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｢がん患者さんとそのご家族のための

ウェルネスセクション」研究会の活動

高橋 美和*，江口 恭子*，佐藤 泰子**

萩原 三義*，黒木 裕士*，齋藤 ゆみ*

1．は じ め に

｢がん患者さんとその御家族のためのウェルネスセ

クション」研究会は，2005年に患者間，患者・家族と

医療者間の交流支援，療養生活上の有用情報アクセス

への支援を通じ，患者のセルフケアやストレスコーピ

ング力，QOL と治癒力の向上を目指すもう一つの医

療支援の在り方を，高度医療の現場に提唱すべく，

ウェルネス研究会を設立した。同年，初めて本紀要

「健康科学」に研究会設立の経緯と活動組織，活動内

容，活動の展望などを報告し，以後，毎年活動を続け

2007年度の現在で第37回の研究会を開催してきたこと

になる。

主な活動としては，毎月の定例会議・学習会の他，

ウェルネスシンポジウム，クリスマス会などの催しの

実施である。この 1年は新たな躍進があった。それは

京大病院にウェルネスエリアが設置されたこと，ま

た，新たなイベントとして京都大学落語研究会の協力

を得て「ウェルネス元気寄席」が開催されるなど，

「ウェルネス」の概念を京大病院に広めたことである。

これまでの活動が徐々に発展している実感を得ること

ができた年度でもあった。研究会メンバーは，当初の

メンバーに加え，患者・市民ボランティアの新規会員

が加わり，研究会活動の輪が広がった。

今回の活動報告では，昨年に引き続き研究会活動の

概要と今後の課題やさらなる展望を述べたい。

2．「ウェルネス」研究会活動の概要

2006年は，念願だった第 1回ウェルネスシンポジウ

ムを開催し，これまでの地道な活動がようやく実を結

んだ年であった。今年度は，昨年度明らかにした課題

を基に積極的に活動した 1年であった。研究会組織と
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しては昨年同様，定例会議の中に話題提供という形で

研究会員による「がんの医療やケア，研究」に関する

テーマの講演を継続した。19年度は 6 回実施された

（表 1）。

定例会議では，年間行事の検討が中心となり，特に

大きな仕事としてウェルネスシンポジウムの開催に関

する検討が重点的に行われた。第 2回シンポジウム

は，先進医療の基幹病院の中で実現すべき新たな

ヒューマン・ケアについて患者と医療者が共に考える

場を想定し，テーマを「ヒューマン・ケアの創造∼人

の輪から生きる力を高めよう∼」と題して，ウェルネ

スの提唱活動の推進を目指した。

基調発言として， 5名のシンポジストを招いた。市

立長浜病院放射線科部長の伏木雅人先生，京都

YMCA がん患者の会主宰の中島敬泰氏，患者代表と

して病院，教育などの現場でボランティア活動に参画

されている北川博子氏，京大病院中央診療部放射線治

療部門副看護師長の尾崎幹子氏，当初シンポジストと

してお願いしていた医療法人福島医院院長の福島昌彦

先生を偲んで光森通英先生に，それぞれの立場から貴

重なご発言を頂いた。参加者は，患者，そのご家族の

方々，一般市民をはじめとし医師，看護師など医療関

係者も多数ご参加頂き，シンポジウムの内容もアン

ケート結果から判断するに，高い評価を戴けたものと

認識している。

シンポジウムの参加者 62名の性別は男性 18名

（29％），女性44名（71％）であり，アンケート回答者

数は，46名（回答率74.2％）であった。年代別では，

20歳代 8名（17％），30歳代 4名（ 9％），40歳代14名

（31％），50歳代 8名（17％），60歳代 6名（13％），70

歳代 5 名（11％），不明 1 名（ 1％）であった。シン

ポジウムの内容に関してウェルネス研究会の紹介，座

長進行，基調発言については 9割以上が良かった，大

変良かったと回答し，また，全体討論も 8割の方の評

価が高かった（表 2-1）。また，このアンケートで注

目すべきは，自由記載欄の多さと，その内容に参加者

の熱い思いが顕著なことである。内容は，概ね，○1患

者や医療者の生の声を聞いたことへの感動と参加に

よって知り得たこと，○2患者の声を聞くことによる医

療者としての新たな気づき，○3医療者との交流による
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患者の医療者への理解とそこからの共生の目覚め，○4

当研究会に対する今後の期待の大きさであった（表

2-2）。

アンケート結果から，患者の声に対して反省を含め

た医療者の率直な感想や逆に医療者への理解を深め，

「共に」という言葉が頻出した患者の記述は，「共に」

というあり方がこれまで決して自明ではなかったこと

を傍証するものであり，医療者，患者の相互的関わり

の中に「共に」良く生きることで，生きるエネルギー

を高め合うという当研究会の理念が概ね理解されたこ

とが示唆された。シンポジウムの掉尾を飾った「病気

は医療だけでは治せない，患者の力が必要なのです」

という医師の言葉とそれに共感と感動を得た患者の両

者は本シンポジウムにおいて符節を合する場に遭遇

表 1 平成19年度 ウェルネスセクション研究会活動報告

開催日 年間行事・主な議題 話題提供（担当)

第26回
2007年
4月17日

1．平成18年度活動報告書，シンポジウム報告書
2．第二回シンポジウムについて

『「苦しみの構造」解明と終末期患者のスピリ
チュアルペインへの現象学的アプローチ』
佐藤 泰子氏

第27回 5月15日
1．第二回シンポジウムについて
2．平成19年度の研究財源の確保案について

『放射線治療の100年の歩み』
光森 通英先生

第28回 6月19日 1．シンポジウムの開催について
『これからの病院∼医療人類学の立場から∼』
小林 昌廣先生

第29回 7月17日
1．シンポジウムについて
作業日程，準備について

『あなたにとってのウェルネスとは』
齋藤 ゆみ

第30回 8月27日

1．シンポジウム内容確認とアピール文
2．シンポジウムまでの作業日程
3．シンポジストと事前ミーティング
4．ポスターの制作について

第31回 9月18日 1．シンポジウムの進捗状況

第32回 10月16日 1．シンポジウムに向けての最終討議
『ストレス関連の研究からの報告』
齋藤 ゆみ

11月10日 第二回ウェルネスシンポジウム

第33回 11月13日
1．シンポジウム反省会
2．ウェルネスクリスマス会について

第34回 12月18日
1．研究会の運営・規定等について
2．平成20年度活動計画

12月21日 第三回ウェルネスクリスマス会

第35回
2008年
1月15日

1．ウェルネスクリスマスアンケート結果の評価
2．研究会会則，平成20年度役割検討
3．活動方針・年間計画検討
4．話題提供年間計画作成

第36回 2月19日

1．運営の方針
2．平成20年度年間計画案
3．「京都のがん医療を考える会」と合同会議「患者サロ
ン（仮称）」提案と検討

3月18日 第一回ウェルネス元気寄席

第37回 3月18日

1．第一回ウェルネス寄席の評価・反省等
2．平成19年度活動総括
3．平成20年度運営方針・年間計画
4．「京都のがん医療を考える会」の「患者サロン
（仮称）」の提案のその後の進展

『現代における鍼灸医療の活かし方に向けて』
萩原 三義氏

表 2-1 第二回 ウェルネスシンポジウム アンケート集計結果

第二回参加者62名，アンケート回答数46名（回答率74.2％) n（％)

質問項目 大変良かった 良かった まぁまぁ 良くなかった 無回答

施設について 13（28.3) 26（56.5) 5（10.9) 1（2.2) 1（ 2.2)

開催場所について 17（37.0) 24（52.2) 4（ 8.7) 0 1（ 2.2)

シンポジウムの時間について 15（32.6) 25（54.3) 6（13.0) 0 0

シンポジウムの内容について

○1ウェルネス研究会の紹介 21（45.7) 21（45.7) 1（ 2.2) 0 3（ 6.5)

○2座長進行 22（47.8) 20（43.5) 0 0 4（ 8.7)

○3シンポジストの基調発言 26（56.5) 14（30.4) 0 0 6（13.0)

○4全体討論 23（50.0) 8（17.3) 1（ 2.2) 0 14（30.4)

健康科学 第 5巻 2008年
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し，医療の場に相互理解と共存在という新たなパラダ

イムの構築を体験したものと考える。

さらに，シンポジウムの休憩時間には音楽セッショ

ンやティーサービスを取り入れ，楽しめるムード作り

を図り好評を得た。また，シンポジストのヒューマニ

ティあふれる話し方も「笑いが大切」との評価を高め

た。この経験が「笑い」の重要性を再確認することに

つながり，年度末の 3月にウェルネスエリアで「第 1

回ウェルネス元気寄席」を開催するきっかけになっ

た。そのアンケート調査によっても来院聴衆者からの

高い評価を得ている（表 3）。参加者の 8割以上が，

次回も参加したいと回答した。

前後するが，年末の12月には第 3回ウェルネスクリ

スマス会を開催した。今年も本研究会の学生会員を中

心に企画・運営を担い，他学部学生，他大学院生，多

くの市民ボランティアの方々のご協力を得て合唱，演

奏などの余興を楽しんだ。当日は入院中の患者さんや

外来通院中の患者さんなど沢山の方々が参加され，昨

年同様，高い評価を得た。

最後に，2006年はウェルネス研究会代表の齋藤が病

院のウェルネスワーキングのメンバーとして，病院玄

関の「ウェルネスエリア」設置に向けた動きに参画

し，2007年10月にウェルネスエリアが完成したことは

「病院での患者さんのウェルネス環境」が一歩前進し

たと考えている。

3．「ウェルネス」研究会の今後の課題と展望

2007年度は第 2回ウェルネスシンポジウムの成功を

収め，さらに，新たなウェルネス支援として「元気寄

席」を開催したことで，ウェルネス研究会活動の有用

情報検討・交流支援検討部門での活動を，充実させて

きている。今後の課題は，研究会メンバーのさらなる

拡大と相談検討・教育プログラム検討を中心にした活

動の現実化である。

元々，研究会発足の始まりは，患者さんの心の癒し

が得られるような場所が必要と考え，そのような全人

的医療を補完する場としての「ウェルネスセクショ

ン」に関する研究会が立ち上がった。大学病院という

硬いイメージの場を笑いや音楽でその硬さを払拭し，

支援と交流を促進することによって来院者が「生きる

力（自己治癒力）」を高め，患者・ご家族の QOL が

向上することを今後もさらに推進していくつもりであ

る。

表 2-2

【自由記載欄】

シンポジウムの内容についてのご意見・ご感想

○1 シンポジウム参加により，患者や医療者の生の声を聞いた感動と知り得たこと

｢情報，サポートの大切さを知った」

｢患者同士で痛みを分かち合う，伝え合い前向きに行動されているお話は本当に伝わってくるものがある」

｢生きる意欲がフツフツと湧いてきた」

○2 患者の声を聞くことによる医療者としての新たな気づき

｢患者の精神的不安は患者同士の交流，経験を聴くことで和らげられることがわかった」

｢交流によって患者の孤独からの解放を助けることもケアだと思う」

｢日ごろの看護のなかで思い込みなどで見落としてしまう患者の心の訴え，自分の姿勢について反省する機会となった」

○3 医療者との交流による患者の医療者への理解とそこからの共生の目覚め

｢病気を治したいという医師の言葉が心に響いた」

｢医療者と患者との交流が持てて互いの立場が分かり合える機会だった」

｢病に対し共に治していける患者になりたいと思った」

｢医療だけでは病気は治らない，たくさんの医療者が考えてくれていることを知り心強く感じた」

○4 当研究会に対する今後の期待の大きさ

｢今後も継続することを切に願う」

｢患者にこのような機会が与えられていることを他にも伝えたい」

｢患者，医療者が 1つになって何かしたい」「がん医療の情報，体験談の情報ほしい」

表 3 第一回ウェルネス元気寄席 アンケート集計結果

アンケート回答数51名（男性17名，女性34名) n（％)

質問項目 入院患者 外来患者 患者家族 病院職員 その他

参加者属性 8（15.7) 22（43.1) 10（19.6) 5（9.8) 4（ 7.8)

質問項目 面白かった 普 通 つまらなかった 無回答

元気寄席について 34（66.7) 8（15.7) 0 9（17.6)
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