
第 42回抗加齢・統合医学研究室勉強会報告 

日時：2020 年２月 15 日土曜日 19:00-21:00 
場所：東京アメリカンクラブ 
参加者：木口英子（中央病理診断科クリニック院長）、浦尾弥須子（浦尾耳鼻咽喉科医院院
長）、奥野哲治（Clinica E.T. East 院長）、竹内 晃（ルーククリニック院長）、山本勇人（山
本歯科医院院長）、岩田明子（心理カウンセラー）、長崎綾子（ながさき内科医院院長）、村
上篤良（TBS）、熊丸裕也（AOI 国際病院副院長・抗加齢・統合医学研究室室長） 

今日は、私が済生会神奈川病院に勤務していた頃、同じ病院で一緒に働いていた非常に
優秀な病理医の木口英子先生をご紹介します。木口先生は都内で病理診断をするクリニ
ックを開業されて、都内 23 区では初めての方です。皆さんも何かありましたら相談して
ください。奥野先生、竹内先生はすでにコラボされているようです。今夜は彼女に、「グ
リーフケアについて -医療・看護の継続として家族ケアを考える」というテーマでお話し
して頂きます。（浦尾）

私は病理医として、臨床に直接は関わらず、病理診断の仕事を続けてきまして、30 年
間で 500 例くらいの病理解剖を実施してきました。その際に、臨床の先生方達から様々
な困った事のお話や、ご遺族からの感謝やクレームなどを体験してきたのですが、12 年
ほど前にグリーフケアという概念を知るようになりました。小児科の看護師長さんが教
えてくれたのですが、グリーフケアを知ってから、今まで病理解剖に携わってきて経験
したことから、ああ、こういうことだったのかと理解できたので、今日はそのことについ
てお話ししたいと思います。 

我々医療者は、全ての患者さんに病気から回復して健康になって頂きたいと思って仕
事をしていますが、治療の難しい疾患や、急性の生命危機の場合は、そういう気持ちを達
成できない事も屡あります。医療者は患者様とのお別れを避けて通れない場合がありま
す。そこで、医療人としては「患者さんが亡くなる」ということのケアを考えなくてはな
りません。 
しかし現状では、医師、歯科医師、看護師などの医療人にとっては、医師と歯科医師の

場合、医学部・歯学部の教育課程の中に、患者が亡くなることへのケアについての授業は
ありません。看護師の場合には、ホスピスと小児医療の中にだけ、亡くなることへのケア
が組み込まれています。そして医療事務職員にはそういう教育を受ける機会は全くあり
ません。 
グリーフケアと言うのは、悲嘆の治療と訳され、近しい人を亡くした人が、その悲嘆を



乗り越えようとする、心の努力を支援する事を指します。 
グリーフワークは、死別に伴う苦痛や環境の変化を受け入れようと自分で行なう仕事、

努力を意味します。グリーフケアはこうしたことへの支援を意味しています。 
「悲嘆」によってどう言う反応が起こるかはスライドに示すように、まず精神的な反応

として、感情の麻痺、寂しさ、恐怖に似た不安、怒り、孤独感、罪悪感、やるせなさ、自
責感、無力感が見られ、身体的な反応としては、頭痛、めまい、血圧上昇、白髪の急増、
体重減少、睡眠障害、動悸、肩こり、体力低下、便秘や下痢、胃腸障害、食欲不振、疲労
感、自律神経失調症、免疫機能低下など様々あります。 
悲嘆に関しては、上智大学名誉教授のアルフォンス デーケン先生が、そのプロセスと

して 12 の段階に分けています。 
1． 精神的打撃と麻痺状態 

「頭の中が真っ白になる、お葬式のことをあまりよく覚えていない、泣くことが出
来ず周りからしっかりしていると言われたり、逆に責められたりする。」というよ
うな、心身のショックを少しでも和らげようとする本能的な働き（防御規制）。 
この初期段階についてわたし自身が体験した事例で話しますと、先ず 60 歳代のご主

人が仕事中に倒れて亡くなり、病理解剖の承諾書も頂いて、解剖の結果脳出血が確認さ
れました。所が 1 年後の慰霊祭のお知らせを郵送した後、病理解剖に合意した覚えは
ないと、抗議を受けました。もう 1 つの事例では、奥様が亡くなった 70 歳代のご主人
に病理解剖のお話をして、承諾書を書いてもらう段階で、ご主人が動揺してしまって、
住所の番地が書けない、夫と言う字も書けないと言う強い反応があり、以前の例の経験
からものちに問題となりうると判断して、主治医と看護師長と相談の上病理解剖を中
止しました。 
2． 否認：近しい人が亡くなったと言うことを認められない、死を否認する 
3． パニック：一番問題となりうるのでこれを防ぐのが、グリーフケアの主な目標であ

るとも言われている 
4． 怒りと不当惑：近しい人が他界して不当な災難に見舞われた, どうしてこんな目に

合わなくてはならないのか？と言う怒りを医療人にむけてしまう。 
自験例としては、ご臨終の後寄り添うご主人に、霊安室に移動しますと伝えたら、
「死んだら出て行けってことか！」と言われた。 
亡くなった女性患者の病理解剖を自宅で待機していた息子さんに、看護師が電話で
「解剖が早く終わるのでパジャマを持ってきてください」と連絡した所、「何で早
く終わるんだ？いい加減にやっているのか？なぜ着物が汚れたんだ？」と怒られ、
解剖を一旦中断し、終了後 4 時間説明を要した。 

5． 敵意と恨み：上記の事が敵意を生み、医師がきちんと治療しなかった、看護師が薬
をくれなかったと言う話になる。医療訴訟に発展するのはこれらの感情に対する対
応がまずいことなどが源でしょう。 



6． 罪悪感：もっとこうしておけば良かったなどの自責感 
7． 空想形成、幻想：死んだのではなくて出張しているのだと思い込もうとする 
8． 孤独感と抑うつ：葬儀などが終わって一段落し、紛らわしようのない孤独感が襲う 
9． 精神的混乱と無関心：目標を失った空虚感から全てのことに無関心になってしまう 

こうした精神的な変化が原因で起こる悲嘆の反応は、日常生活の行動や変化として、
ぼんやりしたり、「何故？」という疑問、涙が自然に溢れてくる、「どうしよう」と
いう困惑として現れ、その段階で医療人が気付いてあげて、ケアをしていく必要が
あります。そうしないと、うつになったり、引きこもったり、反動で動き回って仕
事をしようとする、ゆかりの物は避けるような行動として出てきます。 
このプロセスを経た結果、個人を愛おしむようになるという変化も起こるのです。 
一方で、医療の進歩が招いてしまう Grief もあります。近年では診断技術も治療法
も日進月歩ですが、それらによっての病気の早期発見・早期治療が望まれるのです
が、その言葉が、亡くなってしまった患者さんの場合には、もっと早く見つける事
ができたのではないか？もっと進んだ治療法を施すべきだったのでは？などの、医
療人にとってもご遺族にとっても、自責の念の原因となる場合があります。 
 
ここで、こうした反応が、変化して行かずにずっと続いてしまう場合もあります。
所謂「病的悲嘆」としてうつ状態から抜け出せないケースなどがあります。 
「悲嘆」そのものは、人間の通常の心の過程であり、疾患ではないのですが、死別
者の 10−15％は「病的悲嘆」に陥ると言われています。 
この例としては新聞の記事で知ったことですが、関西の福知山線の脱線事故では、
通勤時間でしたからお若い方々も結構お亡くなりになってしまい、連日報道されま
した。この時婚約者の男性がこの事故で亡くなられた女性のことが報道されました。
それを見ながら、わたしの知人というわけではないですが、この方は大丈夫か、何
とか立ち直って欲しいなと思っていました。けれどもこの方は半年くらい後に、後
追い自殺をされてしまって、新聞の片隅に小さなその記事が載っていました。 
こういう例から見ても、ケアからどの時点で治療に移行すべきかの見極めは難しい
ですが、医療人に何かできる事があるというのが、グリーフケアの意義だと思いま
す。 

10． あきらめ→受容：プロセスが進んでくると、いつまでも悔やんでいてもしかたが
ない、「諦め」であり亡くなったという事実を受け止める、つまり「受容」という段
階に入ってきます。 

11． 新しい希望：それに続いて忘れていた微笑みが戻り、希望も見えてきて、新しい
自分へと成長していく訳です 

12． 立ち直りの段階〜新しいアイデンティティーの誕生：更に立ち直っていくことで
配偶者がいなくても、或いは親がいなくなっても自分で生きていこうという、新し



いアイデンティティーを確立していきます。 
この 12 段階は誰か他の人に変わって貰えるわけではないので、自分の中で時間をかけ

て消化していくしかないのです。 
 
この受容と新しい希望に関して、私の経験をお話しすると、70 歳代のご夫婦のご主人

が夜間の急性呼吸不全から、心肺停止になり、蘇生にも反応せず亡くなった方の病理解
剖をさせて頂きました。しばらくたってからある日突然奥様から私に直接お電話があり、
「主人を亡くしてから、何もする気が起こりませんでしたが、半年たってやっと元気が
出てきました。送っていただいた慰霊祭の写真を見て懐かしく思います。何かのお役に
立てばと思い解剖して頂きましたが、慰霊祭をして頂いたことに驚いて感謝しています。」
と話されました。 
もう 1 つの例では、慰霊祭の報告の後お手紙を頂いて、慰霊祭の報告を感謝され、皆

様のご努力に感謝します、些少ながら寄付をさせていただきます。という連絡を貰いま
した。このように時間とともに立ち直り、前に進んで行かれる方も少なくありません。 
次の例は、難病の治療で入院されて、3 ヶ月半で亡くなられたご主人の慰霊祭のお知ら

せに返事をくださり、「先生方、看護師さんに感謝しています。最後に主治医の先生に頂
いた病理解剖の診断書と写真とともに丁寧に説明いただき感謝しています。それを受け
取ったときに主人の他界を実感しました。」というような内容でした。これが一つの区切
りとして受け止められる場合も、以外とあるようです。 

 
グリーフケア(悲嘆治療)とは、近しい人を亡くした人がその悲しみ、喪失感などを乗り

越えようとする心の努力、プロセスであるグリーフ(悲嘆)ですがそれを受け入れていくこ
とが、本人が行う(悲嘆の仕事)Greif Work ということになります。そしてそれを支援 Care
していくことが我々医療人の役目となりますが、それを実現することは簡単ではないと
思います。 
しかし、この分野に 15 年位前から取り組んでいるのが、横浜市大の救命救急センター

です。 
スライドはそこで使われているパンフレットですが、スライドのように、「一人で苦し

んでいませんか？」という呼びかけから始まります。近しい人が亡くなったときに、つら
く苦しい感情が出てくるのは自然のことです。として、例えば、無感覚、食欲不振、不眠、
集中力の欠如、自責感などの症状がでて。これらは悲嘆反応と言います、と解説していま
す。そして大切な人を亡くされて困っている方は、お電話くださいと、電話番号+内線番
号をパンフレットに記載しています。これも組織全体で取り組まなければ、対応できな
いことだと思います。 
現代は、この悲嘆を分かち合うことが出来にくい環境にあります。理由として、 
日本では「死生観」の教育がありません。 亡くなったらどうするか、亡くなると言う



言葉を発することすら、日本では何か疎まれている感じがあります。ですからそれにど
う対応するかなど、そういう教育に積極的でないと思われます。 
更に、核家族化によっておじいちゃんのおばあちゃんと両親と子供の 3 世代で同居す

る環境が少ないことと、医療施設で亡くなる方が多いので、昔のように家族がうちの中
で息を引き取ることがない環境のため、お別れの悲しみを家族で分かち追うことが少な
くなっています。そして、親族のかずが減ってきているので、支え合う絆が少なくなって
います。 
悲しみを癒やすには、まず何らかの形で、本人が悲しみを表に出して表すこと、そして

それを受け止める作業が必要ですが、 
1） 信頼できる場所、環境での心の解放をする 
2） 悲しみを癒やすための機会を創出する 
3） 心の整理を手順に従って（システマティックに）行う 

これによって、悲嘆を軽減することが出来ます。 
 
 このプロセスにおいて我々医療者に何が出来るかがその役割となるでしょう。 
1） 悲嘆は正常なプロセスなんだと言うことを（医師や看護師が認識して）説明して安心

させる。 
号泣、呻き、悔やみの言葉も自然な悲嘆反応である。心ゆくまで泣かせてあげるべき。 
悲嘆を肯定してあげるのがあるべき姿勢ですが、以外と医療現場はそうなっていませ
んね。（いや、我々は最善を尽くしました！と言う発言・態度など） 

2） 悪い知らせの後にすぐ立ち去らない 
死亡宣告の後、さっさと部屋から出ないようにすべき 

3） 否認に憤懣しない 
本当に死んじゃったんですか？という家族の感情は、死別直後にありがちだが、患者
や家族によってはひたすら治癒を願い、死の可能性を否定する場合がある。このよう
な願いをすっかり取り去るようなことをしてはいけない。患者や家族が法律上、医療
上そして経済上、理性的に行動している限り、医療者はこの否認を支持すべきだと、
アルフォンス・デーケン先生は言っています。 
医療者は何度も詳しく説明する必要がある。何度も同じ事を繰り返し離すことを面倒
に思ってはいけない。自分が出来なくなったら別のスタッフに変わって貰うとよいの
です。 

4） 強い感情表現を許す 
遺族の強い表現、私も経験した解剖中に亡くなった方の息子さんが外で怒鳴っていた
ような場合に、医療人が怒りの表現に対して心の準備をしておく事です。 

5） 傾聴 
そう言う感情、表現に耳を傾ける・良く聞くという事が現状では足りていない模様。 



6） ベストを尽くしていることを家族に保証する 
これも大切であり、他医での或いは「過去の治療をけなさない」も忘れてはいけない。 

7） 家族の意見が分かれたとき 
患者本人が生前に表現していた遺志は何であったかが大切で、その事も医療人が関わ
るべきですが、親族が集まって話し合いをすると違う方向に行ってしまう場合もある。 

8） あなたは乗り切れるでしょうといわない 
遺族に悲嘆の気持ち、苦痛を認める。「あなたの気持ちは良く解ります」とは言わな
いで、「さぞお辛いでしょうね？」と言うべきだとしています。そう言う苦痛を肯定
することが家族にとっては良いようです。 

9） ボディータッチ 
肩に手を置いたり,握手したりするなど言外のコミュニケーションは遺族に安心感を
与えます 

10） 死別の事実を率直に認める 
「○○さんが亡くなって残念です」と率直に言うことは大切。関心と心遣いからのこ
うした声かけも出来ていないことがある。 

11） 言葉 
「早く立ち直ろうと急いではいけません」 
「記念日などには、お辛い気持ちがよみがえってくるかもしれませんが、それは普通
のことなのですよ」等の言葉をかけられるかも重要です。 

12） 重要な決定は少なくとも半年、出来れば 1 年延期するようアドバイスする 
引っ越し、家の売却、転職、或いは再婚などの重要なことは,ゆっくり考えてからでも
良いというアドバイスを受けられた方が良いとしています。 
 

グリーフケアにおいて医療者の役割として 
 
医師の出来ること 
 患者や家族は心に思っていることを話せるだけで，不安が軽くなる。 
 医師は患者や家族がどんなことでも質問出来るようにしなければならない。 
 「他に何か質問はありませんか？」何度同じ事を聞かれても理解出来るようきちんと説
明してあげる 

 「今はどのような気持ちですか？」などの心遣いも大切 
 
アルフォンス・デーケン先生は死生学者で、医療人はないのですが、良くここまで現場を
理解しているなあと思います。 

 
重要な説明には看護婦が立ち会う事も大切→後で遺族の質問に答えられるように 



我々医療人は，医療に関わるものとして、Greif work そして Greif Care を考える機会を持
つことが大切と思います。 
ご清聴有り難うございました。 
 
僕は今日この話題だという認識をしないまま拝聴しましたが、大変勉強になりました。 
自分が心臓外科医だった頃は極一部の患者さんが，手術後になくなる場合もありました
が、手術をした後ですから、病理解剖となる頻度も多くは無かったですが、この数年は健
康診断を主な仕事にしていて、2 例ほど画像診断から癌を早期発見出来ずに残念な結果
になられた方が居ました。 
胃癌と肺癌の方で、前者は胃透視では明らかな異常がなく、便潜血陽性で大腸内視鏡検
査を 3 ヶ月くらい経って受けられ、そちらは問題ないので胃内視鏡を念のためにやった
ら、進行癌で直ぐ開腹手術を行ったものの腹膜播種で切除不能、最後に長年の夢の沖縄
旅行をされた後他界されました。ご本人が納得されていて問題はありませんでしたが。 
後者の肺癌の女性は、レントゲンフィルムで胸部異常陰影が確認出来ず、症状が出てか
ら他院を受診したら進行肺癌であり手術不能で 3 ヶ月後になくなったのですが、ご主人
が健康診断で何故見つからないんだと、亡くなって少し時間が経ってから抗議されてい
るとの連絡でした。これはレントゲンフィルムを肺外科の専門医の先生にも確認して頂
き、「かなり難しい所見で，正常範囲としてもおかしくない」との意見を頂き、その説明
をして、「我々も最善を尽くしておりますが、お力になれず大変申し訳ありません。」と申
し上げたところ、納得されたようでした。今日のお話を聞いて、それを思い浮かべまし
た。（熊丸） 
 
以前の自分の職場の研修医が大変重症の患者様の娘さんから，現在の病状を詳しく説明
して欲しいと言われ「大変重症で予後は短いと思います」と説明していたら、遺族が「う
ちの母がそんな重症のはずはない、なんでそんなに悲しいことを話すんだ」と非常に否
認的になり、その剣幕に逆上した研修医が、「あなたが説明して欲しいというから話して
いるのに」と喧嘩になってしまったことがあったそうです。その後私のグリーフケアの
勉強会を聞いた彼女が、あの時これを知っていれば娘さんと喧嘩にならなくてよかった
のに、と後悔していた事もありました。（木口） 
 
私の母親が寝たきり状態から肺炎などで他界した時、医師である兄が、私が母親を認知
症のまま転倒させて寝たきりにさせたからだと、死亡直後に攻められた事があります。 
兄の娘達は、兄こそ叔母ちゃまに任せっきりで酷いと反論してくれましたが。その他、地
方病院の娘の女医さんが他界された時、母親が否認してその知らせを広めた知人を責め
たケースなどもありました。（長崎） 
この会だけでなく、以前の自己治癒力の会から参加してくれていた鳥谷部先生が先月亡



くなりました。お母様が大変ショックを受けられていると聞いています。親より先にな
くなると言うことは、遺族にとっては大きいですよね。 
最後に、鳥谷部先生の黙祷を捧げましょう。（浦尾） 
 
 

以上 
非常に考えさせられた会でした。 
文責：熊丸 


