とやま保険医新聞

第３９４号

自分らしく生きるための処方箋
第 11 回女性部企画（７月９日）特別講演から
協 会 は ７ 月 ９ 日、 第 回 女
性部企画を開催しました。
今号では、「自分らしく生き
るための処方箋」のテーマで
お話いただいた香山リカ先生
の講演内容を掲載します。
（文責：編集部）
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精神科医、立教大学現代心理学部教授



香山

リカ 氏

「手に職を」と言われ、進学した
医学部
よく「どうして医者になったので
すか」
「どうして精神科を選んだの
ですか」と聞かれますが、人に話せ
るような立派な理由はありません。
元々医学部は目指しておらず、同じ
理系でも理学部に行き、漠然と研究
者になりたかったのです。
昔から人付き合いが苦手だと思っ
ていたので、天気・天文・地質に関
わる研究をしたいと思っていまし
た。ある大学の理学部を受験しまし
たが、落ちてしまい一浪することに
なりました。母はとても現実的な人
で「女性は手に職をつけなければい
けない」と言われ、何か免許が取れ
る大学に行かなくてはならないとい
う雰囲気になりました。そのような
中で、
東京医科大学に合格しました。
医学部に入学したものの、周りは
医学部に来たくて来た前向きな人が
多く、私はその空気に付いて行けま
せんでした。しかし、大学を辞めて
自分の力でバイトをしてでもやりた
いことをする根性もありません。そ
のような大学生活を送りつつ、読ん
でいた雑誌の編集のお手伝いをした
り、編集の真似事をしたりする二重
生活を送っていました。

精神科医を選んだ経緯
医学の勉強を続けていれば興味も
出てくるだろうと思っていました
が、興味を持てず、できないことば
かりでした。卒業後は医局に入らな
くてはいけませんが、私は一向に何
がやりたいのか決まりません。
実習では様々な診療科に行きまし
たが、どの診療科の先生も「ここの
診療科はこういったところがいいん
だ」と、とても自信満々に話されま
す。そのような自信に満ちた姿は私
にはとても輝いて見える一方、ここ
にはいられないと思いました。
しかし、精神科だけは空気が違い
ました。精神科の教授から「今日か
ら精神科の実習が始まりますが、精
神科医になりたい人はいませんよ
ね。みなさん実習の間はゆっくりし
ていってください」
と言われました。
すごく自嘲的で、今までの「自分の
科こそ！」という雰囲気と違ってい
て、止まり木のようにここなら身を
寄せられると思いました。
精神科がいいなと思うとやる気が
でてきて、夏休みには現在の国立精
神・神経医療研究センターに学生実
習に行きました。戦前からある病院
で、私が実習に行ったときはすでに
戦後 30 年が経過していましたが、
軍隊にいて不調になった方、戦争で

統合失調症を発病した方も入院して
いました。今であれば、発病しても
初期治療でかなりの方が社会復帰で
きますが、高齢の患者の方も多かっ
たです。
私は慢性化した方々が入院してい
る病棟にいましたが、声をかけても
みなさんボーっと座っているだけで
す。しかし、実習が終わる頃にベッ
ドにずっと座っている方に声をかけ
ようとすると、
何か書いていました。
病棟日誌を書いていたのです。
「夜
勤は○○さん。点滴をした」と書い
てありました。ベッドから動いてい
ないし、周りに関心を持っているよ
うにも思えなかったのでびっくりし
ました。人間の奥深さに気付き、不
謹慎ですが、面白いと思いました。

「 あ り が と う 」 と 言 わ れ た く て、
頑張り過ぎた研修医時代
研修医時代は思いのほか楽しかっ
たです。なぜかというと、私は自分
がダメな人間だなと思っていまし
た。行きたい大学には行けない、神
様に見捨てられたと思っていまし
た。ところが医師になると、患者さ
んはこんな私にも感謝してくれまし
た。今まで親に「成績が悪くてごめ
んなさい」
と謝るばかりだったのに、
感謝されることで自分の乾ききった
心に「ありがとう」という言葉が降
り注いできました。
当時は、もっとありがとうと言っ
てほしい「ありがとう中毒」のよう
になっていました。定時を過ぎても
病院に残り、御用聞きのように病棟
を回っていました。しかし、そうこ
うしているとちょっとしたミスが多
くなり、感が鈍ってきました。患者
さんの処方の計画が上手くいかなく
なり、これはまずいと思いました。
そのとき、自分で頑張り過ぎてい
るのではないか、疲れ過ぎているの
ではないかと思いました。医師の仕
事は、もちろん訴訟のようなリスク
もありますが、直接感謝の言葉を言
っていただける、代えがたい仕事だ
と思います。ただ、真面目な人ほど
もっとしてあげたいと思うようにな
ります。そういう気持ちから、知ら
ない間に燃え尽きる、気持ちが擦り
減ってしまう人もいます。

患者さんと距離を置くということ
精神科医は患者さんと距離を置く
ことが大切、と折に触れて先輩から
教えられます。距離が近づき過ぎる
と巻き込まれる、あるいは共倒れし
てしまいます。私たち精神科医は努
めて感情的に距離を置かなくてはい
けません。
精神科医は、患者さんとは「構造

２０１７年９月１５日（6）

化」といって、決まった構造の中で
しか会わない。診療室でなるべく決
まった曜日・時間に会います。患者
さんに決まった時間に診療室に来て
もらうことで、私は医師であなたは
患者という立場ができます。治療関
係がはっきりした中で診察しないと
距離が近くなり過ぎてしまいます。
東日本大震災のときも、被災者の
支援をしている自治体職員やボラン
ティアの方が、自身は被災していな
いのに、つらい話を聞いていると自
分までダメージを受けたように泣い
たり、心が張り裂けそうになって何
カ月も調子が悪いという例がありま
した。このことを「共感疲労」と言
いますが、これは福祉の現場でもあ
ります。児童養護施設で働く職員が
施設にいる子どもに共感し過ぎて、
知らない間に自分が燃え尽きてしま
う。また、逆にイライラしてきて、
子どもに暴力をふるってしまう場合
もあります。
みなさんも、この共感疲労という
状態になっていることがあるのでは
ないかと思います。そういう時は、
第三者の視点で「私は今この人にす
ごい共感しているな」
「私も同じよ
うに痛みを感じ過ぎているな」と、
自分を客観的に見るだけでもだいぶ
違うと言われています。
この人を何とか助けてあげたい、
この人のためにもっと何かしてあげ
たいと一生懸命な時は、なかなか一
歩引いてみることはできないと思い
ます。共感するのをやめろ、という
わけではありません。しかし、患者
さんの身になり過ぎてしまう…患者
さんからするとすごくいい先生です
が、そのような状態が続くと自分が
擦り減ってしまい、正しい判断がで
きなくなる、疲れ過ぎて家族にあた
ってしまうという状況に陥ってしま
います。
自分自身が健康に仕事を続けてい
くためにも、第三者の視点、自分と
患者さんとの距離がどれぐらいなの
かを見る目を持っていただければと
思います。

１年間、総合診療科を勉強中
立教大学に務めて 10 年目になり
ます。今年１年間、授業を外れて研
究休暇を取るようにと言われまし
た。大体の方は海外で研究活動を行
いますが、
私は外来診療もあるので、
海外研究は無理です。そこで、ある
医療施設の総合診療科で勉強させて
もらっています。
精神科医をずっとしていると、精
神科に来る患者さんは全員精神疾患
に見えます。そういう疾患があるの
だろうと見てしまいます。典型的な
例ですが、女性で甲状腺に問題があ
り機能が低下している方はうつ病に
見えてしまいます。うつ病かもしれ
ないと自己診断で受診する方がいる
と、そうかなと思って診断してしま
います。そういう意味でも、総合診
療科で勉強をしたいと思いました。
当たり前のことですが、心と体は
裏表だと思います。精神疾患の裏を
覗くと、身体疾患が隠れているこ
ともあります。逆に、身体的な
訴えで身体に関する診療科で検
査や診察をすると、メンタルな
問題が隠れていることもありま
す。

います。話を聞くとか心の中を探る
といったイメージがあるかもしれま
せんが、最近は認知行動療法といっ
て、心の中には立ち入らない、行動
計画を立てていくという方向にトレ
ンドが来ています。また、マインド
フルネスといった、心を無にする瞑
想ではなく、いま起きていることす
べてに気付いていくという瞑想がト
レンドになっています。これも個人
の問題には立ち入らない療法です。
一方で、精神分析のように、個人
の内面を深く掘り下げていくことが
重要だと言う方もいるので、今後も
トレンドが変わっていくかもしれま
せん。最近のトレンドは人を病とし
てみるのではなく、予後を考えて、
健全さの部分に働き掛けていくこと
が流行しています。
小説家で精神科医の帚木蓬生（は
はきぎ・ほうせい）さんという方が、
『ネガティブ・ケイパビリディ』と
いう本を出されました。ネガティブ
なことを避けるのではなく、受け入
れていくことがその人を成長させて
いくということです。
「ポスト・ト
ラウマティック・グロース（外傷後
成長）
」という言葉があります。つ
まり転んでもただでは起きないとい
うことです。あの時があったから今
がある、みなさんの生活や人生の中
にいくらでもあると思います。あえ
て英語にしなくても、
「転んでもた
だでは起きない」
「雨降って地固ま
る」
、そういうことだと思います。
トレンドによって治療の流れが変わ
っていくので、精神科は変わった診
療科だなとつくづく思います。

「頑張っているな」と思うときに
はすでにオーバーワーク
医師の方は、私の仕事は恵まれて
いるな、この仕事で良かったなと肯
定的に思っている方が多いと思いま
す。スタートは、小さいときから目
指していた、親の跡を継がなければ
いけなかった、私のようにやりたい
仕事ができなくてなった…色々ある
としても、今続けておられるみなさ
んは、この仕事で良かったなと思っ
ておられると思いますし、私も間違
いではなかったと思っています。
ただ、この仕事ならではの大変さ
もあります。何でもやり過ぎてしま
ったり、24 時間医師の顔をしなけ
ればいけなかったり、ストレスも多
くあると思います。
「最近少し怠け
過ぎているのかな」
「もっと出来る
のに、これでいいのかな」と思うと
きは、かなり頑張っていると思いま
す。
「私、最近頑張っているな」と
いうときは、すでにオーバーワーク
だと思います。
医師は、患者さんがいますから、
自分で裁量できる仕事ではありませ
ん。しかし、何とか自分で自分を大
切にしながら、また、知らない間に
ストレスを溜めて、そのストレスを
家族に向けてしまわないように、自
分も家族も大切にしながら長く仕事
を続けていくことができればよいと
思います。
（了）

精神科は少し変わった診療科
精神医学は他の診療科の先生
方から見ると、どう見えている
のかな？ と思っています。精
神科はトレンドがある科だと思

会場のホテルグランテラス富山 ３Ｆ・清風

