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は　じ　め　に
　心理職が活躍することが期待される領域の 1つ
に医療があるが，そのなかでがん医療は法律に基
づき，行政主導で推進されている．「がんと診断さ
れたときから緩和ケアを実施する」ことが重点課
題の 1つとして掲げられ，心理的介入のニーズは
大きい．がん医療の領域における精神医学と心理
学の協働について，現状と考察をまとめた．

Ⅰ．がんの医療体制とがん対策推進基本計画
　がん治療は大きく進歩し，最新のがんの統計で
はがんと診断された人の 5年相対生存率は男女計
で 62.1％というデータがある一方で，がんは 1981
年以降日本人の死因の第 1位であり，総死亡の約
30％を占めている11）．このような国民にとって大
きなインパクトをもつ病気であることから，2006
年にがん対策基本法が制定された．翌2007年には
基本法に基づくがん対策推進基本計画が策定さ
れ，国が主導する形でがん対策が推進されてき
た．第 2期がん対策推進基本計画（表 1）の重点
課題のなかで，心理職と精神科医が協働するの

は，「2．がんと診断されたときからの緩和ケアの
推進」である．緩和ケアとは，生命を脅かす疾患
による問題に直面している患者とその家族に対し
て，痛みやその他の身体的問題，心理社会的問題，
スピリチュアルな問題を早期に発見し，的確なア
セスメントと対処を行うことによって苦しみを予
防したり和らげることで，QOLを改善するアプ
ローチである．
　がん対策推進基本計画に則り，全国に約 400ヵ
所あるがん診療連携拠点病院には精神科医が参画
する緩和ケアチームの設置が義務づけられ，緩和
ケアチームに協力する医療心理に携わるものが 1
名以上配置されることが求められている．また，
当該医療心理に携わる者は公益財団法人日本臨床
心理士資格認定協会が認定する臨床心理士である
ことが望ましいことが明記されている．
　がんという病気の特性から患者は死を意識する
が，実は精神科医は「死」にまつわる問題を扱う
ことは必ずしも得意でない．岡島は17），精神科医
が「死」にまつわる問題を扱うことが難しい理由
を 5つ挙げているが（表 2），そのなかでも，①精
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神病理の水準が重くない患者が多いこと，②主観
的な体験を重視するトレーニングを積んでいない
こと，については心理職は比較的得意とする部分
であるだろうから，お互いの長所を生かして協働
することには大いに意義があることだと感じる．

Ⅱ．精神医学的問題，心理社会的問題に対する 
精神科医と心理職の協働

　がん患者において，抑うつを主徴とするうつ病
および適応障害は，最も高頻度で合併する精神症
状である．がん患者は，検診でのがんの疑いには
じまり，検査，診断，再発，積極的抗がん治療中
止など，さまざまな悪い知らせにさらされること
となる．その都度患者は大きな心理的衝撃を受
け，うつ病や適応障害などの臨床的介入を要する
精神症状を呈することも稀ではない．
　Derogatis, L. R. らは，アメリカの 3つのがんセ
ンターにおいて無作為に抽出した 215名のがん患
者を対象にDSM‒Ⅲに基づいた精神医学的診断面
接を行っている．その結果，うつ病が全体の 6％，
適応障害が 32％に認められ，かなりの割合のがん
患者が臨床的介入を要する病的な抑うつ状態を呈

していることが示されている6）．わが国のがん患
者についても，国立がん研究センターの患者を対
象に有病率調査が行われており，癌腫や病期に
よっても異なるが，うつ病は 3～12％，適応障害
は 4～35％に認められている1,2,12,14,18,21）．うつ病や
適応障害は，それ自体が強い苦痛を伴うが，がん
患者の自殺8），全般的 QOLの低下7），抗がん治療
のコンプライアンス低下5），入院期間の長期化19），
家族の心理的苦痛4）などとも関連することが明ら
かにされており（表 3），さまざまな負の影響をき
たす．
　うつ病，適応障害の危険因子として抽出されて
いるものを表4にまとめる．医学的要因としては，
早期がんよりは進行・再発がんにおいて有病率が
高い12）．また，痛みなどの身体症状1）や身体活動
度の低下2），化学療法や放射線療法などの治療に
伴うストレス3）も危険因子となりうる．個人・社
会的要因としては，がん年齢における相対的若年
者1），神経質な性格13），うつ病などの精神疾患の
既往21），社会的サポートの欠如1），教育歴が短
い21）ことなどが危険因子として挙げられている．
ただし，疫学調査において，これらの要因の寄与
する程度としてはそれほど大きくないため，ある
特徴のある集団にうつ病・適応障害が集中するわ
けではない．
　このようにがん患者の精神症状は身体的苦痛・
社会的苦痛・実存的苦痛と関連していることが先
行研究より示されているため（図 1），うつ病・適
応障害の関連要因として，身体症状である疼痛や
倦怠感，社会的問題として経済的困窮や孤独，実

表 1　第 2期がん対策推進基本計画

基本方針

・がん患者を含めた国民の視点に立ったがん対策の実施
・ 重点的に取り組むべき課題を定めた総合的かつ計画的
な対策
・目標とその達成時期の考え方

重点的に取り組むべき課題

 1 ． 放射線・化学・手術療法のさらなる充実と医療従事
者の育成

 2 ．がんと診断されたときからの緩和ケアの推進
 3 ．がん登録の推進
 4 ．働く世代や小児へのがん対策の充実

全体目標

 1 ．がんによる死亡者の 20％減少
 2 ． がん患者とその家族の苦痛の軽減と生活の質の維持
向上

 3 ．がんになっても安心して暮らせる社会の構築

がん対策基本法に基づき政府が策定する計画で，第 2期
は 2012～2016年．

表 2　 死にゆく患者へのアプローチが精神科医に難しい
理由

 1 ．精神病理の水準が重くない患者が多いこと
 2 ． 主観的な体験を重視するトレーニングを積んでいな
いこと

 3 ． 実存的な問題（生きる意味の喪失）への対応が求め
られること

 4 ．身体的苦痛と不可分であること
 5 ．家族の精神的問題

（文献 17をもとに著者作成）
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存的苦痛として捉えられる生きる意味，目的，希
望の喪失が挙げられている．精神症状のみに焦点
を絞ってもうまくいかないことが多く，患者の苦
痛を包括的，全人的に捉えて，身体症状の緩和や，
社会的な問題の対処を並行して行う姿勢が必要と
なる．多面的な苦痛をもった患者については，さ
まざまな専門技術をもった多職種が介入すること
が望ましい場合もある．
　多職種が介入する場合，かかわる医療者の数が
増えれば増えるほど，情報共有や共通のゴール設
定を意識して行うことが重要となる．情報共有が
なされないと，患者は異なる医療者に繰り返し同
じような質問を受け，辟易とするだろう．また，
医療者が別々の目的意識をもって介入を行うこと
も有害である．医療者間で，情報を共有し，共通
したゴール設定を行うことが必要となる．時に複
雑なケースの場合，関係者が集まってカンファレ
ンスを開くことも必要となる．
　一方で，チーム医療に参加する心理職も困難を
感じている．Iwamitsu, Y. ら9）は，がん診療連携

拠点病院，臨床研修指定病院，および大学病院の
がん領域に携わる心理職を対象に，心理職が感じ
る困難感について質的に検討した．その結果，が
ん医療に携わる心理職は，他職種とのコミュニ
ケーション不足や他職種との情報交換の難しさと
いった「他職種との連携」，心理的援助方法の習得
不足，精神医学の知識不足やがんの知識不足と
いった「心理職としての専門的援助」，心理職とし
ての専門性の不明確さといった「心理職の役割と
専門性」，孤独・不安，葛藤などの「心理職のスト
レス」などについて困難を感じていることが明ら
かになった．
　以上より，チーム医療の心理職の教育カリキュ
ラムでは，①（がん）医療に携わる心理職として
の役割や専門性を明確化でき，②他職種を理解
し，他職種との協働を円滑に行うスキルをもち，
③（がん）患者や家族に対する心理的援助を実践
できるための知識とスキルをもつことを目的とし
た，教育カリキュラム作りが望まれる．さらには，
同じ領域の心理職同士の交流も重要なことであろ
う．しかし，医療，特にがん医療における心理職
に対するこれらの課題や他職種からの要望は，す
ぐに習得・改善できることではない．その専門性

図1　がん患者に合併するうつ病・適応障害の特徴
身体・社会・実存的要因が関連する．

うつ病・適応障害

身体機能低下

身体症状
（痛み・倦怠感）

ソーシャル
サポート低下

実存的問題

表 3　うつ病・適応障害による負の影響

・自殺の最大の原因
・QOLの全般的低下
・治療コンプライアンスの低下
・入院期間の延長
・家族の精神的負担増大

表 4　うつ病・適応障害の危険因子

医学的要因

・進行・再発がん
・痛みなどの身体症状の不十分なコントロール
・低い PS（パフォーマンスステータス）
・化学療法・放射線療法など治療に伴うストレス

個人・社会的要因

・（相対的）若年者
・神経質な性格
・うつ病などの精神疾患の既往
・社会的サポートが乏しい（独居など）
・教育歴が短い
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を高めるためには，卒後教育の充実化はもちろん
であるが，心理臨床経験などを通した日々の自己
研鑽の積み重ねも重要である．

Ⅲ．がん医療における心理職教育
　前述のようにチーム医療のなかで心理職も困難
を感じることが多く，日本サイコオンコロジー学
会では，がん医療に携わる心理職が自身の専門性
を十分発揮できるための基礎作りとして，心理職
対象の研修会を 2007年より開始した．
　その後2014年に，がん対策推進基本計画におい
て，「専門的な緩和ケアの質の向上のため，がん診
療連携拠点病院を中心に，精神腫瘍医をはじめ，
がん看護の専門看護師・認定看護師，社会福祉
士，臨床心理士等の適正配置を図り，緩和ケア
チームや緩和ケア外来の診療機能の向上を図る」
ことが盛り込まれた．このような背景のなか，日
本サイコオンコロジー学会の心理士教育プログラ
ム・資格検討委員会では，がん医療の心理職の必
要なスキルを明確化し，教育目標およびカリキュ
ラムを設定し，ステップアップ方式による教育カ
リキュラムを作成することにした．
　がん医療に携わる心理職の教育体制の充実を図
るため，がん医療の経験や知識のある心理職，精
神科医，心療内科医が集まり，KJ法などを用いて
スキル内容をカテゴリー化した．その結果，「がん
医療における心理に関する専門家として現場で責
任をもって仕事ができる」ことを目標に，「準備が
できる」　「情報収集ができる」　「アセスメントがで
きる」　「情報共有ができる」　「がん心理介入ができ
る」　「広報活動ができる」　「がん心理活動の計画を
立てられる」といった 7つのコアスキルを主軸と
した教育カリキュラムを作成した．これら 7つの
コアスキルをもとに，2013年より順に，対象と目
的の異なる 3つのコース（スタンダード，アドバ
ンスⅠ，アドバンスⅡ）を設けた（図 2）．受講者
は，ステップアップ方式で 1つずつ受講し，皆と
交流しながら，スキルアップしていく．
　がん医療に関心のある（初学者を含む幅広い層）
心理職を対象としたスタンダードコースでは，医

療現場で働くための基礎知識や精神心理的なアセ
スメント，さらにはがん医療で働く心理職として
最低限必要な心理スキルについて，講義やグルー
プワークを通して学び，互いの経験を共有するこ
とを目的としている．スタンダードコースの修了
者を対象としたアドバンスコースⅠでは，他職種
との情報共有や，実際の心理介入に焦点をあて，
架空の症例についてグループワークとミニレク
チャーから学んでいく．アドバンスコースⅠの修
了者を対象としたアドバンスコースⅡでは，がん
医療における心理職の役割を明確にし，他職種に
説明することができるよう，心理活動の計画立案
や広報活動に関するスキルに焦点をあて，架空の
症例についてグループワークとミニレクチャーか
ら学んでいく．特徴としては，アドバンスコース
ⅠとⅡは少人数による事例と講義を取り入れたグ
ループワークとなっており，がん医療における包
括的アセスメントの習得を目標の1つとしている．
　また，がん治療におけるチーム医療には，それ
ぞれの領域の専門化を推進させるだけでなく，細
分化することによって失われた全体を見渡す視点
（包括的アセスメント）を取り戻すことが期待され
ている．すなわち，特殊化，専門分化が進んだ医
療体制ではなく，患者を取り巻く問題を複数の視
点から検討し，患者全体を俯瞰する視点を回復さ
せることを重視している16）．重要なポイントは，
この包括的アセスメントをがん医療に携わるすべ
ての医療者が行うことであり，このアセスメント
の実施は多職種間協働には必須条件であると考え
られる．また，がん患者の精神症状は，身体的苦
痛・社会的苦痛・実存的苦痛と関連していること
から，多職種チームが連携し，症状緩和にあたる
ことが望ましく20），この点からも，すべての職種
が包括的アセスメントを実施することが重要であ
る．包括的アセスメントの具体的な方法について
は紙面の都合上ここでは説明しないが，患者が心
理的苦痛を訴えたとしても，特にがん医療におい
ては，必ずしもその原因が精神症状や心理的問題
とは限らないことを踏まえ，その苦痛の内容や原
因などを，身体的，精神的，社会的，心理的，実



918 精神経誌（2018）120巻 10号

新興医学／精神雑誌 120巻 10号　　清水論文　　再校　　2018年 10月 3日　　918頁

存的の順にアセスメントし，適切に対応・治療し
ていくことになる．
　この教育カリキュラムは，これまで適宜修正を
加え，よりよい研修を提供できるよう心がけてき
た．また，心理職だけではなく，他職種のアドバ
イスも受け，教育カリキュラムを作成している．
一方，この一連の研修内容は，あくまでもがん医
療に携わる心理職のミニマムエッセンスであり，
スタート地点である．例えば，がん医療に特化し
た具体的な心理療法などは研修内容に含まれてい
ないため，今後もその点について検討する必要が
ある．また，実際のがん医療の現場で実習を受け
ることができるよう，教育体制の充実化も望まれ
る10）．

お　わ　り　に
　本稿で述べた通り，がん医療においては心理職
への期待が大きいが，まだ十分な協働に至ってい
ない部分もあり，現在さまざまな取り組みがなさ
れている．わが国の医療における最も大きな課題
であるがん対策において，精神医学と心理学が協
働するモデルを確立することは，他の領域への波

及効果も期待され，今後の発展が期待される．
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Collaboration of Psychiatry and Psychology in Clinical Oncology

Ken SHIMIZU1）, Yuko YANAI1）, Yoshinori ITO2）, Yumi IWAMITSU3）

1）Psycho‒oncology Division, National Cancer Center Hospital
2）Division of Psycho‒oncology and Palliative Care, Nagoya City University Hospital
3）Department of Medical Psychology, Graduate School of Medical Sciences, Kitasato University

　　Clinical oncology practice is set forward based on cancer control act in Japan, and intro-
ducing palliative care for all patients when they are diagnosed with cancer is one of the impor-
tant agenda and psychological care is needed. Collaboration of psychologists and psychiatrists 
are desirable but there are many obstacles for psychologists to work in a multidisciplinary 
medical team. To address this problem, Japanese psycho‒oncology society provides educational 
program for psychologists who work in clinical oncology practice.
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