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相談とは相談とは

• 互いに意見を出して話し合うこと。また、
他人に意見を求めること（広辞苑）。

• いろいろな問題に直面し、助力は必要と
する人と、その人に支援の手をさしのべ
ようとする専門的訓練を受けた人とが対
面し、相互の話し合いによって、助力を必
要とする人の問題解決を支援する過程で
ある（藤掛永良）。



「がん難民」「がん難民」6868万人、万人、
医療機関さまよう・医療政策機構推計医療機関さまよう・医療政策機構推計

（２００６年１２月８日（２００６年１２月８日 日本経済新聞）日本経済新聞）
• 特定非営利活動法人（ＮＰＯ法人）「日本医療政策機構」は7

日、医師の説明や治療方針に納得できず複数の医療機関を
さまよう“がん難民”が68万人に上るとの推計を発表した。がん
難民の解消で年間約5200億円の医療費が削減できるとも試
算。がん難民に関する調査は国内で初めてという。

• 推計は昨年1―6月に東京大が実施したがん患者らを対象に
したアンケートの結果を同機構が分析。同機構の近藤正晃
ジェームス副代表理事は「がん難民の解消には専門医の有
無や治療成績などの情報開示や相談窓口の設置が有効。医
療費削減のためにも対策が必要だ」としている。

• 同機構によると、「治療方針選択に納得できなかった」という
がん患者は27％。2002年度のがん患者数約128万人に当て
はめ、約33万人と推計した。さらに「治療説明に不満足」という
がん患者を含めると、53％と半数を超え、推計患者数は68万
人に達するという。 (23:02) （記事より）



がん療養相談活動の内容がん療養相談活動の内容

１．個別相談

兵庫県がんセンターにおけるがん相談支援
センターの運営ｻﾎﾟｰﾄ（2007.１~）

２．集団療法

外来へ通院されているがん患者さん向けの
グループ療法の開催（2006.9）



個別相談個別相談



相談内容の実際相談内容の実際

• 相談件数・・・151件（2007．4~6）

• 内容分析・・・208項目、9カテゴリーに分類

1 治療や療養にまつわる情報

2 情報の理解の仕方

3 治療選択に関する意思決定プロセス

4 ニ－ズに応じた診療へのつなぎ

5 コミュニケーションの円滑化

6 こころのマネジメント

7 療養方法の選択

8 家族としての支え方

9 その他



治療関連情報

医療機関情報

緩和ケアに関する情報

社会資源の情報

在宅医療関連情報

１．治療や療養にまつわる情報

代替療法

２．情報理解の仕方 医学的知識の理解サポート

３．治療選択に関する意思決定のプロセス 治療選択にまつわる意思決定支援

ギアチェンジ

セカンドオピニオン

４．ニーズに応じた診療へのつなぎ

受診方法

５．コミュニケーションの円滑化 医師とのコミュニケーションの取り方

子どもへの伝え方

６．心のマネジメント 感情のコントロール

７．療養方法の選択 症状マネジメント

食事の取り方

治療前のサポート

８．家族としての支え方 家族として患者をサポートする方法



相談例：ご家族としてのサポート方法相談例：ご家族としてのサポート方法

Ｑ：家族ががんの治療を受け、 近は痛みがあるせいかイライラ
していることが多く、言動が以前とは変わり怒りっぽくなりました。
また、時には落ち込んでいるときもあります。家族としてどのよ
うに関わったらいいのでしょうか？

Ａ：がんは身体だけでなく、心にも影響を及ぼします。痛みや吐き
気などの症状がある時には、こころの変化が表面に現れやすく
なり、周囲の人へ配慮する余裕がなくなります。しかし、これは
ご家族の方に対して怒りの感情を抱いているのではなく、配慮
する余裕がなくなっているために起こる反応です。また、落ち込
んでいるように見える時は、エナルギーがなくなり力を蓄えよう
としているからです。いづれにしても、このような時には傍で
そっと見守ったり、症状を和らげるためのサポートを続けながら、
心のエネルギーが蓄えられるのを待つ時間が必要となります。
症状緩和のための治療や生活のアドバイスについては近くの
専門家にご相談下さい。



相談例：こころのケア相談例：こころのケア
Ｑ：手術を受けて退院をしてからは、体が疲れやすく夜もあまり眠れないのです

が、どうしたらいいでしょうか？
Ｑ： 近、がんが再発していることがわかり治療を始めたのですが効果はなさそ

うです。気持ちが沈んで何もする気がしないのですが、どうすればいいので
しょうか？

その他、以下のような症状があってお困りの方からご相談を受けることがありま
す。

• 食欲がない。眠れない。考えがまとまらない。気がめいってしまう。
• 不安で仕方がない。何事にも興味が持てない。身体がだるく感じられる。
• 集中力がなくなる。自分は価値のない人間と思えてしまう。自責の念にかられ

る。
• 急に気分が悪くなる。

Ａ：がんは、身体だけではなく心にも大きなストレスを与えます。そのため、上記
のような症状が出現し、日常生活に支障をきたすことがあります。衝撃的な出
来事があった時に、このような症状が一時的に起こることはあります。しかし、
これが2週間以上も続くような場合には、適応障害やうつ病などと言われる心
の反応を起こしている可能性があります。このような場合には専門家の対応
が必要になります。心の反応を悪化させないようにするためには、早い時期
に周囲の人に助けを求め 話を聴いてもらうことが必要です



集団療法集団療法



がん患者のグループ療法の現状と課題がん患者のグループ療法の現状と課題
：平井啓ら（：平井啓ら（20032003）．緩和医療学）．緩和医療学5(1)5(1)

• 1980年代以降、欧米では実際のがん患者に対する心理
学的介入に関する研究が行われるようになった

例）グループ療法、集団療法

• Spiegelらの研究
・実存的精神療法を基盤（1回90分、1年以上の介入）
・生存期間への影響ー介入1年間後、20ヶ月を過ぎた時点
から、介入群と対象群との差が広がり始め、8ヵ月後には
ほぼ収束していた

• Fawzyらの研究

・グループ療法のプログラムを構造化し、より簡単に実施で
きるような介入の開発した（6回・マニュアル化）

・POMSの抑うつ・疲労・混乱と全体での情緒障害の程度
の有意なる改善、免疫機能の変化、再発率の低下



プログラム内容プログラム内容

13:30～14:15 15分 14:30～15：45

１ 挨拶・自己紹介 休憩 がんに伴う症状や療養生活
（講義）

13:30～14:30 15分 14:45～15:45

２ 心のマネジメント（前）
（講義＋ディスカッション）

休憩 リラクゼーション法（後）
（ディスカッション＋模擬体験）

３ 体の中の免疫力を高め
生活を送る方法（講義）

休憩 イメージ療法
（講義＋模擬体験）

４ 芸術療法
（フィーリングアーツ）

休憩 プログラムの感想
（グループディスカッション）



プログラム内容の紹介１プログラム内容の紹介１
＜がんに伴う症状や療養生活について＞

がんの治療中にはさまざまな症状が出てきます。その中でも、”からだ
のだるさ”は多くの人に現れます。だるさの原因を知って、かしこく対処し
ましょう。

＜心のマネジメントについて＞

「がん」と言われた時、治療を受
けてつらい思いをしている時、気
持ちが沈み笑顔が出なくなること
があります。気持ちの変化や揺れ
動く感情をどのように扱ったらよい
かわからなくなる時があります。で
も、こころの働きを学べばあわて
ず対処することができます。

＜リラクゼーション方法について
＞

実際に体を動かして、からだや
こころがリラックスする体験をして
いただきます。



プログラム内容の紹介２プログラム内容の紹介２

＜体の中の免疫力を高め生活を送る方法について＞

今、人間が潜在的に持っている回復力（免疫力）が注目を集めて
います。免疫力の仕組みについて学びます。また、免疫力を活性
化するいくつかの方法をご紹介します。

＜芸術療法＞

癒しの芸術として知られるフィーリング
アーツを体験していただきます。音と光
が生み出す空間で思い思いに自分のや
り方でフィーリングアーツをお楽しみくだ
さい。

＜イメージ療法の模擬体験＞

免疫力を活性化することが実験でも明ら
かになっているイメージ療法を実際に体
験していただきます。



参加者の概要参加者の概要
図１：年齢
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結果結果 ストレスストレス
医師への交渉の難しさ医師とのコミュニケーション

医師との関係性の難しさ

医師にいえないことを相談できる場の欠如医療サポートシステムの欠如

困ったことをいつでも相談できる場の欠如

役割を担うことへの負担

自分への惨めな感情

漠然とした不安
自分自身の価値観の揺らぎ

社会的役割の認識

仕事ができないことへの悔やみ
好きなこと・やりたいことが出来ない

好きなことができないことへの悔やみ

家族との関係の中のストレス

他人の言葉に傷つく

他人に気遣われることのストレス人間関係の困難さ

他人との関係性に戸惑う

病気・症状に伴う苦痛（身体）

病気・症状に伴う苦痛（精神）病気・症状に伴う苦痛

再発・転移への不安



結果結果 対処方法対処方法
専門家に委ねる 医学的知識を求める

気持ちを切り替える

自分自身を活かす

とらわれを外す

希望を持つ

気を紛らわす

考えを転換する

ポジティブ思考になる

自分で取り組めるものを探す

医療者を活用する

前向きな気持ちになる

積極的に対処する

サポートを求める

建設的な前向き行動

自然や動物に癒される

経済的な備えをする

家族と対話する
将来を見越して構える

治療に対する備えをする

身内や友人との対話

他者との対話

関係性の中で表現を調整する
表現する

表情をつくる



結果 ＱＯＬ: EORTC QLQ-C30

Scale
Score

（mean±SD）

前

Score
（mean±SD）

後

P値

（ｔ ｔes
ｔ）

Global health status 60.55±24.89 77.33±10.63 0.023

Physical functioning 84±10.92 77.33±10.63 0.1

Role functioning 76.67±28.03 76.66±25.81 1

Emotional 
functioning

78.88±17.21 80.92±11.82 0.7

Cognitive functioning 74.44±15.25 73.33±18.68 0.86

Functional 
Scales

Social functioning 74.44±30.15 73.33±28.72 0.92



結果結果 セルフケア能力：セルフケア能力：ESCA ESCA 
不安の変化：不安の変化：STAISTAI

Scale
Score

（mean±SD）

前

Score
（mean±SD）

後

P値

（ｔ ｔesｔ）

ESCA 152.26±10.16 154.66±7.29 0.48

状態不安 41.73±10.81 33±8.93 0.022STAI 特性不安 39.66±10.26 37.2±7.68 0.48



結果：参加者の方に起こった内的変化
【がん療養生活への取り組み方の変化】

やれるという自信 がん本体（もろさ）を知って立ち向かえると思う

自発的にストレスマネジメントに取り組む

自律して生活リズムを作れるようになる

知識を得て安心して行動できる

生活をコントロー
ルできる感覚

新たに知った療養法を取り入れる

自ら取り組める
ことの発見

治癒力を自分で作り出すことを学ぶ



【プログラムへの反応】
癒しの吸収 アートによって安らぐ

ありのままでいて楽になる
治療（光や音）が体に吸収される

相互関係の中で
生まれる高揚感

がん患者同士で相互理解ができる
高く評価されてうれしい気持ちになる
他者の療養法により励まされる
定期的な参加が楽しみとなる

価値観の転換 自己を客観的に見られるようになる
自分を大切にできる
見える世界がかわる
物事を肯定的に捉えるようになる
良いイメージをもつ

知識吸収力の高まり 医学的な知識が理解しやすくなる

戸惑いや不安 がんをイメージすることへの戸惑い
知識の獲得により新たな不安が生まれる



まとめまとめ
＜個別相談＞
• がん患者やその家族は、自分にあった治療方法や療養方法に

関する具体的な情報を求めていた。
• 一方、外来、病棟、地域などでどこにも相談できない問題を抱え

て来訪されているケースも見られた。

＜集団療法＞
複合的グループ療法による介入効果として、
①QOLの向上
②状態不安の改善
③がん療養生活への取り組み方の変化が得られた

個別相談＋集団療法の推進
地域連携システムの確立
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