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※本書は医療法人秀峰会が職員の研修・研鑽を目的に
平成 （2011）年 月に開催した講演会の内容をまとめたものです。
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医療法人秀峰会 理事長

開催にあたって
中村 吉伸
Nakamura, Yoshinobu

丸田俊彦先生の講演会は一年来、私が熱望してきたものです。
「いいですよ」と言っていた
最初にお願いしたのは2010（平成 ）年の 月頃です。
22

5

だきましたが、その夏、私が カ月間アメリカへ行くことになり延期して、さらに東日
2

本大震災 （2011年 月 日）の発生で秀峰会あげての支援活動が始まり、結果この日を
11

丸田俊彦先生は、1971（昭和 ）年に慶應義塾大学医学部を卒業。米軍病院に１年

プロフィールを紹介いたします。

本日ようやく実現し、丸田先生の話を聞くのを大変楽しみにしております。

迎えるまで実に長い時間がかかってしまいました。

3

間勤務の後、アメリカのメイヨー・クリニック （ 頁参照）に行かれました。 年後には

46

6

トセンター長を兼務、1982（昭和 ）年にメイヨー医大准教授、1985年アメリカ

メイヨー・クリニック医科大学の精神科助教授、さらに同病院ペイン（疼痛）マネジメン

7

15

61

帰国後は、1993（平成 ）年 よ り 慶 大 医 学 部 精 神 神 経 科 客 員 教 授 （現在も継続中）
、

医大教授になられました。

中西部の疼痛学会長に就任、慶大医学部卒業から 年後の1986（昭和 ）
年にメイヨー

57

2004（平成 ）年放送大学客員教授、同年メイヨー医大精神科名誉教授、さらに埼玉

5

県立精神医療センター病院長、そして2005（平成 ）年に東京大学大学院人文社会研
究科客員教授を歴任されました。

テルの宝捜し﹄
﹃

Mへの手紙――サイコセラピー練習帳Ⅱ﹄
﹃コフート理論とその周辺

へ﹄中公新書、また岩崎学術出版社からは多数あり﹃サイコセラピー練習帳――グレー

著書は非常に多く、その一部を紹介すると﹃痛みの心理学――疾患中心から患者中心

所所長として活躍されております。

神科名誉教授、慶應義塾大学医学部精神神経科客員教授、サイコセラピープロセス研究

専攻は精神医学、慢性疼痛学、精神分析学。現在、メイヨー・クリニック医科大学精

17

――自己心理学をめぐって﹄
﹃理論により技法はどう変わるか――自己心理学的治療の

Dr.
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16

国際的医療研究機関としても知られており、レジデンシー制度や卒後の臨床研
修モデルの創造など、常に医学界の進歩・改善に貢献する先鋭的存在でもある。
名実共に世界トップクラスの総合医療機関であり、患者リストには大統領・国王を
はじめ各国のVIPがずらり名を連ねる。
患者のニーズを第一義とし、治療は科の境界を取り払って真のチーム医療を実践
する。結果、その手法が治療費抑制にもつながっている。
Mayo will provide the best care to every patient every day through integrated
clinical practice, education, and research（メイヨーは統合的な医療活動・教育・研究
を通じて、日々すべての患者に最善の治療を提供する）というミッション（使命）を
掲げている。

9

[R AKUZAN] Mental Health Series VOL.2

実際﹄
﹃間主観的感性――現代精神分析の最先端﹄
﹃間主観性の軌跡――治療プロセス理

わらず「クリニック」と称するのは、スタートが「診療所」という由縁。

論と症例のアーティキュレーション﹄
、さらに﹃解釈を越えて――サイコセラピーにお

営している。ちなみに医科大学を擁する大規模な総合医療グループであるにもかか

ける治療的変化プロセス﹄等々、このほかにも沢山の本や論文を書いておられます。

病院。ミネソタ州のほかアイオア州、ウィスコンシン州でも総合病院、診療所等を運

本日は「現代の心の病へのアプローチ ――﹃患者中心﹄から﹃関係中心﹄へ」のテーマ

全米で最もすぐれた病院ランキングで常に１～２位にランクされる世界有数の名門

でお話しいただきます。丸田先生の講演は聞きたいと思ってもそう易々と聞けるもので

米国ミネソタ州に本部を置く総合病院グループ

はありません。大変貴重な機会であり、
含蓄のある話を聞かせていただけると思います。

Mayo Clinic

丸田先生どうぞよろしくお願いいたします。

メイヨー・クリニック

8

現代の心の病へのアプローチ
「患者中心」から「関係中心」へ

講師

丸田 俊彦
Maruta, Toshihiko
メイヨー・クリニック医科大学精神科名誉教授
慶應義塾大学精神神経科客員教授

私は2006（平成 ）年より週１回、医療法人秀峰会に来ています。主に心療内科病
が、中村理事長がアメリカに行かれる前に、今回のお話をいただきました。

院「楽山」で仕事をしています。そして、確か去年（2010年）の今頃だったと思います

18

来ましたので臨機応変に話をさせていただきます。

てきたらヒヤッとするところでした。でも、大丈夫です（笑）
。幸い、何も準備せずに

とは思っていませんでした。しかも、職種もさまざまです。下手にスピーチの準備をし

られるのではないでしょうか。実はここに来るまで、これほど沢山の方が来ておられる

皆さんこんにちは、丸田です。この会場には、私とは「今日が初めて」という方もお

中村理事長、ありがとうございました。

心 身 医 学（ 心 療 内 科 ）臨 床 の 場 を 求 め て ア メ リ カ へ

当時、まだ日本にはなかった

サイコセラピープロセス研究所所長

1
chapter
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実は、最初は抵抗がありました。見ず知らずのところと違い、毎週来ている病院で話
すとなると、いろいろなしがらみがありますし、病院のイメージも含めて責任も重大で
す。それで少し、迷いました（笑）
。

じょうとう

さてアメリカでは、慣れたスピーカー （講師）は最初にジョークを言って会場をわかせ
てから本題に入るのが常套手段です。たとえば私がいたメイヨーで講演をするスピー
カーは大変です。目の前の人たち （聴講者）が自分よりその道の専門家であることを承知
の上で講演するのですから、さまざまな葛藤があります。だから大抵の場合は、まず自
分がどういう立場の者であるか、それを明確に定義づけてから話を始めます。
冗談として聞いてください――。
「専門家とは、
講演のために百マイル以上も旅をして、
飛行機に乗って、
スライドを持っ
て来る人です。そして私は、ワシントンからおよそ千マイルも飛行機に乗り、こうして
・

・

・

スライドを持って来ましたから、紛れもなく専門家です」と、最初にジョークを入れて
から始めるわけです（笑）
。
また、専門家の話なら何でもいいというわけにはいきません。たとえば、日本では精
神療法は精神分析的なものが多いですが、私のテーマは「間主観性」云々という、漢字
にすると何やら難しい、聞き慣れない言葉です。しかも、今回のようにいろいろな職種

の方がいて人数も大勢となると、主催者側にも「何を話されるかわからない」というリ
スクが生じます。私が専門的な話を一方的に組み立てても、必ずしも聞き手の役に立つ
内容になるかどうかわかりません。もちろん、このあたりの懸念は中村理事長も最初か
らお持ちだったろうと思います。
そこで提案させていただいたのが、今回のスタイルです。
私が「楽山」に来てから 年 （2011年時点）以上が経ちました。この間、一緒に仕事

に対して私が話をするというスタイルです。

たことも含めて、まず「楽山」のスタッフに率直な感想や意見を述べていただき、それ

をしてきた人たちが、私と共にどのようなことを学んできたのか、あるいは疑問に思っ

4
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患者さんの話を聴いて、理解して、
その〝理解”が治療方針を決める価値ある手がかりと考える――
当時、私がアメリカに求めたのはそうした精神医学（医療）でした。

その前に、なぜ私が「楽山」に来ることになったのか？ その経緯について少し話した
いと思います。
私は1971（昭和 ）年に慶應義塾大学医学部卒業後すぐに米軍病院に行き、 年後
1

は思っています。それを 年間、アメリカでやってきました。

客観的には「精神分析」という領域になるわけですが、精神医療の基本はそこだと私

う考えるようなやり方――これこそが、私がアメリカに求めた精神医学（医療）
でした。

方針を決める手がかりであると、上の人も考え、治療にあたる人も考え、患者さんもそ

アメリカでならできる――。患者さんの話を聴いて、理解して、その＂理解”が治療

りましたから学問をするのは可能でした。しかし臨床では難しかった。

の精神医療では、それは不可能なことでした。勉強だけならば、慶大に精神分析学があ

ている患者さんやその裾野にいるような方の治療をすることでした。しかし当時の日本

でも、私がやりたかったのは、精神医学という傘の下で、今まさに「楽山」で治療し

調症」
「これは躁うつ病」と決めつけて精神科病棟に入れるという。

てんかん等の疾患治療が主だったからです。最初に診断基準ありきで、
「これは統合失

だと思いますが）アインシュタルトと呼ばれる、いわゆる慢性の統合失調症や躁うつ病、

アメリカに渡りました。最大の理由は、当時の日本の精神医療は （中村理事長はよくご存知

46

ても英語力が伸びなかったら日本に帰ってもらうしかない」とメイヨーのプログラム

話せないんですよ、本当に…。患者さんと会話もできないということで、
「半年経っ

採用した。ところが蓋を開けてみたら、話せないわけです（笑）
。

ふた

病院の先生が書いた「この人は英語ができます」という推薦状をそのまま信じて、私を

な時代でしたから、事前の面談や語学チェックなど向こうも要求してこなかった。米軍

で英語のスキルチェックは当然です。しかし、私の時代はアメリカに行くこと自体大層

今は、アメリカ西海岸には週末旅行でも行ける感覚となり、留学する人も沢山いるの

も何とかなるだろうと思っていたわけです。

ブレム（大丈夫）
、彼らのほうでこちらの英語を理解してくれます。だから、アメリカで

語のアクセントにも慣れている。たとえば「Ｌ」と「Ｒ」の混乱など彼らは全然ノープロ

本にいるアメリカ人はそもそも日本贔屓が多いですし、長く住んでいる人は日本人の英

ひい き

英語は実は、渡米当初はあまり話せませんでした。米軍病院に１年間いましたが、日

32
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チーフに言われたこともありました。
しかし、時間の経過とともに英語にも少しずつ慣れてきて……そもそも精神科は、言
葉が勝負ですから「言葉を聴き、言葉を理解する」ことを日常的にやっているわけです。
のぞ

これが仮に病理学者や外科医だとしたら、外科医は患者さんを眠らせて切るのが仕事で
すし、病理学者は細胞をスライスして顕微鏡を覗いてばかりですから、その点では彼ら
の英語力はそう伸びないかもしれません
（笑）
。ところが精神科医は言葉に耳を傾ける（＝
英語を理解する）のが仕事ですから、どんどん上達していきました。レジデントも続けら

れることになり、修了後は「日本に戻らないか」というお話もいただきましたが結局は
そのまま残り、 年間アメリカで過ごしました。
2004（平成 ）年に日本に戻り、埼玉県立精神医療センターの病院長になりました。

32

そのために帰国したわけではありませんが、当時私は 歳で定年も近くなり、そろそろ

16

日本流に言い換えると「精神科・心療内科を専門にしてきた」ということになります。

本でいう心療内科病院にあたります。つまり、
私がずっとアメリカでやってきたことは、

リカでは、心身医学は基本的に精神科の領域に含まれます。そして、その解放病棟が日

すが、その心身医学を日本で扱っているのが心療内科というわけです。したがってアメ

学問体系でいう「心身医学 （心の病が身体的な症状をもって現れる病気を扱う分野）
」になるので

にユニークなもので諸外国にはありません。

ジでした。ちなみに「楽山」は心療内科病院ですが、実は「心療内科」という概念は非常

「楽山」は、まさに私が1970年代にアメリカで体験した精神科の開放病棟のイメー

心身医学を専門に扱う「心療内科」

山」を始めたので、そこでやりたいことをやってみては」ということでした。

かく埼玉県とご縁ができたのに去ってしまうのは残念。親しくしている中村先生が「楽

その直後、山内俊雄先生（埼玉医科大学長）から「楽山」のお話をいただきました。
「せっ

悪くないだろうと考えていました。

せんので、そのまま辞めました。メイヨーの年金収入もあったので、年金暮らしもそう

てくるだろう」と思っていたようですが…でも、私には前言を翻すという発想はありま

ひるがえ

めさせていただきます」となり、相手も一旦はそれを承諾しつつも「きっと謝って戻っ

しかし結果として私に役人稼業は務まらず、上と喧嘩して「そういうことでしたら辞

つのきっかけだろうと帰国して、病院長になりました。

日本に戻ろうかと思っていたときにタイミングよくお話をいただいたのです。これも一

58
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もう少し、具体的に説明いたします。
そもそもメイヨー・クリニックは外科が医療母体ですから、当然今も外科医が沢山い
て手術を年中やっています。メイヨーのカレンダーはブルーデイとオレンジデイが交互
になって埋め尽くされています。１日置きに手術日で、
手術のない日は患者を探す日で、
カレンダーが外科医の手術スケジュールに合わせてブルー、オレンジ、ブルー、オレン
ジとびっしり組まれているんです。
そして外科医ができるだけ数多く手術するためには、内科医がきちんと検査やスク
リーニングを行って手術患者を連れてきてくれるのが一番いい。したがって内科医も大
勢いるのですが……今度は、その内科医が診療や検査する間に起こる内科以外の問題に
対応する、別の専門医が必要になってくるわけです。
その中の一つに、精神科があります。簡単に言えば、外科医が手術するために内科医
がいて、その内科医を助けるために精神科医がいるという関係です。
基本的に心身症というのは、患者さんが最初に病院の門をくぐる時には身体的な訴え
が先にあります。ところが検査しても所見がない――「心の病ではないか？」と内科医・
外科医等が考えて、精神科に送るというのが一つのパターンになっています。そうやっ
て他科から送られてきた患者さんを私たち精神科医が診て治療する。
必然的に、
メイヨー

の精神科の主な患者層は
「身体的な訴えをもつ、
心の病が主にあると考えられる人たち」
、
いわゆる心身症の患者さんということになります。
「楽山」は、患者さんの層がメイヨーにとても近かった。
「ここでならやってみよう」
と思ったところが一つあります。
では、
「楽山」で私は一体何をやったのか――。当時、患者さんは中村先生 （理事長）が
診ておられたので、こちらから言うことは何もありません。一方「患者さんと一番長く
過ごすのは誰か？」という視点で見ると、それは看護師や臨床心理士などです。
医療スタッフのために何かお手伝いができれば、病棟が変わるし、クオリティーも上
がると考えました。
2006（平成 ）
年のことです。
「楽山」の４階と 階の看護師、臨床心理士、ソーシャ
3

ルワーカーを対象に「スーパービジョン（ 頁参照）
」を週 回・ 日 時間で始めること

18

1

1

3

にしました。週 時間でも年間にすれば約150時間、 年間では600時間に及びま

19

4

看護師、ソーシャルワーカー、臨床心理士の人たちはもっと変わりました。

す――継続は力で、結構いろいろな変化が起こってきます。私自身も変わりましたが、

3
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心身医学（心療内科）
臨床の場を求めてアメリカへ
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スーパービジョンの導入
患者さんと一番長く過ごすのは誰か？

これから、私たちが今まで 年間やってきたスーパービジョンについて、その参加者

法。精神医学、心理学にとどまらず、今では福祉や教育、介護分野でも求められている。

※スー
 パービジョン――心理療法の技術向上を目指すための熟練したスーパーバイザーによる基本教育方

に話をつなげたいと思います。

思います。また、そこからさらにもう一つ、私の姿勢なり、考え方、やり方というもの

たちにお話しいただきます。
「楽山」で起きた身近な例として理解していただきたいと

4
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ただき感謝しています。

看護師

M・N

心療内科で働き始めてまだ 年半ほどですが、貴重な時間のなか丸田先生にご指導い

健全な部分を見ることの大切さ

問題点ではなく

1

るプロセスが大事であることを学ばせていただいています。

他のスタッフと共にディスカッションを通じて患者様ひとり一人にとってよい方法を探

のはとても難しいことです。
カンファレンスで丸田先生に舵取りをしていただきながら、

心療内科における解決策は一つではなく、これがベストという正しい答えを見つける

いるようです。

他の諸問題も解決し退院しました。先日、お手紙もいただきましたが、元気に過ごして

Aさんはその後も作業療法に参加し続けました。難しいケースではあったのですが、

持していくべきでは」と指摘され、それからは看護も統一の対応を心がけました。

現実とつながっている唯一の健全な部分。本人が出たいのなら作業療法を止めさせず支

これに対し丸田先生は、
「それはAさんの﹃社会復帰したい﹄という必死な思いであり、

して作業療法に出る必要はないのではないか」と考えていました。

看護問題としては、食事も摂らずふらつきなどの症状も顕著であったため「今は無理

態であっても、作業療法には強い意志で参加していました。

食障害は続き、ほとんど食べることができず、ふらつきもありました。でも、そんな状

も昼夜逆転になっていました。入院後は声は出るようになったのですが、昼夜逆転と摂

Aさんは職場での極度のストレスから声が出なくなり、摂食障害もあり、生活リズム

具体例として、解離性障害の女性患者のケースを紹介させていただきます。

大切さを教えてくれます。

ろ・健全な部分を見つけてくれます。患者様ひとり一人の健康的な部分を生かすことの

すが、丸田先生はその患者様の全体像に立ち戻って人間性を捉えて、その方のよいとこ

てさまざまな気づきが得られます。また看護は、つい患者様の問題点に目がいきがちで

カンファレンスという開かれた場で自由に意見を出し合い、聴いたりすることによっ

ときには看護側が感情を揺さぶられてしまうこともあります。

＂患者と看護”の立場で接するわけですが、とはいえ＂人間と人間”でもありますから、

教室の議題に挙げよう」と前向きに捉えることができます。私たちは病棟で患者様と

ただいていると思っています。病棟で何か問題が起きると「そうだ、これを次回の丸田

ションするのですが、それだけでなく、私はむしろスタッフのメンタルケアも担ってい

カンファレンス（私たちは「丸田教室」と呼んでいます）
では、
主に患者様についてディスカッ

1
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4

臨床心理士

M・E

私は 年前に「楽山」に異動し、丸田先生には既に 年間ご指導いただき沢山のこと

私たちはその後押しをする

自身の人生を生きていくための、

2

を学んでいますが、今日はその中から 点お話ししたい思います。

4

私は臨床 年目で、まだまだ未熟であると自分でも十分わかっています。でも、それ

こうするやり方もあるんじゃないか」と導いてくれるからです。

にならなくなりました。毎回、
先生ができている部分を伝えてくれて、
その上で
「さらに、

の評価が下がるのではないかと最初の頃は心配でした。でも回を重ねるごとにそれも気

てくれ、まずそれを言ってくれました。正直、こんな相談をしたらカウンセラーとして

相談すると丸田先生は、カウンセラーの機能として私の中でできている部分を見つけ

というのを聴くと、カウンセラーでありながら自分もしんどくなることがあります。

え込むのが非常につらいという場合です。
「死にたい」とか「ひそかに死んじゃうんだ」

まず「治療者の態度」についてです。私が丸田先生に相談するのは、私自身それを抱

2

さて、カウンセリングの仕事は、たとえば入院期間が ～ 週間の場合、患者様とお

した。その言葉がとても心に響き、好きな言葉になりました。

かりませんが、始めのころ、先生は「人の心は複雑で豊かなもの」というお話をされま

二つめは「治療関係の枠組み」についてです。丸田先生は覚えておられるかどうかわ

何ができるか、できないか

がより開花するようにアプローチする、ということを学びました。

く）できているところに目を向けて、それを支えにヤル気を引き出すなど、健全な部分

丸田先生が不十分な私でも認めてくれたように、私も患者様の （問題を見つけるのではな

態度・姿勢がいかに大事かということを考えさせられたのです。

と気づく――。カウンセラーとして、援助者として、患者様の前に現れるときの自分の

れていると感じたのです。そして、この経験によって「患者様との間でも同じはず…」

でも「よい部分が一杯ある」と認めてくれる――そのことに支えられ、自分が大切にさ

5

6

話して、
それを一緒に進めるということです。
「できること」と「できないこと」をきちっ

ことは一体何か」
、そして患者様のニーズというか「目指す目標は何か」を予め患者様と

何もかもすべて解決できるわけではないですから、私たち援助者が患者様に「できる

できるか、できないか」という限界設定が必要になってきます。

会いしてカウンセリングできる回数はそう多くありません。限られた時間の中で「何が

4
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と見定める、これも丸田先生から学ばせていただきました。
自分の人生を自分で歩むとか、何を選択して何を選択しないかといったことを患者様
自身に選択していただき、患者様が自主性を持って「自分の人生を生きていく」ために、
私たちが後押しをする。その方が持っているできることを見つけ、それを気づかせて、
それがよりアップするよう心から後押しする。
丸田先生から私はそういうことを教わり、また実際に私自身が体験させていただきま

看護師 T・E

した。患者様との関係を考えるうえで、とても大切なことばかりです。

●コメント

日本初の心療内科病院「楽山」
スタートから５年を経て
私は「楽山」の 階に 年、４階で 年勤務しています。この中には「楽山」のことを
3

3

2

ン／「楽山」はフルオープン形式﹃思いやりフロア﹄
）には無料で飲めるドリンクバー、喫煙所は

ストイレ、パソコン、テレビ、冷蔵庫が完備です。フロア中央のSS （スタッフステーショ

基本的に、入院中は自由です。入院されるお部屋は全室個室でカードキー付きで、バ

よくご存じない方もいると思いますので、まず紹介から始めさせていただきます。

3

時間 （平成 年より館内禁煙）
、ほかには図書室や本やDVDがあり、エステルームでエ
26

21

その後、筋注の処置などをして治まったと思いきや離院してしまう、ということも起こ

れはできません」と答えました。すると、
ＳＳで「あの看護師の物言いがイヤ」と怒鳴り、

本と思っていたため、外出制限のある患者様が「外出したい」と言った時に、私は「そ

害／元来「楽山」はうつ病の方の入院施設です）の方は、枠決めと約束事を決定させることが基

ことに私は精神科経験が浅かったので悩みました。たとえばボーダー圏 （境界性人格障

てくるような状況でした。

すれば、疎まれ……スタッフが頑張れば頑張るほど空回りして、クレームになって返っ

うと

がないため何もかもすべてが手探りでのスタートでした。治療のためと一生懸命お世話

一貫しないという状況も生まれます。とくに開設当初は、
「楽山」のような病院は前例

一方、内部的には問題もあります。患者様は原則自由であるため、スタッフの指導が

山」の基本スタイルです。

こうした自由な環境の中で患者様にゆったりと休養していただく――というのが「楽

にお届けして、あとは好きな時間に飲んでお休みいただきます。

精神科と違う点は、お薬は食事のトレーに一緒に載せて渡し、また寝る前のお薬は 時

ステが受けられたり、トレーニングルームは自由に使えたりというスタイルです。また

24
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りました。結局、患者様は戻らず、そのまま退院となってしまいました。
喫煙所でいつもボス的にふるまう患者様もいました。
ほかの患者様のクレームも多く、
どうしようかと皆で相談して「介入すべき」となり、介入したところ激怒され、フロア
で約 時間ずっと叱られ続けたこともありました。

あれから 年が経ちました。スタッフ全員、ずいぶん成長したと思います。今は、重

一方でスタッフの気持ちや状況も汲んで労ってくださり、相談に乗ってくれます。

ねぎら

丸田先生はつねに「患者様のために何ができるか」ということを大事にしていますが、

プロセスも看護の役に立っています。

様の情報をできるだけ集めて、先生に患者様の様子をお伝えします。結果として、その

ちなみに丸田先生は、患者様とはお会いしていません。そのため相談する際には患者

カの状況や知識も学ばせていただいています。

いうことができるようになりました。同時に、丸田先生はアメリカが長いので、アメリ

う思ったのか？」
「患者様はどう感じたと思うか？」などと振り返り、改めて考えると

また皆でその都度「どうしてそうしたのか？」
「どうしてそう言ったのか？」
「その時ど

こと、悩んでいることなど、すべて相談させていただきました。大変ありがたい時間で、

そんな状況のときに丸田先生が来てくれたのです。以来、困っていること、失敗した

4

念慮に早く気づくこと、
それも患者様と一番長くいる看護の仕事であると思っています。

い）ということは、仮に自殺したい人にとってはそれができる環境でもあります。希死

近は患者様の先々のことを皆で考える機会が多くなりました。また自由である（拘束しな

今は「楽山にずっといたい」という患者様が増えているのが現状です。そのため、最

けられることはないか」という点です。

戻してあげるか」
「ここでできることは何か？」
「ここにいてマイナスになる前に働きか

最後に今後の課題ですが、今、丸田先生がよくおっしゃるのは「どんな状態で社会に

という姿勢を見せることを惜しまないようにしています。

はその時間がとても大切だとわかりました。患者様に「あなたを理解したい、知りたい」

たことがあります。その時は、よく理解できませんでした。でも今ならわかります。今

なさい。そうやって信頼を得て、それから少しずつ距離を開いていくといい」と言われ

オープン当初、理事長先生に「患者様とはまず、彼氏と彼女くらいの距離まで近づき

て今も背中を押し続けてくれて、
「だから頑張れる」と感謝しています。

てきて、
丸田先生に「いいねぇ」
「それでいいよ」と言われる回数も増えました。そうやっ

し、チームで相談して対応できるようになっています。カンファレンスでも報告が増え

大なクレームの時は医師、ケースワーカー、臨床心理士ほかスタッフ全員が情報を整理

5
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ケースワーカー

U・R

教室は 回 時間です。
「今日は誰を挙げる？」と丸田先生が言うと、看護師、臨床

ています。丸田先生のカンファレンスは私にも貴重な機会となっています。

精神保健福祉士 （ケースワーカー）のＵです。2006年頃から丸田先生の教室に参加し

見えなかったものが見えてくる

情報を共有し、皆で話し合うことで

4

1

回 ～ 名ほどです。相談はその日の教室で
1

3

5

く、成功事例を報告する場合もあります。

それから相談事のディスカッションが始まるというスタイルです。あるいは相談ではな

師や臨床心理士からも各々の情報を出し合い、患者様の全体像を一旦全員が共有して、

見学のときの様子、クリニックの主治医からの要望などを報告します。同じように看護

ケースワーカーからは、入院前の患者様とのやり取り、電話の受け答えや受診・病院

回の入院目的、入院期間などの情報を総合的に準備してカンファレンスに臨みます。

丸田先生は患者様と面識がないので、患者様の病名や主訴、生育歴、そして現病歴、今

終わる人もいれば、毎週相談する人もいます。継続して同じ患者様の場合もあります。

ンファレンス）が始まります。参加人数は

心理士、ケースワーカーから「この人はどうでしょう？」となり、あとは自然に会議（カ

1
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つたな

さ さい

大変ありがたいのは、普段感じている疑問や問題、悩みなどをまさにライブ感覚で、
皆さんとリアルタイムで話し合えることです。拙い意見や些細な疑問でも、丸田先生は
「ふむふむ」と耳を傾けてくれて、
「どうして患者様はそういう発言をしたんだろうか？」
「何か行動背景があるんだろうね」といろいろな問いかけをしてくれて――ああでもな
いこうでもない式に議論がどんどん深まって――ふと気づく場面が訪れる。
そういえばあのとき患者様が怒っていたとか、不満を言ってたなど、一人の人間だけ
では見えないエピソードが次々と現れてきて、さらに患者様の行動や言動の背景にある
心理面も見えてきて、はっと気がつく…。自分の至らなさを恥じたり、反省することが
多々あります。丸田先生は正しい答えを直接教えてはくれないですが、自ら気がつくよ
うにヒントや手がかりを出して導いてくれます。
具体例をお話しします。Bさん（ 代前半・女性）は入院中、誰にも告げず勝手に外出し

て外出したのは悪かった、でも見張られているようで……嫌だった」
。そのまま 時間

「スタッフに黙っ
接、状況確認をしました。Bさんは目に涙を浮かべてこう言います。

てしまいました。私が担当した患者様で、それでBさんが戻ってきたその夜、本人に直

30

身で判断して、いつも早め、早めに休息に来てくださいます。

てきました。リピーターで、今でも「楽山」を利用されますが、状態が悪くなる前に自

で状態は落ち着いています。当時は毎日言っていた「死にたい」という発言もなくなっ

その後Bさんは、丸田先生に教えていただいたように言動に注意しながら関わること

影響したかということです。よかれと思ってしたことですが、
今思うと恥ずかしいです。

気持ちが働いただろうか？」と質問され、
「あぁ…」と思い至りました。私の行動がどう

うか？」と、さらに離院の事情を聞かれた患者様は「その状況をどう受け止め、どんな

それを丸田教室で振り返ったとき、
「その時間帯 （夜）に話を聴く必要はあったのだろ

私はそのことを看護師に申し送りしました。

以上も話を聴くと、
次第に
「死にたい…」
と漏らすようになりました。これはいけないと、

1

それから、丸田教室は 回 時間ですが、実はそのあともフロアなどでミニ・カンファ
1

も感謝しています。

丸田先生に感謝するとともに、丸田教室という場をつくってくださった理事長先生に

自分の成長を確認する機会にもなっていると思います。

ることで救われることがあります。丸田教室に参加するたびに少しづつ成長して、その

由かつオープンです。そして私は、仕事で悩んだときに「次回の丸田教室で…」と思え

ることもあります。つまり１時間という時間枠は決まっていても、話し合うテーマは自

のないものです。また看護だけでなく、
「楽山」は何を目指すべきかといった議論にな

レンスみたいなものが自然に続くことがあります。そうした時間も私にとってかけがえ

1
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・

・

臨床心理士

S・N

こちらが提供したり、教育で何とかなるものではないということ。私たちは、患者様の

と。何かをよくしたい（変えたい）
、
生きていきたいという意思は患者様の中にあるもので、

それから他の方も話されましたが、患者様自身の中にある健全さを引き出すというこ

の予防につながっていきます。

しまう方もいます。それを「どこかで防げなかっただろうか？」という投げかけが今後

たとえば経過の長い方ですと、表現は悪いですが、ダラダラと何となく「楽山」に来て

また「どこで防げたか（防ぐか）
」という、予防的観点の指摘も非常に役に立っています。

患者様の抱えているものが見えてきやすくなる――。

のを失くした？」
、すると「その﹃最後﹄とは何だったのだろう？」と、次第にそこから

はずです。たとえば「何かが上手くいかなくなった？」
「何か、最後の支えのようなも

ずっと気分の浮き沈みがある患者様でも、
「今」入院してきたのには何か理由がある

しかし敢えて素朴な疑問を投げかけられ、ハッとするわけです。

まい、入院のタイミングの背景にあるものには考えが及びませんでした。

患者様が語ったことをそのままなぞって現病歴を捉えて「そうかそうか」と納得してし

うね」
「なんで今、入院できたのだろうか」という＂素朴な疑問”です。一方、私たちは、

現病歴をお伝えしているときに、丸田先生がよく尋ねるのは「なぜ今入院したんだろ

丸田先生から学んだことは沢山ありますが、
ここでは一部を紹介させていただきます。

ても大きな役割を担っていると思います。

丸田教室は、そこで培われた能力を患者様に還元できるという意味で、
「楽山」でと

非常に広い視野から助言してくださり、目からウロコということがしょっちゅうです。

・

る問題点や文化的背景、あるいは時代的な背景（今の時代だからこその悩みや問題）
も含めて、

患者様個人の問題・側面だけでなく、社会的なシステムと患者様との関わりから生じ

も深まりました。

います。皆がオープンに忌憚なく意見を出し合うことができ、グループ同士のつながり

き たん

けない」という制約はなく、各々思っていることを自由に発言するよう逆に奨励されて

丸田先生のカンファレンスには自由な雰囲気があります。
「何を言っていい」とか「い

りご承知置きください。

臨床心理士のSです。これまでのお話と重複する内容もあると思いますが、そのあた

可能性と限界

5

中に隠れているその意思にどうアプローチして引き出すか、それが大事であることを学
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びました。
どんな言葉で何を伝えたいのか、またどういう文脈で、それが患者様にどう伝わるの
か――患者様に関わる人間の表情や姿勢、
あるいは
「楽山」
のサービスの在り方も含めて、
。入院することで退院後、患者様はど
それが患者様にどう伝わるのか （どう伝えたいのか）
う生きていきたいのか――私たちは、患者様がそれを考えられるように働きかけていか
なくてはいけない。でも、それは大変難しい部分です……。
「可能性と限界」という部分で私は葛藤することが多く、実際、丸田先生にもそうい
う相談をすることが多いです。
「できることと、できないこと」があって、その境界を
明らかにすることにも「限界」がある。最初は何でも「できる（可能性がある）
」と思ってし
まうのですが、現実には「できない（限界）
」こともやはりある。
最後に質問ですが――先生は、できることの可能性に対し非常にストイックに、どん
な小さなことでも諦めず、投げかけ続けておられる――このあたりのことを教えていた
だければと思います。

テクニック（技法）と感性
ありがとうございました。すごく感動したのは、この 年間、私が伝えたかった想い

その人の姿勢なり、態度だと思うのです。

感性はテクニックではない――感性とは、その人らしさを活かしながらやっていく――

人が作っても性能のよいクルマができるテクニックがある――それが技法です。でも、

技法は、たとえばトヨタが高性能のクルマを作るというようなこと――仮に教育のない

敢えて「感性」という言葉を私はよくつかうのですが、それは「技法」とは違います。

なり、臨床的な感性なりが、皆さんによく伝わっていたことです。

4
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3
現代の心の病へのアプローチ
「 患 者 中 心 」 か ら「 関 係 中 心 」 へ

今日の演題を「現代の心の病へのアプローチ ﹃患者中心﹄から﹃関係中心﹄へ」としま
20

・

・

り、医療者と患者の関係が壊れてしまうこともある。そのため、京都大学などをはじめ

てれば、いわゆる敬愛ということも起こり得るし、立てるがあまり患者さんが横柄にな

「患者様」と崇め奉ることによる弊害も出てきました。実際の医療現場で「患者様」と立

あが たてまつ

ところが「患者中心」があまりに言われすぎて、「患者様」という言葉が出現した。

疾患よりも病んでいる「患者さんを中心に」ということが言われた時代でした。

れぞれ病名がつく――そうやって病名（疾患）
に焦点が置かれていた状況に対し、当時は、

・

慢性の「痛み」という疾患。しかもその痛みを病名にすると○○○症、△△△症とそ

中心から患者中心へ﹄（中公新書）
でつかっています。

ただろうと思います。実際、私はその言葉を1989年に出した﹃痛みの心理学 疾患

・

した。しかし、これがもし 年前であったなら「
﹃疾患中心﹄から﹃患者中心﹄へ」になっ

chapter

38
[R AKUZAN] Mental Health Series VOL.2

39

現代の心の病へのアプローチ 「患者中心」から「関係中心」へ

3
chapter

「患者様」という表現を廃止したところも沢山あります。
しかし、
「楽山」では「患者様」を採用していますから、この言葉のつかい方に批判的
だとコツンと食らうかもしれませんが（笑）
。
、重要なのは「患者さんとスタッフとの関
つまり （どう呼ぶかという言葉のことはさておき）
・

・

・

・

・

・

係性」であって、
決して「患者さんだけ」ではないということ――双方の関係性によって、
・

・

よくも悪くも患者と医療者の間にはいろいろなことが起こる――その意味で
「関係中心」
であるべきと私は思っています。

ほ

その関連でよく感じるのは、医療者の態度です。私たちは患者さんと上手くいってい
るときは患者さんを褒めるし、サポートその他もいろいろできるのですが、上手くいか
なくなるとつい、患者さんを責めてしまうことがあります。
ですから、
試しに患者になってみるといいと思うのです。患者たちがいかに我慢強く、
いかに医者に気をつかう立場であるかを実感できるはずです。
つい最近、
私はそれを体験しました。年次健診でメイヨーを受診したときのことです。
アメリカまで健診に行くのは時間もお金もかかりますが、主治医が向こうなので行った
しゃべ

わけです。診察に ～ 分くらいかかり、その間、知り合いでもある主治医は「いやー
45

強いか、ということです。
患者を英語で「ペイシェント（

）
」です。それで「ペイシェント・イズ・ペイシェント （患
patient

の皆さんのお話の中にも、このあたりのことがよく出ていました。

めずに「何が起こったのか」を冷静に考えることが非常に重要だと思うのです。先ほど

きに患者さんのせいにせず、患者さんと自分の関係を改めて見つめて、相手も自分も責

ん、医療者が自虐的になる必要はまったくありません。ただ、事態がうまくいかないと

そして、私は、この言葉を医療者はつねに念頭に置くべきだと思っています。もちろ

」というジョークのような表現があります。
者は我慢強い）

を指す「ペイシェント （

）
」と言いますが、その語源は我慢強いとか忍耐力
patient

言いたいことは、その医者が駄目ドクターだという話ではなく、患者側がいかに我慢

終えてしまいました。もう少し聞いてもらいたかったな、と私は思いました。

そして、最後に私が「こんなことがあったのですが…」と言い始めると、
「あっそう」と

んな話は聞きたくもなかったけれど、
彼の気分を害してはいけないと我慢していました。

最近いろいろあってね…」から始まって、ペラペラペラペラとよく喋りました。私はそ

30

40
[R AKUZAN] Mental Health Series VOL.2

41

現代の心の病へのアプローチ 「患者中心」から「関係中心」へ

3
chapter

疾患中心 vs 患者中心 vs 関係中心
医学・医療というのは、最初は「疾患中心」から始まって――そのため「この人は統
合失調症だから病院に入れて投薬すればいい」というように疾患中心の治療ばかりやっ
てきて――それが次は「患者中心」の立場に移って、そして現在は「関係中心」となり、
治療者（医療者）と患者さんとの関係を考えるアプローチになってきたということが言え
ると思います。
それから、もう一つ。お話しされた 人が口を揃えて言ってくれたのは「丸田先生は

・

・

・

・

・

・

・

・

ない」ことを伝えるのが難しい。実際、 年前にスーパービジョンを始めたときも、そ

・

しかし、よくよく考えてみると、答えなんてないんです。にもかかわらず、
「答えが

えを言わなければ」と思ってしまう。

ナルではないと思うし、プロとしてお金をもらう価値もない気がして、だから何とか「答

質問されたりすると、つい答えを生み出そうとする。答えられなければプロフェッショ

前と思われそうですが、実はそうではない。たとえば、私たち医療者は患者さんに何か

・

答えがない――でも一緒に話しているうちに何となく見つかる――それは一見当たり

答えを言わない」ということでしたが、これは非常に重要なことです。

5

・

・

・

・

・

・

・

からといって差別する理由はあるか？ ということ――がんに罹っても、人は人です。

かか

そのアブストラクト （要約）を作った際に考えたことがあります。一つは、がん患者だ

サバイバーシップのセミナーでお話をすることになりました。

上げたりしてきたので呼ばれたものと思いますが……いずれにしても、がん患者さんの

を沢山診てきましたし、帰国後は乳がんの患者さんを中心にカウンセリングなども立ち

メイヨーではコンサルテーションといった形でがんも含めて、内科や外科の患者さん

先日、そのカンファレンスの講師に呼んでいただきました。

いわば治療を超えた「生」をサポートするようなシステムを作るのが目的なのですが、

が生活のクオリティーも含めて「いかに生き抜くか」という、
ます。がん患者（とその家族）

聖路加病院で日野原先生を中心に「がん サバイバーシップ」という活動を展開してい

・

一方、答えを求めたがるのも人の常です。一つの例をお話しします。

は押し付けです。

実際、生き方というのは千差万別ですから、そもそも答えがあるなんて思ったら、それ

んが患者さんと関わる場合において、予めわかっている答えなどないということです。

これは決して、看護師・心理士と私のやりとりの話ではなく、医療従事者として皆さ

んと伝わっています。

れをどう伝えたらよいのか私もわかりませんでした。
でも今は、
皆さんにそのことがちゃ

5
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それから、もう一つは「がん サバイバーシップ」というセミナーに来る人たちの目的
です。ここに参加すれば、がんに罹っても生き抜く「秘訣」や「やり方」がわかるかもし
れない。あるいは、その「答え」を学んで患者さんの力になりたいという人も参加して
おられるだろうということです。
つまり、私たち人間は「答えがあると安心する」という面もある、ということです。
その答えが仮に嘘だとしても、何となく答えがあると安心というか、答えを求めたい、
あるいは答えを与えたいという――そういうシステムみたいなものが元来人間の中には
あると思うのです。
だから、それを承知のうえで「わからない （答えはない）
」ということ――がんでも生き
ていく、
がんに罹ったという現実を抱えて生きていく、
治療はしたけれど本当によくなっ
たかどうか確信はない、わからないという恐怖――がん患者さんが抱えているつらさ・
大変さ・悲しみを共有し、そのうえで（答えはないことを）
わかってもらうということ。
そうしたなかで患者さんのほうも「ああ、ここで自分が悲しんだり苦しんだり、わか
らないのは当然のこと。
あの偉い先生にも答えは出せない、
看護師さんだって正解を知っ
ているわけじゃない。そうすると、今、私は苦しんでいるが……これはこれでいいのか
もしれない…」と次第に、自分で自分を受け入れるようになっていく。
つまり「答えなんかない」と放り出すのではなく、答えは誰にもわからない、だから

こそ「答えはないけれど、それでも一緒に悩んで一緒に考えていこう」と、そういうこ
との重要さを私は、皆さんに伝えたいと思ってやってきました。
カンファレンスの報告の中で「丸田先生は答えを言ってくれないが一緒に考えること
ができる、そしてだんだん自分で気がつく」と全員の方に言っていただき、
「答えはな
い」という捉え方をしっかり皆さんに伝えられたことを大変うれしく思います。
さて、 人の方々がいろいろなお話をしてくれたので、そのすべてに触れたいところ
います。

Grip on Life
生活感の保持の重要性

）
は「つかむ」という意味ですから、
「グリップ・オン・ライフ（
Grip

一つは「 Grip on Life
――生活感の保持の重要性」ということについてです。
グリップ（

な意味ですが、日本語にしたときに私は「生活感」という言葉をつかっています。

）
」とは、生活にしがみついて離さない、どこか生活に繋がっている……というよう
Life

Grip on

ですが、限られた時間ですので、レジュメにあるキーワードについて話を進めたいと思

5

44
[R AKUZAN] Mental Health Series VOL.2

45

現代の心の病へのアプローチ 「患者中心」から「関係中心」へ

3
chapter

その「生活感」の保持がとても重要だと思っています。患者さん、あるいは何か問題
を抱えた人が日常生活から完全に切り離されてしまうのではなく、何となく生活とも結
びついている、社会的に繋がっている――その感覚が大事です。
たとえば、 日 時間も働くような仕事を強迫的にやっているうつの患者さんが、仕
18

たとえば、既に 年くらい休んでいる患者さんにそれを求めるのは難しいかもしれま

に重要だと私は考えています。

さんの人生との繋がり、これをできる限り断ち切らないようにして治療することが非常

ローチとして、患者さんが持っているポジティブなもの、もっと広い意味で言うと患者

一旦失ってしまうと取り戻すのがものすごく大変です。とくに現代の心の病へのアプ

人生・社会、それから家族との繋がり（＝繋がり感）――こうしたものは非常に貴重で、

と思っている人に対し、それを止めさせるのはどうかな？ と思うのです。

必要かもしれません。しかし「まだやれる、自分は人生のメインストリートにまだいる」

事に戻ったり・戻らなかったりを繰り返していたとしたら、その場合は「休む」ことも

1

／心的外傷後ストレス障害）のケースです。戦時中、
Posttraumatic stress disorder

場から離れた人たちはほぼ永久的に ・ ％が戦場に再び戻ることはできませんでした。

近で回復した人たちはしばらく休むとまた戦場に戻ることができました。一方、一旦戦

結果としてわかったことは、野戦病院で仲間たちとの繋がりが連綿と残り、砲火の間

はなく、偶然そうなった二つのケースを後から振り返ったものです。

は戦場から離れた本国、あるいは近くの安全な場所に送還されました。もちろん実験で

変わらず砲弾や銃撃の音、仲間たちのざわめきが聴こえたままです。そして、もう一群

そこで温かい食べ物やベッドを与えられて過ごしました。ただし戦場ですから外では相

そのPTSDを発症した人たちに対し、ある一群は野戦病院の特別室に送り込まれ、

受けてしまう人たちが大勢いました。

近くで爆弾が炸裂したり、弾が飛んできて死にそうな目に遇ったときに心理的な外傷を

さくれつ

いうＰＴＳＤ （

具体的な例を紹介します。第二次世界大戦中の英国陸軍での実証データですが、今で

ることが重要です。失くしてしまってから再び取り戻すのは非常に難しいですから…。

限り生活感との結びつきを保持するように仕向けて、そこからズレないようにしてあげ

せんが、入院して日も浅く、まだどちらの方向に行くかわからない患者さんにはできる

1

9

患部を固定するわけですから、ギプスを巻いている間に骨は回復し、骨折は治る。でも

また、これはあらゆる場面で起こり得ることです。たとえば骨折してギプスを巻く。

難になるのです。

貴重です。その人がいる日常生活から切り離してしまうと、再び元の生活に戻るのは困

戦場に戻ることがよいか悪いかの問題は別として、このデータは精神医療にとって大変

99
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同時に周りの筋肉はどんどん衰退してしまうため、ギプスを外してすぐは歩きにくい。
もちろん訓練でまた歩けるようになるわけですが、つまり整形外科的な治療も含めてあ
らゆる治療に言えることとして、何かをすることで得られるベネフィット （効果）と同時
にロス （喪失）もあって、そのバランスが崩れてしまうと折角よかれと思ってやった治療
でも、患者さんにとってはかえって悪いものになってしまうことがあります。あるいは
「疾患を逃す」ような可能性もある、ということを忘れないでほしいと思います。
現代の心の病とは何か
それから講演のタイトルにもある「現代の心の病」とは何かということですが――こ
れは表現が難しいので注意して扱わないといけないのですが――日本ではここ ～
15

ですから患者さんの中にあるものを、いかに活かせるか・伸ばせるか、新しいものを

ることも多いのです。

こを活用するほうが下手な治療 （ネガティブな部分を改善する治療）より効果的であると感じ

が持ってるポジティブな部分、生活への繋がりのようなものを十分理解して、最大限そ

するということも起こってしまいます。その意味では、私たち医療者は、患者さん自身

したがって、そういう患者さんの場合は、治療をすればする程かえって問題が複雑化

ちもいかず、途方に暮れている患者さんが沢山いるわけです。

ると――今ここで
「病気」
であることを諦めて放りだすことができない――にっちもさっ

正確ですね。つまり社会的なシステム、それから保険制度、あるいは保障その他を考え

かし諸般の事情を考えるとそう簡単に脱出することができない――この言い方のほうが

もちろん、心の底の底では「そこから脱出したい」
「治りたい」と思っています――し

ずしもそこから脱したいわけではないのです。

いう強い気持ちがあるわけです。それに対し、現代の心の病を抱えている人たちは、必

て痛みがとれて傷が治れば退院したい――「早く回復したい」
「病気から脱したい」と

たとえば盲腸で入院した場合、患者さんはできるだけ早く退院したいと思う。手術し

いうのも非常に難しいところです。

留まりたい」という傾向があります。したがって、それを患者さんにどう表現するかと

多くは、その診断名を変えられることに対し抵抗し、そして自分が「患者であることに

「できれば放りだして治療も止めたい」ものだったのに対し、現代の心の病を持つ人の

合、本人にとって「それは持っていたくない」
「そんな診断はほしくない」ものであり、

その心の病の特徴は、一つにはその受け止め方です。かつて精神科的な病は多くの場

見ています。そして、それがどんどん悪くなっている気がしています。

年、アメリカの場合は私が渡米した1970年代頃から「現代の心の病」は始まったと

10
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与えるより、まず患者さんの中にあるものを引っ張りだしてつかうという――。
そしてこの点について言えば、ここ「楽山」で臨床心理士や看護をやろうという人た
ちは基本的な能力を持っていますから、あとは臨床的経験をさらに積んでいけばちゃん
とできると思っています。

）
」ということです。
For whom?

先ほど、Tさんの話にもあった「患者さんを社会にどう帰すか」ということにも通じ
ると思っています。

For whom?
誰のために？
それから、繰り返し伝えたいことは「誰のために？（
実は私たちがやっている行為の中には患者さんのため、というより自分のためにやっ
ている面が案外あるものです。だからアメリカにいたときも、この「 For whom?
」とい
ひんぱん

う言葉を私はよくつかいました。
とくに頻繁につかったのは病棟です。アメリカの精神科病棟の入院期間は短く、閉鎖
病棟を含めても平均在院日数は ～ 日間ほどです。かなりポンポンと早く退院させな
15

子を診たいというレジデント （研修医）も出てくる。でも薬はそんなに早くは効かない、

ければいけない――。すると、なかには投薬を始めたばかりなのに、さらに追加して様

10

最低でも薬をかえたら ～ 日は待たなければ効果などわからない。ところが医療ス
3

そうだったかもしれない」と感じることが多い。また、その意味では「余計なことはし

自分では誰もそのときは気づかないのです。チームで話したときなどに改めて「あ、

とも結構いろいろあると思うのです。

でしょうか。患者さんというより、こちらの不安を消すために無意識でやってしまうこ

れだけやれば家に帰ってから安心して眠れる…」というような思いもあったのではない

だったのだろうと思います。しかし、もしかしたら「私はそうしなければいけない」
「こ

先ほど、患者さんの話を１時間以上聴いたというエピソードがありました。一生懸命

と思うのです。

中にある心配や負担を減らすためにやっているというようなところが、少なからずある

に患者さんのためかというと、必ずしもそうではない場合もあります。たとえば自分の

治療薬の追加や治療法の変更など、私たちがいろいろやろうとするとき、それが本当

だから、そのたびに私はよく質問しました―― For whom?
（誰のためにそれをやるのか？）

なってしまうことがよくあります。

と思いたがる…。その結果、たとえば「薬をかえたい」
「電気ショックをやりたい」等と

」
タッフは、
患者さんを入院させると「自分が何とかしたい」「自分がそれをやった（治した）

2
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）
」ということも先ほど、Ｓさんの話の中に出てきました。たと
Why now?

ない」ことを理解すると時間も節約となり、ゆとりも生まれます。

Why now?
なぜ今？
「なぜ今？ （
えば、私たちは、患者さんが入院してきたときに「この人は統合失調症」
「この人はＢ
ＰＤ（境界性人格障害）
」
「この人はアルコール」と病名を聞いただけで、その患者さんを理
解したかのように思いがちです。でも患者さんは、たとえば 年前も統合失調症だった
）
」というわけです。その問い
Why now?

り、あるいは 年前もＢＰＤだったりするわけです。ところが、その時は入院しなかっ

5

いと出られない」
ということにもなるわけです。
すると カ月、 カ月、
あるいは 年経っ

仮に「BPDで入院する（BPDを治す）
」ということは、言い換えれば「BPDを治さな

ておく必要があります。

それぞれ微妙に違うわけです。だから、つねに「なぜ今？」という問いかけを心に留め

診断名なんて所詮病名ですから、それだけで患者さんを理解したことにはならない。

しょせん

かけが、患者さんをしっかり理解することに繋がります。

たのに「今」になって入院してきた。
「なぜ今？ （

10

2

5

しかし、残念ながら逆に精神科は、その「自由度」を失くして医療行為に臨んでいる場

ことの一つは、患者さんの「人生における自由度を高める」ことが仕事でもあるのです。

きない・実行できない」ということがあります。したがって、私たちが病棟でやるべき

のですが、その原因の一つとして「物事を自由に自分で考えることができない・発言で

精神科の疾患はさまざまな場面で起こっていて、それで先述の「なぜ今？」でもある

にとって「自由度」は、どんなに強調してもし過ぎでないほど重要なファクターです。

人が自由に語り、話せるか」という意味で取り上げたいと思います。精神科 （心療内科）

「自由度」という言葉があります。統計学でもつかう言葉ですが、ここでは「どれだけ

自由度

なかなか前に進めないところがあります。

待することができるわけです。片や、
ただ漫然と「この人はBPD」と治療するだけでは、

況を引き起こしたのなら、治療の焦点も絞れる。そうすることで最大限の治療効果を期

なんです。たとえば、ご主人の浮気がきっかけでBPDの要素を持つ人が今こうした状

できていたのが今はできなくなった （入院した）――そこには何かのきっかけがあるはず

ても退院できないかもしれない…。そして少なくとも、先月まではBPDでも家で生活

1
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合が多いように思います。
それもあって、私のカンファレンスの最大の目標は「自由に話す」ということです。
自分の考え、
思っていること、
感じたことをそのまま自由に話していただく――そうやっ
て人が育ってくれることが、
私にとって一つの誇りです。
新任の医療スタッフがカンファ
レンスに参加して、 ～ 回目で何か一つでも発言できると、それからはどんどん意見
3

度が高い。たとえば 人なら秘密のひそひそ話はしやすいけれど、ロッカールームで
～ 人でとなると少し安全感が下がり、看護室内となるとさらに自由度は低くなるわけ

2

ば、自由に話せない。そして、カンファレンスのグループは小さければ小さいほど自由

できない。そういうフラッシュバックは決して起きないという安心感 （安全感）がなけれ

言い換えれば、何かを語って、あとでそれが汚点になるのでは、誰も自由に発言など

し、なにより貴重な事柄が沢山含まれています。

よりも、心から思ったことを自由に述べていただく。そのほうが内容もよいし、面白い

ても仕方ない。お仕着せで「こう言えば喜んでもらえる」的な発言は意味がない。それ

実はこの点も非常に重要です。自由にものが言えないのなら、カンファレンスなどやっ

また、そこでは「自分の考えや意見を自由に述べても安心・安全である」ということ、

や発言が増えていく――その変化を見るのが楽しみなんです。

2

2

す。言葉で書いたことが実際に行われたとして歴史に残ります。たとえば、 分間患者

過ぎないかもしれません。共感や傾聴という言葉も非常に曖昧で複雑です。

どうだったのでしょうか？ カルテに書かれたことは一方向性のコミュニケーションに

さんに共感的に傾聴したとすれば、カルテにその内容が記録されます。しかし、本当は

15

私たちが患者さんとコミュニケーションをとる際にはカルテという媒体が存在しま

ン」と言います。

考えていることがちゃんと伝わること――それを
「マルチチャンネル・コミュニケーショ

実際、伝えたいことが皆さんに届いていたことに私は感動しています。相手に自分の

言葉を超えたコミュニケーション

マルチチャンネル・コミュニケーション

ることが私のコンサルテーションの大きな部分ではないかと考えています。

がって、この環境、システムの中において最大限自由であることを目標にそれを達成す

ティックです。その点、皆さんは社会的制約 （秩序）というものを踏まえています。した

もちろん、自由だからと何でも無関係のことをペチャクチャ言いたい放題はサイコ

ますから、話す内容はかなり気を付けなければいけないという具合です（笑）
。

です。その意味では、この講演会のような場にはさまざまな立場の方が大勢いらしてい

3
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それよりも私は、お互いがそこで言った言葉より、さらにその先に込められている意
味合いのほうが遥かに重要だと思っています。たとえば、私たちは生まれた瞬間から言
葉を超えたコミュニケーションをしています。そもそも言葉はあとから覚えるものです

／禁止）
」という乳幼児の実験研究結果を紹
prohibition

から、私たちの中には言葉を超えたコミュニケーション能力が実は大人になっても綿々
と備わっていると思うのです。
参考例として「プロヒビション （
介いたします。母親と赤ちゃんをペアにして、母親が赤ちゃんに何かを「禁止」させる
ためにどんな言葉を用いたかという実験です。ペアによってつかった言葉はいろいろ
で、
「ノー」もあれば「ストップ」
「ダメ」
「ダメでしょう」
「おかしい」等々、禁止の表
現は実にさまざまでした。そうやって７年間かけて「どの言葉をつかえば赤ちゃんがダ
メと理解できるか」どうかを調査したのです。
結果として、
「言葉だけで赤ちゃんに﹃禁止﹄を伝えることはできない」ことがわかり
ました。どの親子にもそういう言葉は存在しませんでした。言葉は、言葉だけではその
意味を成さないということです。逆に、大人が言葉を理解できるのは成長して言葉を覚
えたから、ということになります。

もう一つ例を挙げます。神庭重信先生という九州大学教授の方がいるのですが、奥様
は神庭靖子先生で、ご夫婦でメイヨーに留学していました。そして留学中に靖子先生の
声かけで、ダニエル・Ｎ・スターンの著書を私も一緒に翻訳 （﹃乳児の対人世界﹄岩崎学術出
版社）したことがあり、そのため私の中では、靖子先生といえば「乳児」というイメージ

があります。そして、ご夫婦には帰国後 人の子どもが生まれて、私も何度かお子さん
を見る機会がありました。

感じで、だから赤ちゃんは手を出せなかった。ところが別の日、 人目のお子さんが生

かるダメでした――私の躾が悪いみたいで丸田先生に恥ずかしいじゃないの――という

しつけ

が「ダメ！」と言いました。そのときの「ダメ！」は、私にも赤ちゃんにもはっきりとわ

子を用意してくれていましたが、赤ちゃんがそれに手を伸ばそうとしました。靖子先生

最初のお子さんを見に遊びに行った時のことです。私をもてなそうとテーブルにお菓

3

赤ちゃんが読み取ったのです。

に手を出しました。靖子先生の顔色――丸田先生だから、まあいいか――という空気を

まれ、また遊びに行って同じ状況になった時、
「ダメ」と言われても赤ちゃんはお菓子

2
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関係性・間主観性
私たちは成長して言葉を話すようになると、あたかも言葉でコミュニケーションをし
ている気になります。
しかし実際には、
互いに最重要のコミュニケーションは
「相手が今、
・

・

・

・

・

どんな意味・意図でその言葉を自分に言ったか」という点です。言葉どおりではなく、
その言葉の先にある意味や意図を、
そのときの状況や相手のしぐさ・雰囲気などから探っ
ま ひ

て、相手からのメッセージとして受け取るのです。
て奇しくもリハビリの担当者は 代の女性の理学療法士だとします。すると、どんな状

たとえば、 歳のおばあさんが脳梗塞の麻痺でリハビリを受けていたとします。そし
85

*

*

*

*

私自身、 数年にわたって処方し続けてきた抗うつ薬が「非常に強力なプラセボに過

最後に、欧米の精神医学界で今、大きな話題になっていることがあります。

*

はなく、
「関係中心」ということが重要であると私は思っています。

係性の中に潜んでいる」ということが言えると思います。そうした意味で「患者中心」で

言語的でもなく、見えないものではあるけれど、コミュニケーションは明らかに「関

優しい気持ちが伝わる場合もあるかもしれません。

難しいと思うのです。言葉の丁寧さより、もしかしたら言葉は少々ぞんざいでも相手に

どんなに言葉を丁寧に整えても、本当に相手とコミュニケーションできるかどうかは

してよくなりましょう――という気持ちを相手に真摯に伝えようとすることです。

しょう」と――頑張れば、今は大変でもこの先は何とかなる。だから一緒にリハビリを

ケースなら、高齢でかつ体が麻痺になった人の身になって「大変ですね、でも頑張りま

相手の立場を理解してコミュニケーションする必要がある、ということです。先ほどの

ただ優しい言葉をかければいいというものではない、
ということです。互いの関係性、

がわかるのよ」と感じてしまうかもしれません。

ただ励ましの言葉をかけられたら、
「若くて元気はつらつのあなたに、私の気持ちの何

塞になって、
この年でさらに体が不自由になり絶望的になっています…。何も考えずに、

優しい言葉をかけても、相手には素直に伝わらないかもしれません。おばあさんは脳梗

況が生まれるでしょうか？ 一概には言えませんが、担当者がただマニュアルどおりに

20

間療法で行われているようなエビデンス （

／科学的根拠）のない治療法や祈祷師の
evidence

ぎないのではないか」というものです。データもあり、たとえば別のどこかの国とか民

30
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それとあまり大差ないのではないか、という検証内容です。
これが事実とすれば、私が今までやってきたことは何なのだろうか？ 無力感を感じ
たり、いろんな複雑な思いが交錯しています。この先、自分自身がそれを現実にどう受
け止めるのか、まだ簡単には答えを見つけられないでいます。
ただ、このような場合でも一番重要なことは、自分の中の苦しみやわからないことな
どを共有する、分かち合うこと――そのために自由に話すこと。答えを出すことより、
一緒に悩みを分かち合うことが大事であると思っています。
そうした意味で、私が「楽山」で看護師や臨床心理士、ケースワーカーの皆さんと行っ
ているカンファレンスは、
「共有」
「分かち合う」という部分での作業を果たしていると
思っています。

質疑応答

ありがとうございました。丸田先生から今、スタッフの発言を中心に

Question and Answer

中村（理事長）

常日頃先生が大事にしていること、スタッフにどう伝えていくかなど、さまざまな話が
ありました。
皆さんの中で、ぜひ質問したいという方、もっと話を聞いてみたいでもいいので、挙

質問したいことは沢山ありますが、取り敢えず一つだけ、
「限界と可能性」

手してください。

F（医師）

についてお聞きしたい。
ここにはいろんな職種の人がおり、
それぞれが専門家としてやっ
ています。捉え方はさまざまだが、誰しも「限界」を感じることはあると思う。では、
その限界は誰が決めるのか？ 誰が決められるのか？ 下手すると限界を突破してしまう
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立場の人が限界をつくってしまうのか？
私は医師免許を持っているから医者として勤務しているわけだが、そして私も、自分
では丸田先生がさっき何回もおっしゃったように、その人が持っている能力を引き出せ
ばいいので、患者さんを押さえこんだり、ダメージを与えないようにしてやっています

か そ

（また、それは秀峰会の理念の一つですが）
。しかし、それでも下手すると、自分の体験や知識

などから、逆に専門家だからこそ限界を設定してしまうこともあるのかなと思う。
抗うつ剤の話がありましたが、時代とともに変わっていくのが科学ですし、脳の可塑
性も時代とともに受け止め方が変わる。ならば、限界を決めているのは誰でもないので
はないか？ 本来、人間はそれなりに能力を発揮できるものだが、ただどこまで何がで
おちい

きるかは時代によってどんどん変わるのではないか？
抗うつ剤のことで限界に陥るのは簡単だし、限界があれば答えが出しやすく、それも
よいと思うが――それを乗り越えて限界をぶち破るコツを教えてほしい。つまり、私は
答えのない答えを期待しているわけですが、限界を限界としない考え方、やり方、可能

非常に核心を突いた質問で、これに関しては答えがない。答えはないのですが、

性の見出し方を教えてほしい。

丸田

強いて言えば、それは多分、
「わかってしまわない」こと――それがすごく重要です。

こうちゃく

一旦わかってしまうと、そこで膠 着 化し、そこに陥り、そこから抜け出せなくなります。
たとえば、
夫婦喧嘩などの場合で想像してみてください。何かのことで口論になって、
どちらかが「わかった！」と言ったら、大体の場合、言われたほうは「わかってないく
せに！」と思います。つまり「わかった」は、
「もうこれ以上聞きたくない、わかろうと
努力したくない」と相手に伝わってしまうのです。だから言われた側は、なにくそと腹
が立つ。
「わかってしまう」ことの危険性がすごくあるわけです。
ところが私たちは白衣を着たり、専門家になると――何となくわかるし、客観的なも
のの見方をしているような気になる――ついつい上からものを見て、わかった感じに
なってしまう。でも本当には、わからないことです。
私たちが患者さんを理解し、知るための努力をして、相手のことが「わかった」とし
とら

ても、それは今の段階でわかっただけで、永久にわかったのではない。だから、この先
は「わからない」と常に考えていく。そうすると、囚われない見方が出てきます。たと
えば、うつはケミカルのインバランス、科学的なバランスが崩れたところから来るんだ
と思い込み、そこから説得しようとする人と、そうではないと別のところから説得しよ
うとする人もいる――でも、もし「どちらも一つの部分であって、どちらも違うかもし
れない」と考えられたら、囚われるのではなくなります。
その意味では「わかってしまわない」こと――。わかろうという努力は続けて一生懸
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命がんばって理解するけれども、わかってしまわない。
「わかった」という言葉ほどクセモノはない、だから「わかってしまわない」
、これが

）
」という
数年前「ケア・フォー・ケアギバース （ Care for caregivers

重要なことです。
（リハビリ）

）
facilitator

実は、病棟内ではまだ話し合っていないことなのですが……教えてくだ

入院して カ月くらいの 代の男性の患者様のことです。いつお話を伺っても、毎回

さい。私は患者様との付き合いで迷うことがあります。

K（急性期）

つでも残っていたとしたら、それだけで私は大変しあわせです。

でも大切にしていただきたい。たとえば一年後に、丸田先生が「コレ言ったよね」と一

ていいんです。ただ、ほんの少しでも心に残ったことがあったとしたら、その部分だけ

それから、
今日私が話したことでわからなかったことは、
わからないまま捨ててしまっ

を意識するということです。

るのも一つの方法ではないかと思います。そして、そのための出発点は、皆さんがそれ

るのではなく、その思いが周りからも受け入れられる――そういう環境を皆さんでつく

変だった」と誰かが話したときに、決して、その人が弱いとか能力がないからと思われ

いる」ということを共有すること。たとえば「楽山」で、
「こういう場面で傷ついた」
、
「大

というノウハウもない。多分ここでも一番重要なことは「そうしたニーズを皆が持って

しかし、スタッフのケアに関しても同じくマジックはないし、明確にこうすればいい

神医療の現場でも起こり得る可能性はあると思います。

る側も高齢で共倒れしてしまうという場合もあります。同じようなことが医療なり、精

の中ではあまりはっきりとはつかわれない言葉ですが、たとえば老老介護など、介護す

丸田
――ケアを施す人たちにもケアが重要とは、まさしくそ
Care for caregivers
のとおりです。患者だけを中心に考えていたら、ケアする側も大変です。医療システム

れしいです。

がいないと悶々とすることもあります。そうしたときのよいアイデアがいただけたらう

もんもん

りました。しかし同僚と話はできても、丸田先生のようなファシリテーター （

今日のお話から、問題を皆で分かち合うことが解決の糸口に繋がるということがわか

ろいろな問題を抱えている場合が多いと聞きました。

考え方でセラピーをしている方に会ったことがあります。ケアする側 （ケア従事者）もい

K

30

る…」と言います。そんな悲しいことを考えて退院されるのは嫌だとご本人に伝えてい

「これ以上生きる意欲はない、仕事もない、退院したら適当な木を見つけてクビをくく

1
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るのですが、これ以上、自分がどう関わっていけばよいのかわからないのです。
頭の中では、その方と信頼関係を築いて、なぜそう思うのかと、くだらない話なども
混えて一緒に話せたらいいなあ……と。そのためには何度もベッドサイドに足を運ぶこ
とが大事と思うのです。でも、ベッドサイドで自分が何を言えばいいのか、どう振る舞
えばいいのか、わからないのです――結局、なかなかご本人のところに行けないという

その患者さんの具体的なことを私は知らないから、どうすればいいか答えは出

状況になっています。
丸田

せないけれど、今の話を伺って一つ言えることは、この場合も病棟で皆で話し合って、
悩みを共有することが重要ではないかと思います。あなたが悩んでいることは他にも感
じている人がいるだろうし、同じように何らかの抵抗感を覚えている人もいるかもしれ
ません。まず独りで悩まず、他の人と悩みを共有することがすごく大事だと思います。
それから、もう一つ。これは今年、私が翻訳した本の中の一コマなのですが、著者は
スイス人の女性の精神科医で、彼女が 代そこそこの時に初めて担当したがんの患者さ
んについて書いています。 代のがんのおばあさんの症例です。欧米でも当時は、がん

20

そこにいた――。

ある有意義なものだと思って、その場にいたということ。本当に気持ちがあったから、

重要なことは、患者さんと治療者が互いに、今そこにいる自分の時間を非常に価値の

その後、食事を拒んでいたおばあさんが食べるようになった――そういう話です。

は自分の気持ちだけを伝えて、
あとは
「時間だから行きます」
とその場を去ったのだった。

行かせてもらえなかった。今こうして、あなたの傍にいるととても懐かしい…」
。彼女

そば

た。私は本当は、亡くなる前におばあちゃんに会いに行きたかったけれど、お母さんに

時は自分の話を少しだけしたのだ。
「実は私のおばあちゃんは小さいときに亡くなっ

女は気がついた。それまでは、彼女のほうもとくに何も喋りはしなかった。ただ、その

しゃべ

ある日、おばあさんから「あなたはここにいて楽しいの？」と質問されて、ハッと彼

ぼんやり眺めているだけです。彼女のほうも黙るしかなかった。

彼女が経過などを確認しようとしても、おばあさんは口をきかない。病院の窓から外を

た。そして、彼女は自分の意志でがんのおばあさんのところに行った。案の定、いくら

まわりが半ば冗談で、若い精神科医の彼女に「話を聞いてあげれば」と差し向けまし

んとも共通です。

状況に陥っていました。
「生きていてもしょうがない」という点では、先ほどの患者さ

きる意味もない、死んでもいいし、だから構わないでほしい、食事もしたくないという

の告知は始めたばかりの頃でした。がんを告知されて、おばあさんは、それならもう生

80
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少なくとも、自分と一緒にいることを相手が感謝している、いいことだと思っている
人が傍にいたということ。自分の存在価値を認めてもらったような感じがして、
そして、
それが患者さんにとって自身を振り返る場にもなった。
出会いのモーメントとして、治療者が真摯に人生の一部を持ち込んで、その関係性

大変、いい話ですね…。さて私自身、アメリカに行ったときのこと、そして震

の中で患者さんが変わっていったということです。
中村
そくいん

災の場面を何回も思い出しながら聞かせていただきました。
「関係性」について、被災地では日本人の惻隠の情というか思いやりの心に触れさせ
ていただいた一方、アメリカにはそういう部分がなかったと感じました。
丸田先生はマルチチャンネル・コミュニケーションという点について、日米の差をど
うお感じでしょうか？ 一つだけお聞かせください。たとえば、私自身は、アメリカの
人たちは言葉にしないとわからない、つまりバーバル （言語的）に伝えないと相手のこと
をわかろうとしないと感じた。ノンバーバルの部分をわかろうとしないのではないかと

かつてアメリカの精神科レジデントで教育を担当していたときに、
「行間を聴

感じて、帰ってきました。

丸田

け （読め）
」と言いたくなったことがあります。行間を読むような、相手の気持ちを汲む
ということが、アメリカ人のレジデントにはトレーニングになると思っています。
一方、日本人の場合は、つい感じ取ってしまい、以心伝心でわかってしまい、それ以
上は言葉にしようとしないところがあります。精神科としては、それを「言葉にする」
ことが必要と言えるでしょう。
被災地では、被災者をケアしている人に対して、被災者の心づかいの方が断然レベル
が高いと思いました。彼らは本当に気をつかって過ごしていると思います。その意味で、
誰が誰をケアしているかという点では――患者さんが医療従事者に気をつかうのと似た
ようなパターンで――被災者も、支援者を気づかっています。
いずれにしても、日本人の場合は、何となく以心伝心でわかってしまうところがある
ので、逆にそこを言葉にする訓練をしていくことが必要です。カンファレンスでも、自
分ではわかったつもりでいても、たとえば私に伝えるために「それを言葉にする」訓練
をしています。そして皆さん、どのようなケースか伝えることがとても上手になって
きています。
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医療法人秀峰会 理事長

閉会の言葉
中村 吉伸

丸田先生、ありがとうございました。
実は、丸田先生の話を聞きたいと思った最大の理由は、病棟スタッフの働きぶりを見
てのことです。丸田先生がどんなやり方で、どんな内容でスーパービジョンを行ってい
るのか誰かに確認したわけではありません。ただ、スタッフひとり一人の動き、表情、
悩み方が変わってきた。
「楽山」の 階 階ともに皆の表情がラクになってきた。物事

これまでのこと、今日のことも含めて心から感謝、御礼申し上げます。

もとても素晴らしい話でした。

丸田先生は、精神療法家、心理療法士にとって神様仏様のような方です。実際、今日

思いました。

丸田先生がとてもよい仕事をしてくださっていると思い、その秘訣をぜひ知りたいと

の捉え方が変わってきて、安心して任せられるようになってきました。

4
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―

医学博士／米国精神科専門医／メイヨー・クリニック医科大
学精神科名誉教授／慶應義塾大学医学部精神神経科客員
教授／日本精神神経学会指導医／日本精神分析学会認定
スーパーバイザー／サイコセラピープロセス研究所所長

人のこころは

複雑で豊かなもの

丸田 俊彦（まるた としひこ）

。

1971年
1976年
1977年
1979年
1980年
1982年
1986年
1993年
2004年
2004年
2005年

慶應義塾大学医学部卒業
メイヨー・クリニック医科大学精神科レジデント修了
メイヨー・クリニック医科大学精神科コンサルタント
メイヨー・クリニック医科大学精神科助教授
米国精神科専門医試験官
メイヨー・クリニック医科大学精神科准教授
メイヨー・クリニック医科大学精神科教授
慶應義塾大学医学部精神神経科客員教授
放送大学客員教授
メイヨー・クリニック医科大学精神科名誉教授
東京大学大学院人文社会系研究科客員教授

主な著書
『サイコセラピー練習帳――グレーテルの宝捜し』岩崎学術出版社 1986年
『Dr.Mへの手紙――サイコセラピー練習帳Ⅱ』岩崎学術出版社 1988年
『痛みの心理学――疾患中心から患者中心へ』中公新書 1989年
『コフート理論とその周辺――自己心理学をめぐって』岩崎学術出版社 1992年
『理論により技法はどう変わるか――自己心理学的治療の実際』岩崎学術出版社 1995年
『間主観的感性――現代精神分析の最先端』岩崎学術出版社 2002年
『間主観性の軌跡――治療プロセス理論と症例のアーティキュレーション』岩崎学術出版社 2006年
『解釈を越えて――サイコセラピーにおける治療的変化プロセス』岩崎学術出版社 2011年
このほかに論文・著書・共著・翻訳等、多数の著作がある。
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本書は医療法人秀峰会が職員の研修・研鑽を目的に
平成23（2011）年6月に開催した講演会の内容をまとめたものです。

http :// www.rakuzan.or.jp

医療法人秀峰会
心療内科病院 楽山 [らくざん]
精神科救急病院 北辰 [ほくしん]
介護老人保健施設 南面 [なんめん]
認知症専門デイケア 佳境 [かきょう]
通所リハビリテーション 福田 [ふくでん]
通所介護デイサービス 里仁 [りじん]
居宅介護支援事務所 徳風 [とくふう]

心療内科病院 楽山 [ RAK UZAN ]
〒 343 - 0851 埼玉県越谷市七左町 4 -355
4 -355 Shichizacho, Koshigaya-shi, Saitama, 343 - 0851 Japan
Tel.048 - 985 - 6666 Fax.048 - 985 - 6650 E-Mail.info@ rakuzan.or.jp

地域包括支援センター 大孝 [たいこう]
越谷南部訪問看護ステーション 好楽 [こうらく]
精神科デイナイトケア 生徳 [せいとく]
精神障害者越谷地域生活支援センター 有朋 [ゆうほう]
精神障害者グループホーム 一瓢 [いっぴょう]
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