは音楽でしょうか。音楽だと

です（前出 167 ページ、スライド 13 参照）。ま

思われる方もおられると思いますが、違うと思わ

だ死などはまったく先の時から自分自身について

れる方もいると思います。分からないという方も

もう一度見つめ直して一緒に考えていく時間が持

多いと思います。これが正解だと言えるものでは

てたということです。失っていた自分自身、失っ

ないのですが、音楽ではないと思った方はただの

ていった自律性をもう一度再構築した。そういう

音として聞かれていて、音楽だと思った方はそれ

ことをしていた。その結果、生活の質が高まり、

に何かの意味づけをされたのだと思います。

不安が減り、生存期間が少し延びたのかもしれな

音楽療法は次のように定義されています。「音

い。大事なのは痛み止めを使って痛みを取ること

楽の持つ…回復…改善…向上…変容…」とありま

ではないのです。痛みを取ったその先です。自分

す（スライド 18）。

を再構築していくこと。それがきっと緩和ケアが
やるべきことなのだなと思います。

スライド 19 は私の外科の先輩がイグノーベル
賞を取った論文からの引用です。マウスの心臓移
植をしました。あるマウスにはオペラの椿姫を聞

音楽の力について考える

かせました。あるマウスには椿姫を聞かせたので

―緩和ケアの中の音楽療法とは

すが鼓膜を破っておきました。あるマウスは何も
聞かせませんでした。あるマウスには 100 ヘル

それでは、音楽についてお話しします。２人１

ツの単調な音だけを聞かせました。そうしました

組になってください。最初は１人でやります。
「右

ら椿姫が聞こえていたマウスの心臓だけが長生き

手グー・左手パー」でパーにグーを乗せる。それ

をしたという論文です。先輩はこれでイグノーベ

を次は逆にします。「かたつむり（でんでんむし）」

ル賞を取りました。音楽が命を維持させている、
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スライド 18

音楽療法の定義

スライド 19

心臓移植術後マウスのオペラ聴取効果

音楽はすごいなということです。
でも、緩和ケアの中では医療の外にあるものを
僕たちは担いたいという話をしたばかりです。
音楽によって心拍数が落ち着いたとか、歩行が

たら「シレソ」というハーモニーで違う響きにな

非常に良くなったなどがありますし、脳の病気の

りました。同じ「ソ」なのに違うハーモニーを周

方は「お早うございます」という言葉を発するの

りの人が引き出しているのです。「ソ」の部分は

は難しいですが、メロディーをつけて「お早うご

変わらなくても良いのです。べつに長生きしなく

ざいます」と歌うと歌えるなど、音楽には色々な

ても良いのです。コルチゾールが下がらなくても

効果があります。これらはもちろんすばらしいこ

良い、心拍数も下がらなくても良いのです。たと

とです。

えば色々なものを失ってしまった、仕事をバリバ

たしかにすばらしいことですが、自分が音楽に

リやっていたあの時の部長さんはいなくなった。

求めているのは違うのではないかということを臨

それでもベッドの上にいるあなたはそのままでい

床現場ではいつも思います。それを体感してもら

い。しかし、それに「ミ」と「ド」が華を添える

おうと思います。３列に分けます。右列の方は「ソ」

か、
「レ」と「シ」が華を添えるかでその人のハー

の音を出してください。真ん中の列の方は「ミ」

モニーが自ら変わるのです。あなたは変わらなく

の音です。左列の方は「ド」です。それで一緒に

ていい、その響きはもともと「ソ」の中に内包さ

その音を出してみてください。「ドミソ」のハー

れているのですから。

モニーですね。

自分が緩和ケアで音楽に期待していることはこ

次は「ソ」はそのままで、
「ミ」は「レ」に「ド」

れなんだと思いました。音楽療法を一生懸命にや

は「シ」に変えます。それで一緒に音を出します。

られている方の中には、どちらかと言うと先ほど

「シレソ」のハーモニーになります。

紹介したマウスのように音楽を聴かせて、つまり

美しい！みなさんさすがですね。緩和ケアの中

こちらの力によって長生きしたというような数字

の音楽療法というのはこれです。何を言ってるの

で表現し得る結果を求める方が少なからずいらっ

かと思われるかもしれませんが、私が最近「これ

しゃる。やむを得ない部分があると思いますが、

だ」と感動したことです。

私が求めているものとは少し違うなと、ちょっと

「ソ」は変わりません。同じ「ソ」です。それ

違和感がありました。それがまさに今のことだと

なのに隣の人が「ミ」と「ド」なら「ドミソ」の

思いました。「ソ」は変わらなくても良い。「ソ」

ハーモニーでした。隣の人が「レ」と「シ」だっ

に内包されているものが、周りのかかわりによっ
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て自然に引き出されてくる。「ソ」の自律性を再

スライド 20 命の終わりにおける決断のための 3 つの黄金律

構築している。それがきっと緩和ケアの中に音楽
を取り入れることの本質なのだと思いました。

自律性の再構築のために―整えるということ
自律性が再構築されている方はどのような様子
なのでしょうか。少し見ていただきます。再構築

ます。日本語にすると「共にいながら、自分自身

されるとはこういうことなのだというスライド

でいられること」です。一緒にいる。時間を共有

ショーを流します。BGM は・・・ちょっと歌い

している、気持ちも共有している。ただそれぞれ

ますね。

がそれぞれの自律性を尊重して一緒にいること。

「なぜ めぐり逢うのかを 私たちは なにも知ら
ない いつ めぐり逢うのかを

そのことが非常に大事なのだと思います。

私たちは いつも知

ド イ ツ の 近 代 緩 和 ケ ア を 立 ち 上 げ た Gian

らない … 縦の糸はあなた 横の糸は私 織りなす

Domerico Borasio という先生の言葉がありま

布は いつか誰かを 暖めうるかもしれない… 織り

す。「命の終わりにおける決断のための三つの黄

なす布は いつか誰かの 傷をかばうかもしれない

金律」（死ぬとはどのようなことか／佐藤正樹

… 逢うべき糸に 出逢えることを 人は 仕合わせ

訳）ということで、大切なことが３つあると言っ

と呼びます」
（中島みゆき作詞・作曲「糸」）
（拍手）。

ています。

自律性を取り戻している人たちは本当にすてき

簡単です。「第一に、話すこと」「第二に、話す

だなと思います。写真に登場してくれた人たちの

こと」「第三に、話すこと」です（スライド 20）。

多くは実はもう亡くなっています。もう２度と会

なあんだと思われたかもしれません。しかし、本

えません。それでもそのようには見えませんよね。

当に大切な方と本当に大切な話をみなさんはされ

ただ、周りにいる人たちが何でもかんでも支援す

ているでしょうか。できていますか。私は自信が

るよ、援助するよということでもだめだと思いま

ありません。もし痛くて話せないのなら痛みを取

す。どのようなスタンスが良いのでしょうか。

りましょう。もし苦しくて話せないのなら苦しみ

ハーバード大学の心理学の先生の言葉なのです

を取りましょう。もし寂しくて話せないのなら寂

が、「Being alone together」という言葉があり

しさを解消しましょう。もし関係性が難しくて話
せないのなら関係性を調整しましょう。そうやっ
て整えて話せるようになること。そしてそれを聴
く人間が傍にちゃんといること。それがもしかし
たら緩和ケアの現場のあるべき姿かも知れないと
思います。
スライド 21 は、アウグスティヌスという偉人
が言っていることです。「音楽とは音を良く整え
る知である」とあります。緩和ケアも整えること
で自律性を取り戻す一助になっているのかも知れ
ません。
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スライド 21

「こうして家族と一緒に過ごす時間を大事にする
のであればホスピスに行った方が良いかな」と言
いました。「ただホスピスに行くとみんなと切れ
てしまうし、ホスピスがどういうところかも分か
らない」という不安もあったので、とりあえず一
緒に見学に行ってみましょうということになり、
一緒に出かけました。
見学の日、かなちゃんは車椅子を押しながら「私

あのね、かなちゃんに聞いてほしいこと
があるの―答えは自分に

は看護師さんになるんだ」と言って、お母さんが
施設を回っている間、ぴったり着いて離れません
でした。このホスピスの見学から帰ってきてしば

副題につけさせていただいた「かなちゃん」が

らくして、お母さんが私に「先生、助けてくださ

そろそろ出てきます。胃がん術後５年でがん性腹

い」と言いました。「何ですか」と聞きましたら「自

膜炎イレウスの 39 歳の女性の娘さんの名前が

分の病気のことを話したい」と言うのです。今ま

「かなちゃん」です。お母さんは、吐き通しです。

でも話してきたけれど、きちんとこれからのこと

色々な治療をやりました。管も入れたのですが嫌

も含めてもう一度改めて話をしたいということで

だと言ってはずしました。外科の先生が治療はも

す。かなちゃんは小学校１年生になったばかりの

う難しいと話されて、39 歳のしっかりした女性

７歳です。夏休みの最後の８月の終わりでした。

ですからそのあたりははっきり分かっていまし

おじいちゃんとおばあちゃんに連れられて病院に

た。ただ頭では理解できたのですが気持ちにはな

来て、面談室で、お母さんは車椅子に座り、前に

かなか落ちて来ませんでした。落ちて来るのに２

かなちゃん、横におじいちゃんとおばあちゃんが

週間かかりました。いやむしろ、よく２週間で落

座り、僕らは少し離れたところにいました。お話

ちてきたなとも思いました。

しに要した時間は１時間弱でしょうか。彼女は大

その後、ちょうど誕生日だったかなちゃんの誕

腸穿孔を起こしているのでストーマがあるので

生会をたまたま空いていた病棟の個室でやりまし

す。「かなちゃんごめんね。一緒にプールに行っ

た。私たちがふだん使っている小さな鍵盤を貸し

てあげられなくてごめんね。お風呂に入ってあげ

てあげたら、かなちゃんが「happy birthday to

られなくなってごめんね。」と、また抗がん剤で

you」と自分で弾きながら歌いました。演奏家は

入退院をずっと繰り返していたので「家にいてあ

いません。音楽療法士もいません。それでもみん

げられなくてごめんね」「幼稚園の色々な行事に

なの思いと言いますか気持ちが、音を音楽にし、

行けなくてごめんね」と、ずっと謝り通しでした。

音楽を魔法にするのだということを目の当たりに

「ごめんね。私はこんなお母さんだけど、私に

した現場でした。

はもう無理だけど、あなたはこれから強く生きて

さらに、かなちゃんのピアノの発表会のために

行ってね。すてきな人を見つけて、できたらお仕

髪飾を作り、たまにしか来れない旦那さんのため

事も頑張って強く生きてね。幸せになってね。困っ

にサンドイッチを作り、かなちゃんが来た時には

た時はお母さんがしてきたようにおじいちゃん、

一緒にカップケーキを作りました。それを私ども

おばあちゃん、それから先生たちにお話をしてね」

の作業療法士と一緒にやりました。お母さんは、

と言いました。「かなちゃんに聞いてほしいこと
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がある」という最後の一言は「こんなお母さんで
ごめんね、でも困ったことがあったらお話しして
ね、幸せになってね」というその一言でした。

して、元気に育っています。
「話すこと、話すこと、話すこと」は、自分自
身を取り戻すことを実現していくこと、つまり今

かなちゃんは７歳ですから涙を流して一言も言

をどう生きるかということをお互いにきちんと共

わずずっと横を見ていたのですが、最後に「分かっ

有していくことに必要なのだろうと、それが大事

た、聞いている？」と言われた時にはお母さんの

なのかなと思います。

方を見て、その涙の真ん中にお母さんがいました。

がん治療の現場にいるとどうしても答えは医療

その数日後、お母さんはかなちゃんのために個

者の中にあると思われがちです。「先生お願いし

室でカレーを作りました。お話ししたようにこの

ます。お任せします。」と言われますが、とんで

お母さんは吐き通しなのです。その吐いている人

もありません。今をどう生きたいかという答えは、

がカレーの味見をしています。かなちゃんは７歳

どこにありますか。ご自分の中ですよね。でも、

ですから辛いカレーは食べられません。ヨーグル

自分が何を大事にして、どう生きたいかというの

トなど色々入れたりしていましたが、この時お母

は自分でもなかなか言葉にはなりません。だから

さんは苦しくないのでしょうか。もし苦しくない

あなたの中にある物語を言葉にしていくこと、言

としたらいったい何が彼女を支えているのかと、

葉にならなければ、たとえば音として表現してい

本当に何とも言えない気持ちでずっと見守ってい

くこと、色々なものを整えながら自らの力で自律

ました。

性を取り戻していくことに、その人の力を信じな

カレーができました。このカレーがお母さんか

がらそっと手を添えるのが、緩和ケアの神髄なの

らかなちゃんへの最後の贈り物になると決まった

ではないだろうかと、その時に音楽の力が少しあ

のは、２日後のことです。このカレーがこれから

ると良いのかなと思ったりしています。

思春期を生きて行く彼女にとってどのような意味

「答えはあなたの中にある」私が医療者の方に

があるのか。自分の大切な娘さんを先に失ってこ

こういうお話をする時は「答えは相手の中にある」

れからを生きて行くおじいちゃんに何を残すの

と伝えています。

か、そこはやや私たちには分かりかねるところで
はあります。それでもかなちゃんは時々外来に遊

以上です。長い時間お付き合いいただきまして
ありがとうございました。

びに来てくれます。私の似顔絵を描いてくれたり
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◇ カフェタイム・グループ発表とまとめ ◇

私を元気にしてくれた音楽

■ 高橋

それでは９班さん

からまいります。

ていく。わりに「しみじみ系」であったりもしま
す。たとえば中島みゆきの歌でも全部が楽しい歌
でもありません。それでも自分の気持ちにピッタ

落ち込んだ気持ちをゼロ
ベースに引き上げてくれ
る音楽

リきて、聴いていると落ち込んだ気持ちを元に戻

< グループ発表１（９班）＞

■ 高橋

してくれる音楽が、「元気が出る音楽」だという
ことになりました。
それでは８班さんお願いします。

私を元気にしてくれた音楽ですが、
「元気が出
る音楽」とは何だろうかということを話し合いま
した。ある方は、ご病気される前はボンジョビと

聴くのも良いが、むしろ声を出して歌う
ことで元気になる

かエアロスミスなどをガンガン聴いて気持ちを盛
り上げて仕事に行っていたのに、病気をしてから

< グループ発表２（８班）＞

は逆にそういう音楽は聴きたくなくなったと言わ

話がどんどん広がって、必ずしもテーマ通りに

れました。他の方からもどういう音楽だったら聴

なっていませんが、「元気が出る音楽」としては、

きたいかについていろいろ話が出ましたが、集約

聴く曲よりもむしろ声を出して歌うのが良いので

すると、今挙げたボンジョビなどのハードロック

はないかということになりました。そのほうが結

のような音楽は、自分がゼロベースの時に聴くと

果的にエネルギーが伝わってくるのではないかと

良いということでした。落ち込んでもいなくて、

いうことです。できればハーモニーがあるとさら

でも、そうハッピーでもない、ゼロベースの時に、

に良いということでした。

０からさらに上に行くような音楽だということで

り添うような曲が良いということが出ました。ま

す。
みんなが元気が出る音楽とは、０よりずっと下
にいて落ち込んでいる時に自分を０に戻してくれ
る音楽なのではないか、ということになりました。
癒されて、落ち着いて、結果的にそれで元気になっ
174
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た自分が生きてきた時代にそれぞれ聴いた曲が良
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の熊さん」などです。なぜだかこれを聴くと明る

ないかと。病気になってからミュージカルを始め

くなるというような話でした。

て患者さんに元気を与えている方もいらっしゃい
ました。

■ 高橋

森の熊さんは私が子どものころ、たし

私事ですが、私も乳がんサバイバーです。乳が

か中学生…、まあいいです（笑）。それでは７班

んサバイバーだけでやっているゴスペルグループ

さんお願いします。

に所属しています。実際にやってみて、自分たち
でしか伝わらない音楽があるということを実感し

最期に聞きたい曲は

たりしました。音楽はすばらしいという結論にな
りました。

< グループ発表３（７班）＞
他からもお話がありましたが、辛い時には、そ
れまで聴いていた音楽が聴けなくなるという方が

■ 高橋

ありがとうございます。それでは６班

お願いします。

多くいらっしゃいました。私はそういう時でも
けっこうアグレッシブなものを聴いていたりした

みんなと話すことが音楽のようで癒された

ので人それぞれなのかなという感じもあります。
それからちょっと話に出たのは、人間は最期の

< グループ発表４（６班）＞

時にも耳は聞こえているという話ですから、エン

私はこの班で男１人しかいません。しかももう

ディングノートに自分の聴きたい曲を書いてお

スキルスで 16 年たちますから私のがんについて

く。聴きたくない曲をかけられたらいやなので、

は大昔の話なので、この班からは、わざわざ遠方

聴きたい曲をリストアップできたら良いなという

からいらしていただいている A さんに一言いた

話をしました。最期には、好きな人の声を聴いて

だいてからにしたいと思います。

いたいという話題も出ました。
先ほども出ましたが、声を出すのは非常に大事

■ 参加者 A

すみません。このグループはまっ

だという話も出て、NPO のイベントで声を出し

たく音楽の話をしていませんでした。自己紹介だ

たら良かったとか、ワークショップでやってみた

けで終わってしまいました。そういう状態なので、

ら良かったという話もありました。自分自身が音

これからお話ししますが、音楽の話までたどり着

楽になる、声を出していくのは非常に良いのでは

けないかもしれません。私は今日、愛媛から来て
います。サバイバーの研究会のところに登録して、
色々な会の情報を得て今日ここにまいりました。
それを理由に愛媛を脱出して、色々な情報をいた
だきにまいりました。みなさんは音楽の話を本当
に色々されていたようですが、ここの班は本当に
ご自分の状態などさまざまな話をして、音楽につ
いてというよりはその会話が音楽のような感じで
癒されました。そういうことを今私は感じていま
す。

私を元気にしてくれた音楽

�ん本.indb 175

175

2017/03/21 1:08

―ということでした。ありがとうございました。

■ 参加者 B

乳がん体験者のゴスペルグループ

「Breast Cancer Survivors Chorus（BCSC）」
■ 高橋

ありがとうございます。５班さんお願

いします。

の発足の時から関わらせていただいています。
2010 年に私も手術をして、そのすぐ後に「VOJA
（The Voices of Japan： 亀 渕 友 香 を 中 心 に

自然の音に癒される―BCSC で自分が歌う

1993 年結成されたゴスペルコーラスグループ）
と一緒に歌う」という４回のワークショップを

< グループ発表５（５班）＞
私たちのグループは６人中３人がサバイバー、

やって、VOJA のステージに出て歌い、そこか
ら BCSC は始まっています。その時、亀淵先生

３人がケアギバーということで、お互いに、儀賀

が「これで終わりではない。ここがあなたたちの

先生のおかげで心を開いた状態でお話をさせてい

スタートですよ」と言ってくれた言葉があり、そ

ただきました。３人のサバイバーの方はともに乳

こから自分もスタートできたかなと思っていま

がんの経験がある方々でした。音楽との関わりで

す。今は定期的レッスンにはほとんど行けていな

は、しんどい時は好きな音楽も聴けないと言われ

いので、地元のゴスペルサークルに入らせていた

た方がいました。その方はどうしていたかと言い

だき歌っています。BCSC は BCSC として楽し

ますと、自然の音が良かったそうで、風の音など

いですし、乳がんをやってもこれだけ元気だよと

本当に自然の音に癒されて、自分自身を見つめ直

伝えられています。地元のサークルはがんとは

すことにつながったことがあったそうです。やは

まったく関係がなくただ歌うのが好きで参加して

り告知を受けた瞬間にドーンと気持ちが落ちま

います。それでも楽しく歌っています。今はゴス

す。落ちた時にそれを上げていくきっかけは、音

ペルシーズンなのであちらこちらで歌わせていた

楽もそうですが、それよりも周りの方の支えが大

だいて楽しくやっています。

きく、それがきっかけで１人ではないという気持

先ほど言いましたように落ち込んでから音楽を

ちになり、また奮起して前に進んでいくことがで

聴けるようになるまでにはそれぞれの時間がある

きるということでした。

と思います。私は BCSC が発足する時にすぐに

メンバーの中に認定看護師さんがいらっしゃい

飛びついて歌いたいと思って行きましたが、やは

ました。がんサバイバーの方、とくに女性の乳が

りいろいろなきっかけがあり、より自由なところ

んサバイバーの方は、大変アグレッシブだという

にみなさん行かれています。BCSC からどんどん

こともあり、それはなぜでしょうという話も出ま

地元のサークルなどに入り羽ばたかれています。

した。たまたまみなさんは音楽をきっかけに何ら

BCSC は、そこできっかけを与えてくれたし、基

かの気持ちの奮起につながったということもあっ

礎を作ってくれたところだと思っています。自分

たそうです。

もそこからより自由に行くことができていると

このグループには、音楽を聴くより歌う方が好

思っています。

きで、ゴスペルグループに入られている方がおら

私は乳がんと直腸がんの２つをやっているの

れました。それではその B さんに一言いただい

で、できれば直腸がんの人の話も聞きたいなと

て私たちのグループのコメントとさせていただき

思っていましたが、今日は乳がんの方がお２人で

ます。

した。以前、この公民館カフェに来ようと思った
時に、抗がん剤の副作用があまりにひどくて来ら
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れなかったことがありました。また薬の副作用の

■ 高橋

話などがある時にぜひ参加しようと思っています

け止めると、そこにエビデンスという考えが入っ

のでよろしくお願いします。

てきてしまうかもしれません。でも、「小田和正

そうですね。音楽を「療法」として受

VS 財津和夫」というデザインで、どっちがいい
■ 高橋

４班さんお願いします。

かなんて研究、できないですよね（笑）。
それでは３班お願いします。

あの時代を思い巡らせることができるあ
の曲

音楽を創った人と出会っていると感じら
れることが感動を生む

< グループ発表６（４班）＞
私たちのグループは、サバイバーは私を入れて

< グループ発表７（３班）＞

２名でした。あとは医療従事者の方やご家族の方

私たちの班はがん経験者の方が２人おられまし

でした。「自分を元気にした音楽」というテーマ

た。他のメンバーはさまざまな職業の方で、それ

で一人ずつお話をさせていただきました。それぞ

ぞれ自分の立場から色々な話をしました。曲もさ

れの立場から、病気の体験をされた方、あるいは

まざまでした。他の班とも共通して聞かれたこと

普通の人生を歩まれてきた中でどういうことが

は、自分が本当に元気がない時、つまり病気の宣

あったかというお話をしました。具体的には儀賀

告を受け、治療していて元気がない時には音楽は

先生のお話や、先生の音楽のことで会話の華が咲

耳に入ってくるが心には響かない。音楽としてと

きました。人生の中では、とくに時代を遡って思

らえられないというところは共通していました。

いを巡らせることができる曲が、大変支えになっ

自分を元気にしてくれる音楽については、ジャ

たというお話が出ました。音楽と時代は結びつい

ンルではないと思います。おそらくその時の自分

ています。

に合ったものが引っかかってくる。私たちは「ア

私自身の療養は、大変長い時間でしたが、後半

ンテナが立っている」という言い方をしましたが、

元気になってからは、家でモーツァルトを朝に

曲にしても、言葉にしても、その時にしかキャッ

コーヒーを飲みながら聴くことが日課になり、そ

チできないものがあり、みなさんのお話を聞いて

こで毎朝、気分を上げてもらっていました。

いるうちに、これは私が考えたことなのですが、

曲名として挙がったのは「上を向いて歩こう」、

音楽そのもので感動すると言うよりは、音楽とい

マーラーの「交響曲第２番復活」であったり、ミ

う媒体を通じてその向こう側にある、音楽を創っ

スチル（Mr.Children）の歌だったり、「負けな

た人と出会っているので、心に響いたり、感動し

いで」という個々の曲名も出ました。

たりするのかと思いました。以上です。

それから医療の現場ではやはりエビデンスがな
いので音楽療法はなかなか理解されず現場でやっ

■ 高橋

ていくことは難しいということもありますが、医

に出会うこともあるし、音楽を介して財津さんか

療以外のところで患者さんの許容量を上げるとい

もしれないし、音楽を介してその場を作ってくれ

うことでは、音楽は大変役立つのではないかとい

た人かもしれないし、財津さんの CD をくれた

う話がありました。

人かもしれないということですね。それでは２班

なるほど。音楽を介してモーツァルト

さんお願いします。
私を元気にしてくれた音楽
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なれなくて、辛い治療が終わった時に聴けるよう

曲から元気をもらうにも色々なパターン
が―家族・涙…

になったということでした。それから落ち込んで
いた時に「JIN －仁－」というドラマの主題歌の
平井堅さんの歌（「いとしき日々よ」）が元気にし

< グループ発表８（２班）＞

てくれたということが話されました。その時の気

２班のテーブルは５人のサバイバーと１名が私

持ちとともに歌があるので、その後、落ち込んだ

たちサバイバーを支援してくれている製薬会社の

時にも、それをまた聴くと元気になれるというこ

方というメンバーでした。ここで出てきた曲名や

とでした。

プレイヤーは、ベートベン「第九」、エグザイル、

それから医療者の方が言われたのですが、この

スマップ、嵐、「ロッキーのテーマ」、エリック・

時期は病院に勤めていると聖歌隊を結成して各病

クラプトン、マライアなどです。それで元気をも

棟を回ることがあるそうです。歌っている方はこ

らえるのですが、そこにも色々なパターンがあり

れで感動などがあるのかなと思っているのです

ます。私たちの年代に合わない「嵐」などだと、

が、各病棟ごとにみなさんがしみじみと感動して

ご家族や子どもとの関わりでその曲が元気をくれ

くださっていて、それを考えると、クリスマスは

たということです。曲というよりは家族とのつな

やはり１年に１回の特別な日でやはり良い思い出

がりということですね。

があるのではないか、その時の記憶を音楽ととも

それから「第九」を挙げた方は、難しいのだが
そこに没頭していくことで、心がそちらに向けら
れるということだと言われていました。また曲の

に甦らせてくれる効果があるのではないか、と話
されていました。
出てきた曲としては、中島みゆきさんの「時代」

意味ではなく、その曲を聴くことで初めて泣けた

や坂本九さんの「上を向いて歩こう」を聴くと高

ということが出ました。どこかに頑張っている自

度成長期のあの時代が甦る。また気分を上げたい

分がいて、愚痴をこぼせない自分がいて、それが

時にはクイーンを聴きたいなどが出ました。以上

曲を聴くことで涙が出て心が少し整理されてい

です。

く。元気になるにしてもそのように色々なパター
ンがあるということでした。

まとめ
―遺族ケアは亡くなる前から始まっている

■ 高橋

ありがとうございました。それではい

ちばん最後の１班お願いします。

■ 高橋

すごいです。公民館カフェ史上最短で、

時間通りに発表が終わりました（笑）。儀賀先生、

楽しい思い出とともにあるメロディが生
む感動

このホワイトボードをご覧になって講評をお願い

< グループ発表９（１班）＞

■ 儀賀

します。
僕も一生懸命にメモを取らせていただ

他のグループと同じようなこととしては、サバ

きながら聞いていました。ありがとうございまし

イバーの方のお話として、再発時には音楽は聴け

た。講評できる立場ではまったくありません。な

ないということです。ふだんはハードロックが好

るほどと思いましたし、みなさんのご意見はみな

きなのですが、そうした音楽を聴くような気分に

そう思いましたが、「自分自身が音楽になる」と

178

Ⅱ

�ん本.indb 178

公民館カフェ・第 13 回

2017/03/21 1:08

いう言葉は本当にすてきだな

す。売り上げの一部は私が被災地支援活動でうか

と思って聞いていました。ま

がっている岩手県大槌町に寄付させていただきま

た時代と音楽が結びつくこと

す。手に取っていただければ幸いです。

によってその時の自分を思い

それで、その先輩の奥様にこんなふうにエピ

出しながら、自分を取り戻し

ソードを書いたのですがよろしいですかと原稿を

ていくということ。それから

送りました。そうしましたら奥様からすてきなク

自分の年代ではないけれど自分の家族とリンクす

リスマスカードをいただきました。一部読ませて

ることによって、その家族を感じることができる

いただきます。

ということなどは、私が音楽に対してこうだと良

「先生がパパと過ごされた時間は、私がパパと

いなと思っていることをみなさんも同じように感

過ごした時間とシンクロしているようでとても不

じていらっしゃるのだなと思いました。ありがと

思議で、うれしく、懐かしく、涙があふれました。

うございました。こういうところでよろしいで

それと同時に、何とかっこ良い男性なのだろう、

しょうか。

何とすてきな夫婦なのだろうと思うほどすてきに
描写していただき、恥ずかしいような、でもその

■ 高橋

もっとお願いします。（笑）

通りなんで（笑）、パパとの２人の世界に入り込
んでしまいました。１周忌を迎えるころ、パパが

■ 儀賀

もっとですか。実はもう１曲用意して

います。＜拍手＞
最後にと思っていましたが今やってよろしいで
しょうか。＜拍手＞

言っていた「まだ伝えていないことがある」とい
う何かが分かりました。それは「愛しているよ」
という言葉でした。その「愛しているよ」という
言葉は天国に旅立った後、僕が愛した女性なのだ

少しだけ宣伝を兼ねさせていただきます。医学

よと自信を持って、１人でも生きて行くのだよと

部ではないのですが私には大好きな先輩がいまし

語ってくれているようで、今の私を支えてくれて

た。その先輩がある時、私の外来に来てくれまし

いる、そういう意味のように感じています。愛は

た。怒っているのです。何に怒っているかと言い

寛容であり、慈悲である。未熟な私を愛したこと

ますと自分の近くの病院の先生から「あなたはあ

で彼が私を強くしてくれます。先生、パパの人生

と３ヵ月で死ぬ」と言われたと怒っているのです。

の最後の時間を一緒に過ごしてくださったこと、

その先生からの紹介状があり、それを見ると「肺

そしてきっと私しか知らないだろうと心に秘めて

の小細胞がん」と書かれていました。幸いその時

いたことを共有していただき、ただただ感謝の気

点では遠隔転移はなかったのですが、小細胞肺が

持ちでいっぱいです。残された遺族として愛した

んは、最初は治療が効くのですが、効かなくなっ

人との思い出は最高の癒しになるのですね。最近

てきたり、再発するとなかなか難しい病気ではあ

つくづく感じます。」

ります。それでも３ヵ月ではなく３年頑張って、

「…残された遺族として愛した人との思い出は

色々な治療をしました。その間、先輩が私にいろ

最高の癒しになるのですね。…」というところを

いろなことを教えてくれました。その先輩のこと

心に留めたいと思います。遺族ケアというのは患

を含めて、それから今日の「かなちゃんのお話」

者さんが亡くなってから始まるものではないのだ

も含めて、何人かのエピソードを集めた本を書き

なということを感じました。こういうすてきな

ました。2017 年１月末ぐらいにはできる予定で

メッセージをいただいた方です。私の大好きな先
私を元気にしてくれた音楽
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ます。
「２人を夕闇が包むこの窓辺に…君の瞳は星と
輝き…大空染めていく夕日色あせても２人の心は
変わらないいつまでも
幸せだなあ…僕は死ぬまで君をはなさないぞ

い

いだろう
君はそよ風に…やさしくこの僕のしとねにしてお
くれ…時は去りゆくとも…変わらないいつまでも
…」（「君といつまでも」作詞

岩谷時子

作曲

弾厚作）
ありがとうございました。（拍手）
輩です。３年たったところで亡くなってしまいま
■ 高橋

した。
この方のイメージにぴったりの歌があり、それ

ありがとうございました。儀賀先生に

もう一度大きな拍手をお願いします。＜拍手＞

を今日ご一緒していただいたみなさまと高橋先生

みなさんこれからも良い音楽を聴いていきま

に心からの感謝の気持ちを込めて歌いたいと思い

しょう。今夜はどうもありがとうございました。
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「第13回公民館カフェ」アンケート集計
平成28年12月20日（火）実施
受付登録者（82名） お立場（複数回答）

参加者 61名
回答者41名（回答率 67％）
患者・家族

医療者

50.0%

支援団体

34.1%

企業

その他

4.9% 7.3%

25.6%

アンケート集計
男性

性別

女性

未回答

24.0%

73.0%
20歳代

年齢
5.0%

7.0%

30歳代

40歳代

27.0%

60歳代

70歳代以上

2.0%

42.0%

立場（複数回答）
患者・家族
医療者
行政関係者
メディア関係者
企業関係者
その他

50歳代

3.0%

17.0%

カフェを知った経由（複数回答）
68.3%
22.0%

Facebook,Twitter

14.6%
7.3%

90.2%

14.6%

友人の紹介

2.4%
0.0%

オープンセミナーの感想

70.7%

研究班からのメール

7.3%

その他

とても良かった

やや良かった

9.8%

無回答

4.9%

4.9%

参加者の感想（自由記述）
原文ママ

色々な人があつまって、同じテーブルを囲んでおしゃべりができる時間が、たのしく貴重でした。
楽しかった。また来たいです。
色々な話を出来るチャンスをいただいて嬉しかったです。又来たいと思います。
命に向き合ったときの、音楽のもつ意味、価値、を言語化することで、再確認しました。素晴らしい、時間をありがとうございました。
音楽を通じて、人は色んなことを感じ、価値を感じていくことができること、緩和ケアの可能性の大きさを感じることができました。
音楽と自分を考えることができるよい機会でした。
初めての参加でしたが、楽しかったです。ありがとうございました。
はじめて参加しました。いろいろと勉強させていただきました。自分の働いてる病院でもこういった話ができる場所をつくりたいと思
今まで参加したカフェの中で、一番参加者が多く、会場全体が一体化となった回で、「音楽」がつなげてくれたのだと思います。
歌もお茶会も、もちろん先生のお話も、とてもよかったです。
グループ分けに、各方面の方にお会いできて参考になりました。
音楽は人を力づけることができるのか。本当におちこんでいる時に音楽は力になれるのか。いろいろと考えさせられました。
私もご支援をさせて頂く時、たわいもない話で、お互いに元気になります。
音楽が充分、立派な治療の武器になりうるということを認識させられました。又、末期癌患者ともっと話をすることの必要性を感じ
自立性の再構築。ずっとモヤモヤしていたことが言語化できた。
過去のあらゆる勉強会、シンポジウムに参加しましたが、こんなに楽しく温かく感動した勉強会（カフェ）はなかったです。音楽の力
をあらためて感じた一日でした。ありがとうございました。
はじめての参加です。患者さんがどの様な喜怒哀楽を感じているのか共体験したいと思い参加しました。どんな時にきいた音楽
か、どう思ったか、共有化できました。
など

開催に関する希望（自由記述）
原文ママ

また、参加させていただきたいと思います。
引き続き、参加したいと思います！
ワークショップ形式で、歌ったり、声を出したり、体を動かしたり、する会があっても楽しいかもしれません。
子どもへ告知する時の親としての思いとか。
医者や薬剤師の知らない副作用。どうしたら病棟医、ナースを育てることになるのか。などやってほしい。
また、次回を楽しみにしています。
制度の話もあるといいと思います。
また、参加したいです。ありがとうございました。
など
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