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１．アンケートの概要 ― P3

２．回答者の概要 ー P4

３．アンケートの結果 ― P5

（１）わかってもらえない・伝わらない ― P6

• 患者または医療者に「わかってもらえなかった」「うまく伝わらなかった」と感じたことはありますか？

（２）わからない・理解できない ― P11

• 患者からのお話または医療者の説明で「よくわからなかった」「理解できなかった」ことはありますか？

（３）嬉しかった・支えになった ― P15

• 患者または医療者からの言葉や対応で「嬉しかった」「支えになった」ものはありますか？

（４）嫌だった・辛かった ― P21

• 患者または医療者からの言葉や対応で「嫌だった」「辛かった」ものはありますか？

（５）コミュニケーションの工夫 ― P26

• 患者または医療者とのコミュニケーションにおいて工夫したことはありますか？

（６）コミュニケーションの失敗 ― P31

• 患者または医療者とのコミュニケーションにおいて失敗したことはありますか？

（７）医療者の大変さ ― P36

• 患者とのコミュニケーションにおいて立場上、「本音とは違う」ことを言わなければならなかったり、
対応しなければならないことはありますか？

• 医療者とのコミュニケーションにおいて、「医療者も大変だなあ」「立場上そう言わざるを得ないよなあ」
と感じたことはありますか？

（８）意識や行動の変化 ― P41

• 患者または医療者からの言動で、あなた自身に意識や行動に変化がありましたか？

（９）患者と医療者とのコミュニケーション ― P46

• 患者と医療者とのコミュニケーションについて、これまでの設問で伝えきれなかったことがございましたら、
是非お教えください

４．まとめ ― P49

Ｉｎｄｅｘ
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（１）主旨

いつの時代も難しい医療者と患者の関係。すれ違いがお互いの不信感やあきらめに
つながることも…。両者が納得して、患者の人生に寄り添う最良の治療を実現する
ためにはどうすれば良いのか。

医療者・患者のご意見を収集し、今後のよりよい関係を築くための基礎資料とする。

（２）回答方法

WEBアンケート（SNS、メールで回答を募集）

（３）回答期間

2018年9月25日～10月14日

（４）回答数

患者：２２８件、医療者：８８件

１．アンケートの概要
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２．回答者の概要

医療者 患者

【性別】

【医療者種類】

【年齢】

【性別】

【年齢】

【罹患年齢】

4



３．アンケートの結果
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（１）わかってもらえない・伝わらない
• 「わかってもらえなかった」「うまく伝わらなかった」と感じたことは、「よくあった」「ときどきあった」をあわせて、
医療者は64.7％、患者は57.9％。

• 医療者、患者ともに、約60％の人が「わかってもらえなかった」「うまく伝わらなかった」と感じたことがある。

• 患者が「わかってもらえなかった」「うまく伝わらなかった」と感じた相手（医療者）は、「医師」が最も多い。
「医師+看護師+その他」、「医師+その他」を含むと90％以上を占める。

医療者 患者

対応した医療者

計 医師

医師+看

護師+その

他

医師+その

他（看護

師除く）

看護師

(看護師

+その他を

含む）

その他 無回答

計 228 84 39 9 7 3 86

100.0% 36.8% 17.1% 3.9% 3.1% 1.3% 37.7%

よくあった 40 25 10 4 1 0 0

100.0% 62.5% 25.0% 10.0% 2.5% 0.0% 0.0%

ときどきあった 92 53 26 5 5 3 0

100.0% 57.6% 28.3% 5.4% 5.4% 3.3% 0.0%

ほとんどなかった 96 6 3 0 1 0 86

100.0% 6.3% 3.1% 0.0% 1.0% 0.0% 89.6%

医療者別

計 よくあった
ときどきあっ

た

ほとんどな

かった

医師 58 6 29 23

100.0% 10.3% 50.0% 39.7%

看護師(*1) 19 2 13 4

100.0% 10.5% 68.4% 21.1%

ソーシャルワーカー 2 1 1 0

100.0% 50.0% 50.0% 0.0%

薬剤師 4 0 1 3

100.0% 0.0% 25.0% 75.0%

その他 5 0 4 1

100.0% 0.0% 80.0% 20.0%

*1　准看護師　含む
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質問：患者または医療者に「わかってもらえなかった」
「うまく伝わらなかった」と感じたことはありますか？



（１）わかってもらえない・伝わらない

• 「わかってもらえなかった」「うまく伝わらなかった」と感じた具体
的な内容は、医療者は「事実を正しく受け入れてもらえない」
「都合のいいように解釈される」が多い。

• 一方、患者は、「不安や辛さが伝わらず、結果納得した対応が
してもらえない」「話を聞いてもらえない」「説明不足」などが多
い。また、「辛さや痛みなどの症状をうまく説明できない」と、患
者側からの伝達のむずかしさも挙げられている。

患者

医療者

質問：患者または医療者に「わかってもらえなかった」
「うまく伝わらなかった」と感じたことはありますか？

全体で２件以上の回答があった内容を抜粋してグラフ化
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（１）わかってもらえない・伝わらない
回答の抜粋

医療者

事実を正
しく受け入
れてもら
えない

• ①患者さんの中には他人の言うことを全く聞かない人がいるた
め、間違った考えや行動を修正して差し上げることが出来な
かった。②常に誰かのせいにして、自分の生活習慣であることを
絶対に認めない。③常に被害者意識で、自分の病気を自分で
も治そうという自覚がなく、節制を全く心掛けない。注意しても
「薬で何とか」などの返事しか返ってこない。（その他）

• 楽観的過ぎたり、そう思いたいと思って事実を落とし込めていな
かったり、悲観的になりすぎて事実を受け止めきれなかったり、
学習能力が低い事や医療知識への関心のなさからくる事実を
理解しきれない場面がよくあります。
８割ぐらいの患者さんは説明直後は理解しきれていない印象
があります。
対応方法としては必ず患者さんの理解状況を確認する。心や
理解状況に合わせて再度説明をしています。医師らとも情報共
有をはかり今後の対応方法も考えるようにしています。
心の底で理解出来る状況になるには入院中では厳しいと思っ
てます。通院中になっても長期スパンでフォローは必要と思って
ます。（看護師）

• 患者が病気を否定したい時に病状の深刻さを説明しても否定
的に受けとられる。（医師）

• （余命が少ないので）何を大切にするか聞いたが質問の意図が
伝わらなかった。生きること＝治療以外に大切なものはない（す
べて捨ててここまで来た）ひとだった・・。生きるため死なないた
めに必死のひとには「どうあっても死ぬ」こと前提の話は困難。
私自身死ぬときはそうなるかも。嘘でもいいから死なないと言っ
てほしい気もします。（医師）

• 悪い知らせを伝える時（がんの診断、治療の中止）、緩和ケアを
伝える時など。良くならない、治らないという現実を、患者さんの
心情に配慮してどう伝えるか難しいなと思います。ふわっと伝え
ると、伝わってなかった！ということがあります。また、ホスピス緩
和ケア病棟への入院を紹介する際、メリットを伝えたと思っても、
うまく伝わらないことがあります（見捨てられた、死を待つだけ
等）。（看護師）

• がんなのに完治すると信じて疑わない。バットニュースを伝えて
も認めようとしない。進行がんで手術できないのは病状のためな
のに手術を選択しない事をあたかもヤブ医者のように避難する
などなど（医師）

医療者

都合のい
いように解
釈される

• いくつかの可能性について説明したのに、都合のいいことしか、
覚えてなかった。（医師）

• 説明しても御自身の都合のいいように解釈して理解される。（医
師）

患者のた
めを思っ
て対応す
るが、
「見放さ
れた」と
勘違いさ
れる

• 病院の機能上、他の医療機関へ転院して貰わざるを得ない場
合、ほぼ『医者に見放された。』と発言される。（ソーシャルワー
カー）

過度に悲
観、過度
に楽観さ
れる

• 病気の深刻度がうまく伝わらない。早期ガンなのに過度に深刻
に捉えたり、逆に進行癌なのに軽視されたり。（医師）

その他 • 高額な免疫療法を選択しようとしている患者さんに、あまり勧め
られないと説明したが、受け入れてもらえなかった。（看護師）

• 抗がん剤は、しんどいだけで効果はないと思い込んでいて、化
学療法の有効性が伝わらない。（医師）

• 最期まで同じ病院で観てもらえないこと。（いわゆる退院支援を
しないといけないこと） 急性期病院という意味が理解してもらえ
ない。がんを観ていく上での役割分担であり国策であり仕方のな
い次元であること、最初から最期まで一つの病院施設でがん患
者を観ることができる病院は稀有であり、そういう患者さんである
ことのほうが稀であること。家族は結構理解してくれるが本人は
やはり愛着のある担当医やその病棟のスタッフを信頼してくれて
心のよりどころとしているケースがやはり多いため前述のようなこ
とが発生する。（医師）
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質問：患者または医療者に「わかってもらえなかった」
「うまく伝わらなかった」と感じたことはありますか？



（１）わかってもらえない・伝わらない
回答の抜粋

患者

不安や辛さ
が伝わらず、
結果、納得
した対応が
してもらえ
ない

• 外来で気になる症状を訴えても、深く聞いてくれない、「様子を
見ましょう」で片付けられる。（10代で脳腫瘍、女性、医師）

• 自身の体調の悪さを訴えても、そんなもんだと一蹴された。
（20代で悪性リンパ腫、男性、医師）

• 痛みや不安を話しても、｢気にしすぎです｣と一刀両断!!! （50
代で乳がん、女性、医師）

• 術後入院中にリンパの浮腫があり、回診の時にひどくなるので
はと不安がありました。それが医師、看護師にあまり伝わって
なかった。再度伝え直し、別の医師に診てもらい、そこできち
んとした 説明がありました。同じ病状でも 比較的軽い患者に
は仕方ないかも知れませんが。メンタル分でのケアもお願いし
たいです。（50代で女性特有のがん、女性、医師；看護師）

• 抗ガン剤の副作用があっても、検査値や日常生活に支障がな
ければ簡単に問題なしとされること。（50代で乳がん、女性、
医師）

• 自分の気持ちの部分を全く見てくれなかった。データだけの判
断。今こんな気持ちでこの治療はしたくないと言っても、医者か
らはその治療を進められるし、この治療をしたいと言ってもグダ
グダ理由つけてしてくれない(結果腫瘍が破れ吐血でひどい目
にあいました)。（20代で悪性リンパ腫、男性、医師）

話を聞いて
もらえない

• こちらが聞きたいことを聞こうとしても、医師の話優先で、忙し
いと聞いてもらえなかった。（40代で消化器のがん、女性、医
師）

• 会話がほとんどなく、不信感が募るばかり。（50代で男性特有
のがん、男性、医師）

• こちらの説明を最後まで聞かずに被せて話されたりしました。
（40代で乳がん、女性、医師）

辛さや痛み
などの症状
をうまく説
明できない

• 術後すぐの痛みや不快感の伝え方がわからず、つい我慢して
しまった。「遠慮なく言ってね」と言われても遠慮してしまいがち。
あと、どこまでが痛みのオッケー範囲かわからず、我慢しすぎ
て容態急変したことも。医師と看護師さんを慌てさせてしまっ
た。。。（40代で消化器のがん、女性、看護師）

• 症状を的確に、言葉にできないため、先生等に伝わりにくい。
（40代で直腸がん、男性、医師；看護師）

患者

辛さや痛み
などの症状
をうまく説明
できない

• 自分の表現方法が拙いこともあり、医師側は実際は経験してい
ない事であるので、(舌がんなので)味覚とかの感覚的なことがう
まく訴えられなかったです。
医師の側では、再発や転移がなければそれでよし、の感じがあ
り、忙しいこともわかるので、深く聞くことはできず。また、退院して
しまえば看護師さんに聞いてもらうこともできず、病状が落ち着い
たことはうれしいが、心の行き場がない感じでもやもやしています。
（50代で頭頚部のがん、女性、医師；看護師）

• 感覚的な症状が上手く伝わらなかった。
ある薬ですごく体がジワジワすると言ったがうまく伝わらず、結
局その薬が合っていなかったようで重篤な副作用で意識がなく
なった。
そっとしておいて欲しくて看護師さんに冷たくしたとき、逆にすご
く話しかけられた。（20代で白血病、女性、医師；看護師）

説明不足 • 罹患した病気に対しての説明時、詳しくはネットに情報があると
言われ踏み込んで聞けなかった時。（50代で消化器のがん、女
性、医師）

• 抗がん剤の副作用について 聞かされていない症状に不安を
持った。（60代で消化器のがん、男性、医師）

• 抗がん剤治療を始める時、どのような副作用が起こるのかなど、
冊子だけ渡されて充分な説明がなかった。生理が止まることす
ら知らされなかった。
こちらから質問しないと、説明がなかったのは、いくら混雑して
いるとはいえ、悲しかった。（40代で乳がん、女性、医師）

聞いたこと
に答えてく
れない、
教えてくれ
ない

• 治療中に今後の見通し(生存率、再発可能性)について質問をし
た際、明確な答えをもらえなかった。恐らくこちらの質問の仕方も
不十分だったが、医療者としては明言したくなかった、すべきで
ないと考えていたのだと今となれば思う。（30代で女性特有のが
ん、女性、医師；看護師）

• 具体的な質問に対しマニュアル的な答えしか返ってこなかった。
医療者側にオープンな態度を感じられないと、患者は口をつぐ
むんだな…と思った。（40代で乳がん、女性、看護師+薬剤師）

• 余命について聞いたとき、明確な回答がなかった。そのときは、
モヤモヤしたが、今となっては、それで良かったと思っている。
（30代消化器のがん、男性、医師）

患者回答（罹患時の年齢、罹患がんの種類、性別、対応した医療者）
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質問：患者または医療者に「わかってもらえなかった」
「うまく伝わらなかった」と感じたことはありますか？



（１）わかってもらえない・伝わらない
回答の抜粋

患者

大切にした
いことや、
優先したい
もの、価値
観を理解さ
れない（優
先度や重
要度、目標
のずれ）

• 化学療法のため入院が決まった時に、職場復帰のタイミング
を主治医に尋ねたところ「仕事に戻らなくてはならないのか」と
聞かれました。仕事をしていることは伝えていたので意味がわ
かりませんでした。入院中に認定看護師に相談し、退院後２週
間は自宅療養しその経過で復帰のタイミングを考えましょうと
言われ、一旦納得して退院後自宅療養。自宅療養２週間の
最後に診察に行ったら、主治医から「仕事どーですかー？大
丈夫ですか？」と聞かれ、「退院後２週間は自宅療養と言わ
れたので会社休んでますけど」と言ったら「そうなんですか。復
帰したら良かったのに」と。うまく話できてません。（50代で呼吸
器のがん、女性、医師）

• 舌の全摘出を勧められたが、温存したいと言った時、患者が
希望する先進医療よりも標準治療を強く勧められた。（30代で
頭頚部のがん、女性、医師）

• 治療優先になったが、妊娠希望がうまく伝わらなかった。（30
代で乳がん、女性、医師）

患者の意
思を尊重し
てくれない

• こちらは治す気持ちで病気と向き合っているのに、もう進行し
過ぎだから延命しか出来ないというスタンスでしかコミュニケー
ションしてこないこと。（30代で乳がん、女性、医師）

• 主治医とは良い関係ですが、プライドが高いのか、たまに意見
の相違があるときに、無理やり主治医が思う理想の回答に
持っていかれます。抗がん剤の選択時、民間療法の話、セカ
ンドオピニオン、障害年金手続きの為の診断書の依頼の時、
など。
薬剤師は、決まって僕が具合が悪いときに来て優しいけど一
方的に今の具合とかを聞いて、それに合わせたクスリを紹介し
てきました。僕はクスリはなるべく飲まないでいるほうなので、そ
れがなかなか伝わらなかったです。
やっぱりツラさや苦しさは当事者でないとわからないなと思い
ましたね。（40代で消化器のがん、男性、医師;薬剤師）

何か気にな
ることはと
聞くくせに、
答えるとろく
に話も聞か
ず

• 他になにかありませんか？と聞いても精巣がんの一点しか診ま
せんと言われた。担当医が代わったら、初期の腎がんが見つ
かった。こちらの不安をわかってもらえなかった。（50代で男性
特有のがん、泌尿器のがん、男性、医師）

患者

何か気にな
ることはと
聞くくせに、
答えるとろく
に話も聞か
ず

• 診察時、毎回ひと通り説明後「他に何か？」と聞いてくるので、
軽く心理的なつらさを訴えると「心療内科行きますか」、ちょっ
と痒いと言うと「皮膚科行きますか」と、全く自分はそれ以上話
を聞かない。こちらとしてはまずは聞いてもらい辛さに共感して
欲しいだけなのだけれど…（30代で消化器のがん、男性、医
師）

決断に必
要なサポー
トをしてもら
えない

• 抗がん剤の選択が患者にゆだねられたときにもう少しアドバイ
スが欲しかった。恐怖しか残らなかったのでなかなか決断でき
なかった。結局抗がん剤のアドバイスを他の病院に求めに行き
ました。（40代で乳がん、女性、医師）

嫌われたく
ないから話
ができない、
緊張からう
まく伝えら
れない

• ・嫌われたくないから、常に緊張。こんなこと聞いていいのかと
か、目の前にすると何を聞いていいのかわからない。看護師な
ど他の医療者なら、いっぱい話せるのに、、、（70代で肺ガン、
女性、医師）

• 主治医に嫌われたくないから我慢して気をつかってお話しをし
ています。（40代で乳がん、女性、医師）

その他 • 抗がん剤の種類をこちらの希望で変更したとき、一旦決めた
治療法を変えることで、主治医の気分を害したと思い込んでし
まった。実際には主治医はなんとも思っていなかったことがあ
とでわかった。
術後、看護師さんに傷が痛むので痛み止めが欲しいと言っ
ても、「痛み止めはあまり身体によくない」と言われ、すぐに対
応してもらえなかった。当時すでに、術後は身体を動かすこと
が大切と言われていて、医師から痛み止めを使うことも問題な
いと言われていたので、はがゆく感じた。（30代で乳がんと子宮
体がん、女性、医師;看護師）

• 国立病院だったのですが、抗がん剤中に内科や歯科と連携し
て治療を希望しましたが、医療点数などが上がらないように近
所で診てもらうようにと言われました。そうなのかもしれません
が突き放されたように感じました。
そして、ガン保険も国立病院では保険がおりるのに、町医者
の歯科では保険がおりず困りました。割とクールに対応されま
した。主治医に嫌われたくないから我慢して気をつかってお話
しをしています。（40代で乳がん、女性、医師）
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質問：患者または医療者に「わかってもらえなかった」
「うまく伝わらなかった」と感じたことはありますか？

患者回答（罹患時の年齢、罹患がんの種類、性別、対応した医療者）



（２）わからない・理解できない
• 「よくわからなかった」「理解できなかった」ことは、「よくあった」「ときどきあった」をあわせて、
医療者は45.5％、患者は35.1％。医療者の方が、患者より約10％多い。

• また、前頁の「わかってもらえなかった」「うまく伝わらなかった」よりも、医療者・患者とも約20％少なく、
相手の言うことはわかったが、自分の言うことはわかってもらえなかった、と感じる傾向にある。

• 患者が「よくわからなかった」「理解できなかった」と感じた相手（医療者）は、「医師」が最も多く、約85％を占める。

医療者 患者

対応した医療者

計 医師

医師+看

護師+その

他

医師+その

他（看護

師除く）

看護師

(看護師

+その他を

含む）

その他 無回答

計 228 70 7 2 1 3 145

100.0% 30.7% 3.1% 0.9% 0.4% 1.3% 63.6%

よくあった 12 10 1 1 0 0 0

100.0% 83.3% 8.3% 8.3% 0.0% 0.0% 0.0%

ときどきあった 68 59 4 1 1 3 0

100.0% 86.8% 5.9% 1.5% 1.5% 4.4% 0.0%

ほとんどなかった 148 1 2 0 0 0 145

100.0% 0.7% 1.4% 0.0% 0.0% 0.0% 98.0%

質問：患者からのお話または医療者の説明で
「よくわからなかった」「理解できなかった」ことはありますか？

＜再掲＞
「わかってもらえなかった・
うまく伝わらなかった」

＜再掲＞
「わかってもらえなかった・
うまく伝わらなかった」

医療者別

計 よくあった
ときどきあっ

た

ほとんどな

かった

医師 58 4 21 33

100.0% 6.9% 36.2% 56.9%

看護師(*1) 19 0 9 10

100.0% 0.0% 47.4% 52.6%

ソーシャルワーカー 2 0 0 2

100.0% 0.0% 0.0% 100.0%

薬剤師 4 0 3 1

100.0% 0.0% 75.0% 25.0%

その他 5 1 2 2

100.0% 20.0% 40.0% 40.0%

*1　准看護師　含む
11



（２）わからない・理解できない

• 「よくわからなかった」「理解できなかった」具体的な内容は、
医療者は「主語、時系列等、話がまとまっておらず、わかりにくい」
「代替医療を信じる」「質問に対してズレた答えをする」が多い。

• 一方、患者は、「説明が専門用語を多用し難しい」「説明不足、
説明してもらえない」が多い。また、「パニック状態で何も頭に入ら
ない」という患者側の状況によるものも挙げられている。

医療者

患者

全体で２件以上の回答があった内容を抜粋してグラフ化
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質問：患者からのお話または医療者の説明で
「よくわからなかった」「理解できなかった」ことはありますか？



（２）わからない・理解できない
回答の抜粋

医療者

主語、時
系列等、
話がまと
まっておら
ず、わかり
にくい

• ①思いつくままの話になり、時間のつながりが分からない。②誰
がの部分を省略するために、本人なのか他人なのかの区別が
つかない。③自分専用の用語を使われるので、意図が汲めな
い。（その他）

• こちらが質問していることと違うことを回答する人が多い。例「い
つからお腹がいたかったんですか？」「お腹がいたくて出血もし
てきたんですよ」
また、時系列で話してくれないので、病状の経過が分かりにく
いことがよくある。（医師）

• 時系列がぐちゃぐちゃだったり、インターネットで調べた思い込み
の病気の症状をメインに話されたりする時。（医師）

代替医療
を信じる

• 化学療法と患者さんの希望で漢方を使用し、がんが小さくなっ
たのは漢方のお陰で、副作用は化学療法のせいと、言われた
時。（医師）

質問に対
してズレた
答えをす
る

• いつからの症状かなどを質問しても、質問以外の別の話をされ
た。（医師）

その他 • 治療の選択を迫られた。どちらの治療法にすればよいか答えて
くれと言われた。標準的な治療として、推奨しているものを提示
した上で、最終決定は患者さん自身が決めることであると説明
したが、「どうして決めてくれないんだ」と怒り出した。（看護師）

• 再発治療を選択で、治療効果が少ない確率である治療、治療
に関連した有害事象で死亡するかもしれない治療を選ばれる
時に、患者さんが何に価値を置いているのかわからないというか、
モヤモヤすることがあります。その場合、教えてもらうようにしま
すが、自分の価値観との違いなので、患者さんの価値観を聞い
て尊重できるように考えます。（看護師）

患者

説明が専門
用語を多用
し難しい

• 専門用語や専門的な表現など。その場でやり過ごすと、後になっ
て気になる。後から聞こうと思ってもタイミングがわからなかった。
（30代で白血病、男性、医師；薬剤師）

• 専門用語すぎてわからない。触診をしているときに専門用語を話
してヘルプの医師に伝えるのはいいが、患者にはその触診の結果
のフィードバックがない（30代で白血病、男性、医師；看護師）

• 術後や検査結果など、英語や専門用語での話はわからないこと
が多く、看護師に補足してもらった。（20代で乳がん、女性、医
師）

• 専門用語→イレウス、エビデンス、予後、分子標的治療薬など、
スラスラ言われても聞いた事が無い言葉なので質問する暇も無
い。また、質問したら、「これを読んでおけ！」と、ベッドに医師用の
解説本を投げられた。また、「この薬を使用しても効果がある」とか、
「無い」とか、訊く度に答えが違った。（50代で乳がん、女性特有
のがん、女性、医師）

• 専門用語で説明されると、わからない時があった。わからない時
は 質問したが自分の知識では限界があった。（40代で乳がん、
女性、医師）

説明不足、
説明してもら
えない

• あまりにも簡易な説明で、治療内容の理解に役立たない。検査資
料の説明がない。（50代で前立腺がん、男性、医師）

• 治療内容で薬の副作用はマニュアルをみながら説明をするだけ
で、薬が体にどのように入っていてどのようにがんを抑えていくかも
う少し説明をして、患者が前向きに頑張ろうという気にさせてほし
い。（60代で乳がん、女性、医師）

• 体の異変（急な節々の痛みや頭痛等）について相談して時、副作
用で何でも片付けられている感じがした。患者は少しの異変でも、
進行？や再発？を一番に考えてしまうので、副作用と思うので様
子をみましょうと回答されると仕方ないのかなぁって思ってしまう
ので、もう少し何か説明がほしいです。（40代で女性、乳がん、医
師）

• 他院で受けたセカンドオピニオンの治療を選択したら「その場合は
臨床対象になる。脇のリンパも郭清する」と一方的に言われ、よく
わからないままに書類にサインしてしまった。臨床とは何なのか、リ
ンパを郭清することがどれだけ術後のQOLに影響するのか、詳し
い説明を求めなかった自分も悪いが、医師サイドにも責任はある
と思う。（40代で乳がん、女性、医師）
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質問：患者からのお話または医療者の説明で
「よくわからなかった」「理解できなかった」ことはありますか？

患者回答（罹患時の年齢、罹患がんの種類、性別、対応した医療者）



（２）わからない・理解できない

回答の抜粋

患者

パニック状
態で何も頭
に入らない

• がん宣告をされた時に、こちらは頭が真っ白なのに説明をどん
どんするから何が何だか分かりませんでした。（40代で乳がん、
女性、医師）

治療につい
て（説明不
足によるも
のか、難し
さによるも
のか不明）

• 治療薬が自分にとって有効なのか、今までの臨床試験をもと
に説明してくださっていたが、実際のところぴんと来なかった。
今でも本当は理解できていないのですが、時間が解決しました。
現在18年目を迎え、何事もなく過ごせるのは、医師が推奨し
た治療を受けたからだと思っています。（30代で乳がん、女性、
医師）

曖昧で一
貫性がない
説明

• 症状が薬の副作用かと尋ねても、曖昧に受け流される。（40
代で乳がん、女性、医師）

• 治療終了して1年も経たないうちに再発をした時、医師からの
説明で「10ヶ月もったのもあの時に治療した結果であってあの
時、治療していなければここまでの期間もなかったんですよ」と
言われた事。（10代で脳腫瘍、男性、医師）

• セカオピや治療などについて質問をした時に、ドイツの医療情
勢の話をして日本医療の問題を話し出したり、余計な本の情
報ばかり見てと云われ(医療職でも有るので持参した本は医療
モノです。エビデンスのハッキリしたもの。)煙にまかれることが
多かった。質問に対し回答が意味不明だった。（40代で乳が
ん、女性、医師）

判断、評価
の基準

• 乳がんの診断は多岐にわったっていて、尚且つ選択肢が多い
のですが、診断内容があまりに複雑で理解できてないところで、
選択を求められても答えようがなかった。（50代で乳がん、女
性、医師）

• 何故3.0cm以下で抗がん剤なのですかと聞いたら？貴方は手
術を希望なら腫瘍外科を紹介しますと言われました。その病
院は肺がん患者の窓口が腫瘍内科なので抗がん剤治療から
で国が決めた標準治療は無視しているのかなーと思いました。
結論は本人が希望の手術で決まりましたが私にとっては大き
な分岐点でした。（60代で呼吸器のがん、男性、医師）

• 検査データの意味がわからなかった。何の数値か謎。（40代
で乳がん、女性、医師）

患者

患者に寄り
添っていな
い説明（杓
子定規、リ
スクの話ば
かり）

• 特に代理で説明してくれた先生はエビデンスという言葉にがん
じがらめになっていて、不安になる言葉しかかけられなかった。
主治医はエビデンスの範囲内で、患者の不安を和らげる言葉
を選べる人だったので同じ説明でもこうも変わるのかと代理の
先生が気の毒になりました。(生真面目が裏目)（20代で女性
特有のがん、女性、医師）

その他 • 薬の名前など、書いたものを貰わないと覚えられない。帰って
から、家族にも説明し辛いし、自分なりに調べたいけれど出来
ない。（30代で頭頚部のがん、女性、医師）

• 切除範囲を狭めたい意向を伝えたら命に関わるのにと叱られ
た。思い詰めた意志決定だったのだが。（50代で前立腺がん、
男性、医師）

• 薬の副作用について、起こりうる副作用が多すぎて印刷された
ものを渡されても数ページにわたっており、いざ副作用が起き
たときに確認するのも大変。（40代で乳がん、女性、医師）
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質問：患者からのお話または医療者の説明で
「よくわからなかった」「理解できなかった」ことはありますか？

患者回答（罹患時の年齢、罹患がんの種類、性別、対応した医療者）



（３）嬉しかった・支えになった
• 「嬉しかった」「支えになった」ものは、「よくあった」「ときどきあった」をあわせて、医療者は96.6％、患者は89.5％。

• 医療者、患者ともに、多くの人が「嬉しかった」「支えになった」ものがあり、特に、医療者では、約半数が「よくあった」
と回答している。

• 患者が「嬉しかった」「支えになった」ことのあった相手（医療者）は、「 医師+看護師+その他」（41.2％）が「医師」単
独（26.8％）よりも多く、 「看護師」からの言葉や対応が大きいと思われる。

医療者 患者

対応した医療者

計 医師

医師+看

護師+その

他

医師+その

他（看護

師除く）

看護師

(看護師

+その他を

含む）

その他 無回答

計 228 61 94 6 40 3 24

100.0% 26.8% 41.2% 2.6% 17.5% 1.3% 10.5%

よくあった 78 22 41 2 12 1 0

100.0% 28.2% 52.6% 2.6% 15.4% 1.3% 0.0%

ときどきあった 126 39 53 4 28 2 0

100.0% 31.0% 42.1% 3.2% 22.2% 1.6% 0.0%

ほとんどなかった 24 0 0 0 0 0 24

100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

質問：患者または医療者からの言葉や対応で
「嬉しかった」「支えになった」ものはありますか？

医療者別

計 よくあった
ときどきあっ

た

ほとんどな

かった

医師 58 25 32 1

100.0% 43.1% 55.2% 1.7%

看護師(*1) 19 11 7 1

100.0% 57.9% 36.8% 5.3%

ソーシャルワーカー 2 2 0 0

100.0% 100.0% 0.0% 0.0%

薬剤師 4 4 0 0

100.0% 100.0% 0.0% 0.0%

その他 5 1 3 1

100.0% 20.0% 60.0% 20.0%

*1　准看護師　含む
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（３）嬉しかった・支えになった

• 「嬉しかった」「支えになった」具体的な内容は、
医療者は 「感謝の言葉」が多い。

• 一方、患者は、「医師」から
「『大丈夫、安心して』と言ってくれた」「笑顔」「肯定してくれる、
否定しない、認めてくれる、褒めてくれる」が多い。

• 「医師+看護師+その他」は、
「一緒にがんばろう」と言ってくれた」「肯定してくれる、否定しな
い、認めてくれる、褒めてくれる」が多い。

医療者

患者

全体で２件以上の回答があった内容を抜粋してグラフ化
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質問：患者または医療者からの言葉や対応で
「嬉しかった」「支えになった」ものはありますか？



（３）嬉しかった・支えになった
回答の抜粋

医療者

感謝の言
葉

• 奥様が亡くなったあとに旦那様が薬局に来て下さって、お世話に
なりましたと声をかけていただいた。
最後まであなたにみてもらわんとねと言っていただいた。
あなたがわたしのことをよくわかってくれているからと言って下
さった。（薬剤師）

• 「くだらないと思われるような質問を何度もしたと思います。その
都度丁寧に答えてくれたことで乗り越えられました」と言われた時。
「先生に診てもらえて本当に良かった」と5年後、10年後に言っ
てもらえた時。亡くなった患者の家族が「本当に感謝してました」
と伝えてくれた時。（医師）

• 何もできなかった研修医のころ、ただ患者の側に寄り添っていた
ことに対して、退院時に丁重な感謝の頂いたこと。（近年の働き
方改革下ではこのような医療は困難になったと思いますが。）（医
師）

• 名前を覚えてくれる、あなただと元気になるわと特別扱いされる、
ありがとうの言葉。（看護師）

• とにかく「ありがとう」と御礼を言ってもらうとうれしい。結果よりも知
恵を絞って頑張る姿を患者さんは見てくれているので・・・患者に
支えられて診療を続けてます。（医師）

評価 • 説明がわかりやすい 本音を話しやすいと言われた。（医師）

その他 • 先生の言葉で救われましたと言われた。また先生の笑顔を見る
と落ち着くんです、と言われた。（医師）

• 医師の説明だけでは分からなかったことが、追加の説明や解説
をすることで内容が理解できた。相談できる相手がいて心強いと
言われた（看護師）

• お任せしますと一任された事（医師）
• 先生に治療お願いしてよかった、ありがとう！など理解と共感が
相互にある時。（医師）

• 末期ガンの患者さんが家族に私のことを「あの先生はわかってく
れている」と言ってくれていたということをその家族から聞いた時。
（医師）

• 治療や療養先の選択で戸惑っておられるときに、お話を伺う機
会がありますが、その話し合いを通して、気持ちが落ち着いた、整
理できたと言っていただいたり、患者さん自身が考えて「これにし
ます」と選択されたときうれしいなと思います。（看護師）

患者

「大丈夫、
安心して」と
言ってくれ
た

• 医師からは「大丈夫！」という言葉に勇気づけられました。看
護師さんからは、気を使って我慢しすぎてた私に「不快なこと
はすぐ言ってね、私たちはそのためにいるんだから。なんでもす
るからね！」と。嬉しかったです。でもやっぱり我慢すること多
かったですが。笑（40代で膵神経内分泌腫瘍、女性、医師;看
護師）

• 看護師さんは患者の心理がわかっているのか？「大丈夫」
「きっとよくなる」とか勇気付けられる言葉をかけてもらうときが
あった。（30代で呼吸器のがん、男性、看護師）

• がんを告知され、しばらくして 「手術の説明」 をされた際、腹
腔鏡下か開腹か、部分切除が全摘かなどについて問答し、納
得して 「お任せします。宜しくお願いします」 と申し上げた際、
「最善を尽くします。ご安心ください」 の言葉に心から主治医
への信頼がわきました。手術直前まで、この言葉を反芻しては
心が穏やかになりました。（60代で泌尿器のがん、男性、医
師）

• 抗がん剤の副作用で心臓が悪くなり、心臓を診てくれるドク
ターが「大丈夫」ってずっと言ってくれていた。ドクターも神では
ないけど、他人の「大丈夫」は魔法のように感じました。おかげ
さまで今はすっかり元気です！（40代で乳がん、女性、医師）

丁寧な説
明、アドバイ
ス

• 緩和ケア医が、治療効果が無かった場合に、何処まで抗がん
剤を使用して闘病すべきかアドバイスしてくれた。
感染時の後方支援をお願いして居る地元の医師が、主治医
の説明しない部分について、包み隠さず説明してくれた。
妊孕性保護について相談に行った先のリプロダクティブセン
ターでの医師や助産師の方々の患者に向き合う姿勢。（50代
で悪性リンパ腫、男性、医師;助産師）

• 入院時の回診で、様々な診療科(消化管外科?消化器内科・
薬剤師・麻酔科・他)の先生から長期的な治療方針や目先の
対処に関してキチンと説明いただいたこと。「プロのみなさんが
チームワークでわたしの病気に取り組んでくれているんだ」と感
じて安心したし、自分はまずは提示された治療方針を信用し
て集中して取り組もうと納得出来た。（40代で大腸がん、男性、
医師）
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質問：患者または医療者からの言葉や対応で
「嬉しかった」「支えになった」ものはありますか？

患者回答（罹患時の年齢、罹患がんの種類、性別、対応した医療者）



（３）嬉しかった・支えになった
回答の抜粋

患者

丁寧な説
明、アドバイ
ス

• 短い診察時間では伝えられなかったことを主治医に手紙を出
し伝えたところ、書き添えていたメールアドレスにすぐに丁寧な
返信があった。主治医の気分を損ねたと思い込んでいたので、
そうではないとわかり、とてもうれしかった。
自ら若年性乳がんを見つけたことを別の科の医師に話したら、
「よく見つけましたね」とやさしく声をかけてもらった。
告知のあと、看護師さんが別室で、丁寧に気持ちを聞いてく
れた。（30代で女性特有のがん、女性、医師;看護師）

• 信頼関係が大切だ…と言うことを繰り返し言ってくださいながら、
治療の方針意味、経過を包み隠さず伝えて下さったし、こちら
もちょっと詳しくなるレベルの開示であった。だから安心してい
た。（20代で急性骨髄性白血病、女性、医師;看護師）

「一緒に」と
言ってくれ
た

• 私は 早期から緩和ケア外来も受けています。緩和ケアの主
治医の先生に 子どもにがんである事を話すことを相談した時、
「家族のみんなに一番いい方法を 一緒に考えていきましょ
う！緩和ケアを上手く使って下さいね。私達は なんでも屋さん
ですからね」と 仰って頂き、とても心強かったです。私だけでな
く、家族みんなで今も緩和ケア外来を受けています。（40代で
頭頚部のがん、女性、医師;看護師）

• 手術できるかどうかの検査腹腔鏡手術後に、転移が見つかり
手術できないことになった時、主治医が隣に来て、「効く薬はま
だあるから!!治療は大変だけど一緒に治しましょう。治らないが
んはないから」と言ってくれたこと。
副作用がつらい時、ずっと一緒に付き添って気持ちを落ち着
かせてくれた看護師さん。
薬のこと以外でも相談にのってくれる薬剤師さん。
みんなに支えられているから頑張れると実感した。（30代で
消化器のがん、女性、医師;看護師;薬剤師）

• 医師から「一緒に頑張りましょう」と言われたとき。
緩和ケアに予約のない日、主治医の診察があり、痛みが辛い
と知った緩和ケアの看護師が病院内でわたしを探して話を聞
いてくれたとき。
治験コーディネーターが、治験が終わっても、いつでも連絡し
てきてね、とたびたび連絡をいただき、いつも応援してくれてい
るのが伝わってきた時。（20代で消化器のがん、女性、医師；
看護師；治験コーディネーター）

患者

「一緒に」と
言ってくれ
た

• 「私たちもベストを尽くします、一緒に頑張りましょう」「退院した
ら治すのは自分自身ですよ」「がんは再発することが多いです
次に備えて 成人病を持たないよう運動して 心身を鍛えてお
いて下さい」（30代で頭頚部のがん、消化器のがん、男性、医
師）

話を聞いて
くれた

• 医師と意見が対立したあと、診察室に同席した看護師さんが、
我々家族の思いを聞いてくれた。（40代で消化器のがん、男
性、看護師）

• 入院中、色々悩みを聞き、対処法を提案してくれた。主治医
に質問出来なかった事を聞けるように、病室に呼んでくれた。
（40代で乳がん、女性、看護師）

• ・忙しいのに、自分の辛い気持ちをじっと聴いてくれて、その上
で「一緒に頑張ろう」と励ましてくれた。（10代で小児がん、女
性、医師;看護師;ソーシャルワーカー）

• 聞き手に回ってくれる（専任看護師）、前向きに話をしてくれる
（主治医）（30代で乳がん、女性、医師；看護師；緩和ケア専
任看護師）

• いつも、息子（患児）と私の気持ちに向き合い不安に思ってい
ること聞いてくれた。そして小さな目標を見つけながら長い闘
病生活を支えていただきました。（10代で脳腫瘍、男性、チャ
イルドライフスペシャリスト）

• 手術後リンパ転移がらあったことがわかり、落ち込んで号泣し
ている時に忙しくても嫌な顔ひとつせず寄り添って話を聞いてく
れた看護師さんがほとんどでした。泣きながら同じ話を何回し
ても一緒に泣いてくれた看護師さんもいらっしゃいました。今で
も思い出すと泣けてきます。感謝しかありません。（40代で乳
がん、女性、看護師）

笑顔 • 笑顔で応対してくれる。大丈夫！とは言わないが、うんうん！
と笑顔で頷いてくれるので大丈夫なんだろう！と勝手に理解で
きる。何でも話を聞いてくれる。（40代で肺がん、女性、医師;
看護師）
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質問：患者または医療者からの言葉や対応で
「嬉しかった」「支えになった」ものはありますか？

患者回答（罹患時の年齢、罹患がんの種類、性別、対応した医療者）



（３）嬉しかった・支えになった

回答の抜粋
患者

肯定してく
れる、否定
しない、認
めてくれる、
褒めてくれ
る

• 診察時よく頑張ってると言ってもらえた時、嬉しかった。
新しい薬を使うときに、副作用のことや飲み方など、親身に
なって話を聞いたりアドバイスしてくれる薬剤師さんがいて、不
安でしょうがなかった時ほんとに支えられた。これぞ、プロ！っ
て感じ。よく勉強されていると感じ、安心できました。（40代で
呼吸器のがん、男性、医師；薬剤師）

• 主治医からの言葉掛けはとても嬉しかった。「5年生存率…気
にしないで下さい。今、出ているのは余りにも古いデータですか
ら。○○さんには該当しませんよ」…ステージⅣなので今現在
(2018年でも低いですがね)も目に付きます。しかし、数字に囚
われるのはアホらしくなりました。自分らしく生きる事に前向きに
なりました。

• 「ご自身が良いと思われる事はやって下さい。ダメならキチンと
お伝えしますから」…患者の考えを否定せず、一緒に考えてく
れました。勿論、私も必死に自分の病気について勉強しました。
質問もいっぱいしました。難しい医療用語を使わず、分かりや
すく説明をしてくれました。

• 化学療法室のドクターと看護師さんは、何時も優しく接してくれ
ました。副作用も心配してくれました。動けなかった時も優しい
声掛けをしてくれました。家族への配慮も忘れずにしてくれまし
た。（40代で消化器のがん、女性、医師；看護師）

• がんになると、原因は何だったのかとあれこれ考えてしまうし、
回りからも特に生活習慣が悪いと言われて落ち込んだりします
が、私の場合、医師の軽い一言……「がんになったのは、原
因があるというより、たまたまなっただけですよ」という言葉で本
当に心が軽くなりました。（50代で舌がん、女性、医師;ＳＴさ
ん）

• いろんな治療の過程で｢頑張ってますね！｣とか｢いいです
ね！｣とかとにかく褒めてくれます。先生のホメ活で治療を頑張
れてると思います。（40代で乳がん、女性、医師）

• 趣味や仕事など、自分のやっていることを肯定してもらえなる
と嬉しかった。がんになったことで、これまでの生き方を否定さ
れてる思いを重ねてきたので。（30代で消化器のがん、男性、
医師；看護師）

患者

頻繁に様
子を見に来
てくれた

• 入院中、毎日顔を見にきてくれた。一緒に遊んでくれたり、手
紙を書いてくれたりした。（10代で脳腫瘍、女性、医師）

• 医師には手術のあとは朝晩とお部屋に来て様子を見に来てい
ただいたので安心して入院生活を過ごすことができありがた
かったです。（40代で乳がん、女性、医師；看護師）

• 手術後、病院外（個人クリニックの先生だった）から毎朝様子
を見にきていただいたこと。当然のことかもしれないが、初めて
の手術で不安だったこともありとてもうれしかったのを覚えてい
る。（40代で女性、乳がん、医師）

「遠慮なく
頼って」「何
でも言って」
と言ってく
れた

• 子供が産めなくなった、ケモが怖いなどどうしようもない苛立ち
を抱えてたとき、看護師さんに「私たちに八つ当たりして発散し
て下さい、そのために私たちはいるんです」と言われたとき（20
代で女性特有のがん、女性、医師；看護師）

• 辛い治療に入る前に看護師さんから、「辛くなり感情を爆発さ
せたい時は私達にいつでも爆発させて下さい。全て受け止め
ます。」と言われ安心する事が出来た。
緩和ケアの看護師さんが時間に関係なく話を聞いてくれて
気持ちを吐き出す事が出来た。
最終的には看護師さんがいてくれる事で安心出来た。（20
代で悪性リンパ腫、男性、看護師）

辛さ悩みに
共感してく
れる

• 以前の主治医は、不安な気持ちを伝えても「そうですか…」と
言うだけだったが、今の主治医は「不安だよね、心配になるの
は当たり前だよ」と共感してくれる。それだけでも嬉しかった。
（30代で呼吸器のがん、女性、医師）
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質問：患者または医療者からの言葉や対応で
「嬉しかった」「支えになった」ものはありますか？

患者回答（罹患時の年齢、罹患がんの種類、性別、対応した医療者）



（３）嬉しかった・支えになった

患者

辛さや不安
に対し、丁
寧な対応を
してくれた

• 放射線治療を受けるとき、胸に照射するけど散乱した放射線
が子宮にも影響して不妊になるのでは？とすごく不安でした。
放射線科の医師は、腹部にどれだけ放射線が行くかは自分に
も分からないと言って、照射中の私の腹部に測量計を置くこと
を提案してくれました。実際に測量してみると心配のない数値
であることが分かり、安心して治療を継続しました。普段は無
愛想でパソコンの画面しか見ていないような医師ですが、この
ように手間をいとわず対応してくれて嬉しかったです。８30代で
乳がん、女性、医師）

• 私の戸惑いや困難に対し、医師がフォローできないことはそれ
を看護師さんたちが察知してフォローしてくれた。どちらにも安
心感を持てた。（50代で乳がん、女性、医師;看護師）

患者の価
値観や考
えを尊重し
てくれた

• 励ましてくれる。
• 良い結果を一緒に喜んでくれる。
• 患者(私)の希望になるべく合わせてくれる。（50代で乳ガンと
GIST、女性、医師;看護師）

• ・乳がんの温存を薦められたが、全摘を希望した。こう言うと、
「私（医師）の腕が信じられないの？」と思われるのではないか
と心配したが、先生はしばらく考えて、「そうね、もし自分だった
ら温存後の放射線治療とか、まさかの再手術のことを考えると
全部取っちゃうかなぁ」と共感して言っていただけたことはで安
心して治療に臨めました。もし、温存を選択した場合はまた、
違った言葉で答えて下さったかも？医師の対応力なのでしょう
か？（50代で肺がん、乳がん、女性、医師）

諦めないで
と言ってく
れる

• ステージ４のがんが見つかって７年目。その間医師の転勤など
で担当４人かわって今５人目だが、最初の医師から生存率は
あくまでもこれまでの統計だ。諦めるにはまだまだ若すぎる。で
きる事を全てしてみて、それからまた、先の事を考えましょう。
と言っていただいた。

• 逆に３人目の医師からは診察の度に絶望的な気持ちになる言
葉しか聞けなかった。（60代で肺腺がん、男性、医師）

患者コミュ
ニティを評
価してくれ
た

• 患者団体を運営していることを知っていて、そのことについてコ
メントや励ましの言葉をかけてくれたこと。（30代で胆管がん、
男性、医師;看護師）

回答の抜粋
患者

その他 • 非常にたくさんの科を受診しなければならなく、平日の夕方ま
でしか病院が開いていない事から会社での有給がすぐになく
なってしまい困っていたが、その事を伝えると、１日で収まるよ
う配慮してくれました。（20代で頭頚部のがん、男性、医師）

• 医療者 セカンドオピニオンを取りたいと電話連絡した後、指
定された日に行ったらきちんと資料が揃えられていた。その後
も懇切な説明と、こちらからの質問を促す対応をしてもらった。
（40代で乳がん、女性、医師）

• 術後もしっかりここで診ていきますと。（40代で女性特有のが
ん、女性、医師）

• 看護師のみなさんのチームワーク・雰囲気がとてもよく、良い
職場なんだなと伝わってきたし、綺麗なお姉さんばかりで入院
生活のモチベーションはギンギンでした。息苦しくなりナース
コールした時に、痰をとってもらって優しくされる瞬間が一番好
きでした。（20代で頭頚部のがん、男性、看護師）

• 医師：診察室に入ってから出るまでＰＣ画面しか見ていなかっ
た医師が、ある日、診察室のドアを開けるとこちらを向いていた。
とても嬉しかった。
看護師：難しい医師との関係を相談したときに「わかるよ、そ
んな先生なんだけどいいところもあるから、これからもよろしく
ね」と笑顔で聞いてくれた。
薬剤師：医師の前に薬剤師面談があり、薬の飲み合わせな
ど忙しい医師との診察時に聞きにくいことを相談にのってくれ、
「先生に伝えておきますね」と言ってくれる。（30代で消化器の
がん、女性、医師；看護師；薬剤師）

• 看護師から担当医に関して「この先生抗がん剤治療は上手な
のよ」という言葉があって、嘘であっても他のスタッフからの褒
め言葉があると主治医に対する信頼は増すと感じた。（50代
で女性特有のがん、女性、看護師）

• タイプの看護師さんから手紙をもらったこと。中身は秘密。（20
代で消化器のがん、男性、看護師）
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質問：患者または医療者からの言葉や対応で
「嬉しかった」「支えになった」ものはありますか？

患者回答（罹患時の年齢、罹患がんの種類、性別、対応した医療者）



（４）嫌だった・辛かった
• 「嫌だった」「辛かった」ことは、「よくあった」「ときどきあった」をあわせて、医療者は71.5％、患者は52.2％。
医療者の方が多い。

• 前頁の「嬉しかった・支えになった」よりは少なく、「嬉しかった・支えになった」ことの方が多いことが伺える。

• 患者が「嫌だった」「辛かった」ことのあった相手（医療者）は、「医師」が多い。

医療者 患者

医療者別

計 よくあった
ときどきあっ

た

ほとんどな

かった

医師 58 4 36 18

100.0% 6.9% 62.1% 31.0%

看護師(*1) 19 0 15 4

100.0% 0.0% 78.9% 21.1%

ソーシャルワーカー 2 0 1 1

100.0% 0.0% 50.0% 50.0%

薬剤師 4 0 3 1

100.0% 0.0% 75.0% 25.0%

その他 5 0 4 1

100.0% 0.0% 80.0% 20.0%

*1　准看護師　含む

対応した医療者

計 医師

医師+看

護師+その

他

医師+その

他（看護

師除く）

看護師

(看護師

+その他を

含む）

その他 無回答

計 228 80 18 3 15 4 108

100.0% 35.1% 7.9% 1.3% 6.6% 1.8% 47.4%

よくあった 24 17 5 1 1 0 0

100.0% 70.8% 20.8% 4.2% 4.2% 0.0% 0.0%

ときどきあった 95 61 13 1 14 4 2

100.0% 64.2% 13.7% 1.1% 14.7% 4.2% 2.1%

ほとんどなかった 109 2 0 1 0 0 106

100.0% 1.8% 0.0% 0.9% 0.0% 0.0% 97.2%

質問：患者または医療者からの言葉や対応で
「嫌だった」「辛かった」ものはありますか？

＜再掲＞
「嬉しかった・支えになった」

＜再掲＞
「嬉しかった・支えになった」
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（４）嫌だった・辛かった

• 「嫌だった」「辛かった」具体的な内容は、医療者は「攻撃的な態度、嫌な言い方」が最も多い。

• 「症状が改善しない、衰弱する姿をみて」と患者の病状に関することも挙がっている。

• 一方、患者は、「希望をなくす、不安を煽るような言葉」「無神経な対応」「事務的、冷たい対応」が多い。

医療者 患者

全体で２件以上の回答があった内容を抜粋してグラフ化
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質問：患者または医療者からの言葉や対応で
「嫌だった」「辛かった」ものはありますか？



（４）嫌だった・辛かった
回答の抜粋

医療者

攻撃的な
態度、嫌
な言い方

• 録音されていたり、攻撃的な態度を取られる方が困ります（本
人よりも、家族の方から、ということが多いです）。（医師）

• 自分は病院の幹部に文句を言える立場だと言われること。（医
師）

• 医師のみならず看護師/看護助手などの医療者への暴力的な
言葉や一方的な言動
医療者側がおもわず「他の患者さんもいるので、、、、」と言い
たくなるような自己中心的な行動や発言、要求など。（医師）

期待した
結果が出
ないと、医
療側の落
ち度だと
言われる

• 対応方法が効果なく怒りをぶつけてこられる時。（看護師）
• 期待した結果が出せなかったとき、医療側に落ち度があると言
われたとき（医師）

• 病状の進行や老化による変化を医療の落ち度のように責める。
（医師）

• 自分の診療行為について、こちらは有効であったと感じているが、
患者からは効果がなかったと評価されたとき。（医師）

症状が改
善しない、
衰弱する
姿をみて

• 治療継続にもかかわらず症状が改善しない時（医師）
• 患者さんが緩和ケアを受けているけど、辛そうにしている表情を
見ている時。患者さんから、「どうしようもないじゃん、先生に言っ
たって変わらないじゃん」と言われた時。（看護師）

女医だか
ら、男性
だから、若
いからレッ
テル

• 理不尽な要求をされて患者がこちらの対応に納得されなかった
時に、だから女医は嫌なんだと言われた。（医師）

• 若そうだけど大丈夫？と言われたとき。教授の方が現場に出て
いない分、下手ですよと言いたくなった。（その他）

信頼して
いない

• ・まだ手術も何もしていないのに、手術前には医者になにか渡
すものだと思い込んでいる人が、渡さないといい加減にやられ
てしまうと思っているかのような行動で迫ってくる。「ちゃんとや
れよな」とでも言わんばかりに。気持ちはわかるけどかえって嫌
な気持ちになります。みんな同じ、そんなのいりません。ちゃん
とやります。（医師）

医療者

患者の要
望に応えら
れず、役立
たずといわ
れた

• こちらのアセスメントと患者の希望（多くは否認を伴う）がずれて
いると「もう来ないで」と言われる。一瞬徒労感と患者への怒り
がわきますが、その後あきらめ・・・もう行かなくなり、スタッフを
介した間接介入にとどまります。（医師）

担当交代
を希望され
る

• 主治医を代わってほしいと言われた時。（医師）

長話 • 忙しい時に、長話。（看護師）

その他 • 標準治療を勧めても、拒否されて民間療法に頼られるのがわ
かったとき。（医師）

• 他院ではこうだった、昔はこうだった、テレビではこうだったと、
現在起きているものと時代も状況も異なるのに頭ごなしに押し
付けられたとき。（医師）

• 「先生には分かるわけない」と言われたとき。（医師）
• 最後までがんという病気にかかったことを不運であったという呪
縛から逃れられない方のお言葉（医師）
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質問：患者または医療者からの言葉や対応で
「嫌だった」「辛かった」ものはありますか？



（４）嫌だった・辛かった

回答の抜粋

患者

希望をなく
す、不安を
煽るような
言葉

• 化学療法が効いており、検査結果が良かった時に「仕事も休
まず行ってます。結構忙しくて。」なんて話すと「いずれ点滴の
抗がん剤治療になるのだから、あんまり仕事頑張るのもねぇ」
と。現実的には、そうなんでしょうが、未来がなくなります。（50
代で呼吸器のがん、女性、医師）

• 治療を頑張っている時に医師から「厳しいです」ばかり言われ、
希望が持てなかったとき。
治験をお願いすると医師から「手続きがとてつもなくめんど
い」と漏らされたとき。（20代で消化器のがん、女性、医師）

• 主治医の代わりの医師が検査手術（胸腔鏡検査）の説明を受
けた時、色々とこちらから質問し回答をもらいましたが、最後に
言われた言葉で「いずれにしてもこれが最後ではないので始ま
りと思ってください」と付け加えられた言葉にショックを受けまし
た。死ぬまで治療が続くんだ見たいな感覚でした。（50代で呼
吸器のがん、男性、医師）

• 「再発したら、早期発見だろうが、なかろうが、余命は同じ」とい
う内容の言葉をたんたんと話されたとき。自分的には理解して
いるが、あまりはっきりと言われると気分の良いものではなく、し
ばらく落ち込んだ。（40代で乳がん、女性、医師）

無神経な
対応

• 妊よう性について、セカンド・オピニオンを担当した医師から笑
いながら「諦めなさい」と言われた事。医師としては突拍子もな
かったから笑ってしまったのかもしれないが、ショックだった。
（30代で女性特有のがん、女性、医師）

• 女医の先生。同性なのに女性特有の悩みに共感してももらえ
ず、事務的対応、冷たいと感じることが多々あった。（40代で
乳がん、女性、医師）

• 生存率って連呼しないで。（40代で乳がん、女性、医師）

事務的、冷
たい対応

• 淡々とした口調で事務処理的な感じが否めなかったです。目
を見て話そうとしない事も有りました。（40代で呼吸器のがん、
男性、医師）

• 自分に直接ではありませんが、抗がん剤の副作用がひどくて
苦しんでいる患者さんに対して、寄り添おうとせずに、淡々と抗
がん剤治療を続けるか？今辞めると意味がないと話していた
のを聞いて、気分が悪くなりました。（40代で女性特有のがん、
女性、医師）

患者

事務的、冷
たい対応

• 術後転移を心配して検査をしないのか？と聞いても、転移の
場合は早く見つかっても遅く見つかってもする治療は同じなの
でしませんと言われました。言っていることは分かりますが、と
ても冷たく聞こえ、自分の家族でも同じように対応するのか？
と疑問に思いました。（40代で乳がん、女性、医師）

患者を理
解しようとし
ない

• 前の主治医は毎回、耳や鼻、リンパなどチェックしていてくれて
いたが主治医がかわり、パソコンばかり見てこちらを見ないこと
もある。
胃ろうをしていた際、他の人はご飯が配られるのに忘れられ
ることが多かった（30代で頭頚部のがん、女性、医師；看護
師）

• （生活の上での辛さを訴えても）「命が助かったんだからいいで
しょう」と一蹴された。（30代で消化器のがん、男性、医師）

患者がおか
しいかのよ
うな扱いを
受ける

• 「その副作用は『あなただけ』じゃないですか？そんなに副作
用のことばかり言われたら、治療が続けられませんよ」（50代で
消化器のがん、男性、医師）

• 体の不調を訴えて、検査しても原因がわからないときに、その
症状が気のせいでは？と言われたことに腹が立った。（30代で
呼吸器のがん、男性、医師）

意にそぐわ
ないと不機
嫌になる

• 医師の考えとは違う治療法を選んだ為、治療後のフォローに
壁を感じる。５年経っても関係を上手く築けていない気がする。
（30代で頭頚部のがん、女性、医師）

• 「不満があるなら他の先生やセカンドオピニオンを取ってもいい
んですよ」と言われたとき（状況によっては、この言葉は親切な
アドバイスになり得るのですが、こちらが質問している時に不機
嫌そうに言われたときは、嫌な気分になりました）。（30代で乳
がん、女性、医師）

• 話しか
けるな
オーラ
を出して
いる

• 医師からは忙しいかもしれないが、カリカリしている様子が出て
きて質問しづらい空気があったこと。看護師からはお盆シフトで
人が少ないからあまりナースコールを押さないで欲しいと言わ
れたこと。当時自分のできることは限られていただけに悲し
かった。（20代で慢性骨髄性白血病、男性、医師;看護師）
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質問：患者または医療者からの言葉や対応で
「嫌だった」「辛かった」ものはありますか？

患者回答（罹患時の年齢、罹患がんの種類、性別、対応した医療者）



（４）嫌だった・辛かった

回答の抜粋

患者

その他 • 患者の生きる希望を全て断つような現状説明を診察の度にさ
れた。万が一の訴訟問題などに備えてなのかと思う位、思い
やりの欠片も感じられなかった。「元気そうに見えますが今夜
吐血して帰らぬ人になるかもしれないので延命処置の同意書
を書いてください」など。同意書は書かないといけないタイミン
グがあるのは承知しているが、言い方に配慮の欠片も感じられ
なかった。帰宅後落ち込んだ。（50代で呼吸器のがん、男性、
医者）

• もうゆうこと聞かんなら、診らんよ、とよく言われた。（40代で消
化器のがん、女性、医師）

• 患者に考える時間がなく、治療方針が伝えられる。 応答する
時間がない。一方通行の会話である。 猶予時間がない。
（60代で乳がん、女性、医師）

• 抗がん剤の副作用の辛さが伝わるのに時間がかかったこと。
（40代で消化器のがん、男性、医師）

• 手術当日に、予定時間から大幅に遅れての開始となったが、
その状況に関して説明が一切無かったこと。手術に対する恐
怖心を、自分なりの覚悟を決めて克服しようとしていたので、
開始時間の説明なき延期はストレスだった。（40代で消化器
のがん、男性、看護師）

• 転院を申し出た後、医師3人看護師2人に囲まれてカンファレ
ンスを受けました。内容は転院はどう考えての事か。危険性は
分かっているのか。アウェイな状況下で話さされた（本人の父
母の経験）。（10代で脳腫瘍、女性、医師）

• 「担当の科じゃないから分からないの」一言で終わり（60代で
乳がん、女性、医師）

• 診断書を頼んだら、がんの診断を受ける前の病名だった。事
務担当の主治医代理の先生(3代目)が、カルテを読み込めず
間違えたらしい。問い合わせたら「がんと書いてなくても申請で
きるでしょ(ややこしいからこれで申請してもらえませんか？)」と
言われた。申請はできるけど、どんな管理体制やねんと色々
不安になりました。（20代で絨毛がん、女性、医師;医療事務）
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質問：患者または医療者からの言葉や対応で
「嫌だった」「辛かった」ものはありますか？

患者回答（罹患時の年齢、罹患がんの種類、性別、対応した医療者）



（５）コミュニケーションの工夫
• 「コミュニケーションにおいて工夫したこと」は、「よくあった」「ときどきあった」をあわせて、
医療者は95.5％、患者は68.0％。

• 医療者は、ほぼすべての人が工夫しており、そのうち約70％は「よく」工夫している。

• 医療者においては、「医師」より「看護師」の方が「よく」工夫している。（「よくあった」は医師60.3％、看護師84.2％）

• 患者が「コミュニケーションンの工夫」をした相手（医療者）は、「医師」が最も多い。

医療者 患者

医療者別

計 よくあった
ときどきあっ

た

ほとんどな

かった

医師 58 35 19 4

100.0% 60.3% 32.8% 6.9%

看護師(*1) 19 16 3 0

100.0% 84.2% 15.8% 0.0%

ソーシャルワーカー 2 2 0 0

100.0% 100.0% 0.0% 0.0%

薬剤師 4 4 0 0

100.0% 100.0% 0.0% 0.0%

その他 5 3 2 0

100.0% 60.0% 40.0% 0.0%

*1　准看護師　含む

対応した医療者

計 医師

医師+看

護師+その

他

医師+その

他（看護

師除く）

看護師

(看護師

+その他を

含む）

その他 無回答

計 228 92 54 3 4 1 74

100.0% 40.4% 23.7% 1.3% 1.8% 0.4% 32.5%

よくあった 64 31 28 1 1 0 3

100.0% 48.4% 43.8% 1.6% 1.6% 0.0% 4.7%

ときどきあった 91 60 25 2 3 1 0

100.0% 65.9% 27.5% 2.2% 3.3% 1.1% 0.0%

ほとんどなかった 73 1 1 0 0 0 71

100.0% 1.4% 1.4% 0.0% 0.0% 0.0% 97.3%

質問：患者または医療者とのコミュニケーションに
おいて工夫したことはありますか？
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（５）コミュニケーションの工夫

• 「コミュニケーションの工夫」の具体的な内容は、医
療者は「傾聴する」「平易な言葉を使う」「相手にあ
わせる、相手の思いを想像する」「説明を書いて可
視化する」などが多い。

• 一方、患者は、「伝えたいこと、聞きたいことをメモ
するなどしてまとめておく」が最も多い。

• 医療者・患者の両者とも、それぞれの立場で、話し
方・姿勢を含めた雰囲気づくりや、記録する（可視
化する）などの同様の工夫をしていることが伺える。

医療者

患者

全体で２件以上の回答があった内容を抜粋してグラフ化
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質問：患者または医療者とのコミュニケーションに
おいて工夫したことはありますか？



（５）コミュニケーションの工夫

回答の抜粋
医療者

傾聴する • なげやりになっていたり、つらいときだったり、マイナスな発言が
多いときは、時間をかけて話をしっかり聴くようにしている。
患者さんはすでに頑張っているので、あまり頑張りすぎずにいつ
でも頼ってねと声をかけるようにしている。（薬剤師）

• まず黙って相手の言うことを聞くこと、喋り終わるまで待つこと。
（医師）

• 時間の許す限り傾聴する。患者さんの生活背景を聞く（特に仕
事をしていたときの内容など）。（医師）

• 話を遮らないように努める。（医師）

平易な言
葉を使う

• 誰でも分かるような言葉で話す。決めつけた言い方はしない。
聴く時間を長くする（医師）

• 平易な言葉を使う
• わかりやすく話すのは大切だが、例えを用いすぎるとかえって混
乱されるので、極力シンプルにする。（医師）

相手にあ
わせる、
相手の思
いを想像
する

• 心身共にどういう状況か確認。
• どうしてもらいたいと考えてらっしゃるのかある程度は考えておく。
始めの質問は「はい」、「いいえ」とクローズな返答とならない
オープンな質問とする。

• 何を求めていらっしゃるのか、困っていらっしゃるのか理解をす
る。心身の状況や性格に合わせて話はすすめる。

• こちらは極力力まず自然体に何でも話せる雰囲気で患者さんの
前に立つ様にしています。かなり世間話大事にしています。（看
護師）

• 相手の気持ちを想像する、素人であることを前提として説明を
する（医師）

• 特に新患さんでは、患者さん側の反応や顔色をみながら、どん
な人柄か、失礼ながらどれくらいの理解力があるかを探ります。
（医師）

説明を書
いて可視
化する

• 紙に書きながら説明し、その紙をそのまま渡す。
説明時間短縮のために、事前に用意できる説明書類や紹介
状などは予め用意しておく。（医師）

• 図を描いたり、画像を見せながら説明する。
説明の途中で間を取り、理解を確認したり、質問を促したりす
る。気持ちについて共感を示しつつ、さらに詳しく探る（医師）

医療者

ていねいに
話す、時間
をかけて話
す

• 最初にどれだけ時間をかけて丁寧にお話ししたかで、その後の
関係がだいぶ違ってくるように思います。（医師）

共感する • 患者さんにできるだけ共感する言葉かけを心かけている。また、
他の患者さん達の反応と、同様の反応である事を伝える。例）
「初めてがんの告知をされた方は、みんな頭が真っ白になった
とか、先生の話をほとんど覚えていない。と言われます。」（看
護師）

• 感情を共有する。喜ぶ時は共に喜び、悲しむ時は共に悲しむ。
（医師）

患者の方を
見る

• 出来るだけキーボードの手を止めて目を向いて話を聞くように
してます。しかし患者さんたちも、結構、こちらを見ずに横とか
違う方向を（色々思い出そうとして）向いて話していることが多く、
結構視線が合うことが少なかったです。話が一区切りすると
こっちを向くのですが、そのタイミングでこちらもパソコンに打ち
始めるので、結果、目を見て話してくれない、という印象を受け
る、という可能性も感じました。（医師）

伝えるべき
ことはしっ
かり伝える

• 患者への説明の時、患者にとって厳しいこともなるべくはっきり
明確に伝える。（医師）

その他 • 話をする目線の高さ。
チーム医療の中で若手医師と患者さんが信頼関係を築きや
すいような状況を作り出せるようにする上級医と患者のかかわ
りかた（距離感）の工夫。（医師）

• 患者の言われた通りにする聞き分けのよい医者にはならない。
自分が患者にとって一番良いと信じることを説明し、何度でも
説得する。患者よりも診断や治療についてはプロなのだから。
どうしても平行線なら自分では担当しない。（医師）
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質問：患者または医療者とのコミュニケーションに
おいて工夫したことはありますか？



（５）コミュニケーションの工夫

回答の抜粋
患者

伝えたい
事、聞き
たいことを
メモする
などしてま
とめておく

• 書いたものを持って行く、家族を連れて行く（30代で頭頚部の
がん、女性、医師）

• 医師が忙しいのはわかっているので、質問したいことはメモして
おきました。一度に全部質問するのではなく、優先順位をつけて
今の自分に必要なことだけを簡潔に聞き、そうでもないことは次
回に回しました。短時間だと医師もしっかり聞いてくださいました。
（50代で肺がん、乳がん、女性、医師）

• 質問事項を紙に書いておき、診察室では先生に見ていただきな
がら質問する。そうすることで、要点が伝わりやすい気がします。
医師には必ず、こんにちは、よろしくお願いします、ありがとうご
ざいます、失礼します、など挨拶や礼をもって感謝の気持ちで
接する。それは医師にも伝わる気がします。
事前に自分のスケジュールを確認し、次の診察の予約決めが
スムーズにいくように心がけている。（30代で消化器のがん、女
性、医師）

• 症状や質問を箇条書きにメモして考えや話したいことを整理し
て診察にのぞむ。診察中もメモをとる。雑談をして雰囲気を和ら
げる。（40代で乳がん、女性、医師）

• 体調や体重、基礎体温、出血量、食べたご飯や量などは日々
リストにして自己管理。診察時はそれを見せながら、メモしてお
いた気になる項目を潰すようにしていた。
薬の副作用が人より強く出るので、昔からぱっと出された薬で
ひどい副作用が出ることが多かった。副作用が出た薬の一覧を
つくり、なにか処方される時はそれを元に相談して「この薬の副
作用は大丈夫か」と聞いていた。先生も、効果の大きさよりも副
作用が小さいものを選んでくれるようになった。（20代で絨毛が
ん、女性、医師;看護師）

話し方、
姿勢

• 「先生を信じることに決めたんです」とはっきり真剣に伝えた。
看護師さんに医師との関わり方を相談し味方になってもらい、
こちらの要望をあらかじめ伝えてもらったり診察前に打合せをし
たりしたことで、医師との対話がスムーズになった。（40代で消
化器のがん、男性、医師;看護師）

患者

話し方、
姿勢

• どんなときでも基本的に『良い患者』を目指してます。愛想よく
元気よく、それでいてなるべくわかりやすく自分の今の状態を言
葉で伝えるようにしてます。相手も人だし、仕事なので、感じが
良いほうが印象に残るだろうし、良い対応してくれると思います。
（30代で消化器のがん、男性、医師;看護師）

• 医師に対しては、プライドを傷つけない程度にはっきりと言うこと
を心がけてました。ぐだぐだした態度はかえって求める答えが得
られないと思ったので。看護師に対しては何をしてもらっても「あ
りがとう」と感謝の言葉をすぐに伝えるようにしていました。看護
師にとっては仕事なので、何をしても当たり前なのでしょうけど
「ありがとう」と言われて嫌な気になる人はいませんし、お互いに
笑顔になれますから。（50代で女性特有のがん、女性、医師；
看護師）

納得でき
るまで聞く

• わからないことは聞く。「わかりました」とは言わない。何か一つで
も質問して爪痕を残す。（20代で消化器のがん、男性、医師;看
護師）

• 治療に対しての不安や疑問に感じることは全て言葉にして伝え、
その都度医師からの意見をしっかりとお聞きした。（30代で乳が
ん、女性、医師）

雰囲気づ
くり

• 思っていること、感謝の言葉を口にするようにしていた。（10代で
脳腫瘍、男性、医師；看護師）
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質問：患者または医療者とのコミュニケーションに
おいて工夫したことはありますか？

患者回答（罹患時の年齢、罹患がんの種類、性別、対応した医療者）



（５）コミュニケーションの工夫

回答の抜粋

患者

勉強する • 一人の医師でなく、何人もの医師と会い、意見、治療法を探る。
医師に任せるのではなく、自ら勉強して知識をつけて、医師を
“力を貸してくれるパートナー”として、複数味方につける。（30代
で乳がん、女性、医師）

• 工夫というか、自分の気持ちや状態を上手く伝えられるように考
えてから話したり、医療者の話を理解できるよう自分でも薬や治
療のことなど勉強した。分からないことは何でも聞いた。自分の
ことだから、患者にも努力は必要。（10代で小児がん、女性、医
師；看護師；ソーシャルワーカー；臨床心理士）

• 自分が受ける術式、抗がん剤の種類、副作用など。たくさん勉
強し、分からない事は直ぐに質問しました。質問するのもコミュニ
ケーションの１つと考えていました。主治医や看護師さんに全て
お任せは“どこか違う”と違和感があったからです。なので治療
に対しての不安はありませんでした。（50代で消化器のがん、女
性、医師；看護師）

自分で雰
囲気づくり

• 主治医の先生に 先生は私のためを思ってこの治療を勧めて下
さっているんですね。ありがとうございます。というような話し方を
すると、丁寧に答えていただけるように感じます。（40代で頭頚
部のがん、女性、医師）

しっかり具
体的に伝
える

• 自分が納得する治療を受けるために自分が大切にしていること
をきちんと伝えた（40代で乳がん、女性、医師；看護師；薬剤
師）

看護師や
MSWに相
談

• 医師との関係が悪くなり始めた頃、院内に併設された『よろず相
談室』に相談に行きました。 （50代で消化器のがん、男性、医
師）

• 診察前の打ち合わせ等で、医師と患者の間を上手く繋げても
らっている。（50代で消化器のがん、男性、コーディネーター）

第三者を
入れる

• 家族と一緒に来て欲しいと言われた時に家族が同行できなかっ
たが、友達に同行してもらった。第3者がいたほうが話しやすい
ようだったので。（40代で乳がん、女性、医師）

患者

記録を詳
細に残す

• 毎回妻と一緒に検査に行き、二人で全力でメモを取った。そう
することで、記録に残してるというプレッシャーをかけて、具体的
な説明を求めた。（20代で悪性リンパ腫、男性、医師）

医師、看
護師の使
い分け

• 看護師さんを通して私が思っていることを伝えてもらった。（30
代で頭頚部のがん、女性、医師）

空気を読
む、顔色
を窺う

• 基本気をつかっているし、相手を見て話をしている。
• 本音は言えない事が多い（40代で女性特有のがん、女性、医
師;看護師;ソーシャルワーカー）

• 苦痛なことを話してもみんな同じ的な反応が来そうなときは、話
さない。（50代で乳がん、女性、医師;看護師）

30

質問：患者または医療者とのコミュニケーションに
おいて工夫したことはありますか？

患者回答（罹患時の年齢、罹患がんの種類、性別、対応した医療者）



（６）コミュニケーションの失敗
• 「コミュニケーションの失敗」は、「よくあった」「ときどきあった」をあわせて、医療者は53.4％、患者は30.7％。

• 医療者の中では、「医師」より「看護師」の方が「コミュニケーションを失敗」したことが多い。

• 患者が「コミュニケーションを失敗」した相手（医療者）は、「医師」が多い。

医療者 患者

医療者別

計 よくあった
ときどきあっ

た

ほとんどな

かった

医師 58 2 26 30

100.0% 3.4% 44.8% 51.7%

看護師(*1) 19 0 12 7

100.0% 0.0% 63.2% 36.8%

ソーシャルワーカー 2 0 0 2

100.0% 0.0% 0.0% 100.0%

薬剤師 4 0 2 2

100.0% 0.0% 50.0% 50.0%

その他 5 0 5 0

100.0% 0.0% 100.0% 0.0%

*1　准看護師　含む

対応した医療者

計 医師

医師+看

護師+その

他

医師+その

他（看護

師除く）

看護師

(看護師

+その他を

含む）

その他 無回答

計 228 50 16 1 3 2 156

100.0% 21.9% 7.0% 0.4% 1.3% 0.9% 68.4%

よくあった 13 10 2 0 1 0 0

100.0% 76.9% 15.4% 0.0% 7.7% 0.0% 0.0%

ときどきあった 57 38 14 1 2 2 0

100.0% 66.7% 24.6% 1.8% 3.5% 3.5% 0.0%

ほとんどなかった 158 2 0 0 0 0 156

100.0% 1.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 98.7%

質問：患者または医療者とのコミュニケーションにおいて
失敗したことはありますか？
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（６）コミュニケーションの失敗

• 「コミュニケーションの失敗」の具体的な内容は、医療者は
「こちらの意図が伝わらない、勘違いさせた」「言葉が不適切」
が多い。

• 一方、患者は、「伝えられなかった、聞けなかった」が最も多い
が、次に「我慢してしまった、遠慮してしまった」が多く、「受け
身になった」もある。

医療者

患者

全体で２件以上の回答があった内容を抜粋してグラフ化
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質問：患者または医療者とのコミュニケーションにおいて
失敗したことはありますか？



（６）コミュニケーションの失敗

回答の抜粋
医療者

こちらの意
図が伝わ
らない、勘
違いさせ
た

• お門違いな質問ばかりで会話が成立せずに一方的に患者にまく
したてられた時.。患者が自分の理解力がない事に逆ギレされた
時。自分も心を閉ざしてしまった時。（医師）

• 病識や治療意欲がなく、こちらの意図が全く通じないときは、怒
りがこみ上げてしまい、患者を突き放す。（医師）

• 検査結果説明などで、安易な表現をしてしまい、誤解を招いた。
（医師）

言葉が不
適切

• 言葉かけが不適切だったかも…と反省することはあります。元
気そうに振舞われているが、実は不安でいっぱいのこともあるの
で、その見分けを少しでも間違えると不適切な言葉掛けになる
と思うので、気をつけています。（看護師）

• ①冗談でも「気持ち悪い」など言ってはいけない。②悪い結果を
説明するときに「残念ですが」と自分の感情を入れてしまい、家
族が予想以上にがっかりした（医師）

説明した
つもりが、
聞いてい
ないと言
われた

• 予後について、特に治癒しないことについて。時間がたったらあ
る程度繰り返さないと、治療が効かなくなった時に、そんな話は
聞いていないということが何度もあった。（医師）

• 相手のペースに合わせて話せていないときに、伝えたつもりが
伝えられていなくて、「そんなこと聞いてなかった」と言われたこ
とがあります。患者さんはいっぱいいっぱいなので、言葉で
だーっと話すだけでなく、書き留めてお伝えすることが必要だな
と思うことがあります。（看護師）

対応が丁
寧でない
（疲れで、
時間なく
て）

• 疲れがたまっている時の当直時間帯に、対応がいつもより丁寧
ではなくなる。（医師）

• 時間に追われて、会話が急ぎ足となり、気持ちを汲み取る余裕
がない（医師）

患者の思
いを理解
しきれな
かった

• 患者さんの意図を理解しきれていなかった事。業務が多忙過ぎ
て話せる時間がなかった時。話しかけてもらったタイミングが業
務で手が離せない時で対応しきれていなかったり、対応が遅れ
たりする時。基本お待たせしたり、遠慮してもらったりしているの
で申し訳ないという思いが常にあります（看護師）

医療者

その他 • 緊急事態の際に、患者対応に追われ、家族への病状説明が
後手に回った。チームを分けて、説明に人員を割くべきだった。
（医師）

• 若いころは思春期の女子とのコミュニケーションは難しかった。
（医師）

• 働き始めのときは正直に分かりませんと言えば不審がられ、
知ったかぶりをしようとしても答えられない葛藤があった。（その
他）
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質問：患者または医療者とのコミュニケーションにおいて
失敗したことはありますか？



（６）コミュニケーションの失敗

回答の抜粋
患者

伝えられ
なかった、
聞けな
かった

• 言いたい事をもっと言えば良かった。が、命を握られているので
中々言えないのが現状。（20代で悪性リンパ腫、男性、医師）・
言語障害・嚥下障害者となり、特に手術から1年の間は、話が
よく伝わらなくて困った。（70代で頭頚部のがん、男性、医師；
看護師）

• 入院中、若手の男性看護師が苦手でした。一度、便が漏れて
しまったことがあり、その処置が下手だし、恥ずかしいし、で、こう
してほしい、など、伝えられず、つらくなり、泣いてしまいました。
看護師さんも困ってしまい、結局女性のベテラン看護師さんに
交代してもらいました。その後、その男性看護師さんのシフトのと
きは、やや気まずい思いをしました。（50代で消化器のがん、女
性、看護師）

• 傷心してるから、こちらは無口。コミュニケーションなんて無理な
んです。（50代で男性特有のがん、男性、医師）

• 日々我慢して生活していることを話しても苦痛は変わらないと思
い話さなかったらなにもないと思われていた。（50代で乳がん、
女性、医師;看護師）

我慢して
しまった、
遠慮して
しまった

• 症状を伝えても、検査をしてもらえないとき、医師は忙しいから
かな、どうしてかな、と納得しないまま、何ヶ月も過ごし、検査し
たときには症状がひどく、もう少しで治らなくなりかけていたとき。
（20代で消化器のがん、女性、医師）

• 主治医があまりに忙しそうなので、質問を遠慮した。なんとなくわ
かったつもりで、済ませてしまった。（40代で乳がん、女性、医
師）

• 非常に混んでいるクリニックなので、後の人のことを思うと時間を
使うことに気後れしてしまい質問したりできなかった

• 疑問に思うことは聞いておく方が良かった（40代で乳がん、女性、
医師；看護師）

• 相手の態度に翻弄されて腹が立ってしまったり、また引いて遠
慮して思ったように言えなかったりした。（40代で乳がん、女性、
医師）

患者

我慢してし
まった、遠
慮してし
まった

• 明日入院だからと痛みを我慢しすぎて、動脈から大出血して
いたのに気づかずすぐ救急車を呼ばなかったら大変なことに
(腹腔内で血が溜まっていたので自覚できなかった)。「あと二
段階前で救急車を呼ばないと、普通は死にます」とこっぴどく
怒られました。痛みって主観だけなので、性格がもろに影響し
て難しいですね。（20代で女性特有のがん、女性、医師；看護
師）

相手のこと
を考えず、
自分本位
になってし
まった

• 初診は内科の若い医師（研修医レベル）で診断が確定してな
いのに外科に回され手術の話が進んだとき、経験ある医師の
外来日に勝手に予約を取った。大人げないことをしたと思った。
（50代で呼吸器のがん、女性、医師）

• 不安を伝えすぎた。我慢が足りなかった。（40代で女性特有
のがん、女性、医師；看護師）

感情的に
なってし
まった

• 冷静になれず、感情で喋ってしまう（40代で乳がん、女性特有
のがん、女性、医師;看護師）

• がん闘病で無職になり、医療費・生活費、ぎりぎりで生活してい
る中、通院を「タクシーで行けば。」と軽く言われた時、キレまし
た。（50代で消化器のがん、女性、看護師）

誤解された • 先進医療の話を聞きたかっただけなのに、転医を希望してい
ると勘違いされた。（40代で乳がん、女性、医師）
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質問：患者または医療者とのコミュニケーションにおいて
失敗したことはありますか？

患者回答（罹患時の年齢、罹患がんの種類、性別、対応した医療者）



患者

その他 • 自分の望む治療を強く言えなかった（30代で呼吸器のがん、
男性、医師）

• 言葉の選択ミスで医師の地雷を踏んでしまったこと。（30代で
頭頚部のがん、女性、医師）

• よく知りもしないことまでも質問して、まるでよく勉強をして何で
も知っているような誤解を与えた。先生のことを信頼していま
すと、言いたくて、お茶の差し入れを持っていったりした。（忙し
い先生は、そんなものは嬉しくなかった。）（40代で乳がん、女
性、医師）

• 手術をしてくださった医師は私のがん種を診るのがはじめて
だったため、術式や術後の薬物療法などの方針が信用できな
かった。医師は真剣に診察してくれていたにも関わらず、信用
しなかったことは大変失礼なことだった。患者にとって、医師を
信用できないことは、最大の不幸であると思うし、信用できるよ
うに自分も質問をしたりなど、努力するべきだった。後に、その
医師に「不安で先生を信頼できず申し訳ありませんでした」と
謝罪し、医師も「不安にさせてしまって力不足で申し訳なかっ
た」と言われ、心から反省し、今はそうならないよう努力してい
る。（30代で消化器のがん、女性、医師）

• 「でも」「だって」と口答えすると「説明を途中でさえぎるな」的な
ことを言われた。でもね（笑）すぐに聞きたくなるのです。患者っ
て必死だから。医師にとっては多数いる患者の中の一人だろう
けど、こっちにとっては、たった１回の人生なので、ある意味死
にものぐるいなんですよね。（50代で女性特有のがん、女性、
医師）

（６）コミュニケーションの失敗

回答の抜粋
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質問：患者または医療者とのコミュニケーションにおいて
失敗したことはありますか？

患者回答（罹患時の年齢、罹患がんの種類、性別、対応した医療者）



（７）医療者の大変さ
• 医療者が「本音とは違うことを言ったり、対応しなければならなかった」ことは、「よくあった」「ときどきあった」
をあわせて75.0％。

• 医療者の中では、「医師」より「看護師」の方が多い。

• 患者が、「医療者も大変だなあ、立場上そう言わざるを得ないよなあ」と感じたことは、「よくあった」「ときどきあった」
をあわせて61.4％。

• 患者が「医療者も大変だなあ」と感じた相手（医療者）は、「医師」が多い。

医療者 患者

医療者別

計 よくあった
ときどきあっ

た

ほとんどな

かった

医師 58 7 34 17

100.0% 12.1% 58.6% 29.3%

看護師(*1) 19 2 16 1

100.0% 10.5% 84.2% 5.3%

ソーシャルワーカー 2 0 1 1

100.0% 0.0% 50.0% 50.0%

薬剤師 4 0 2 2

100.0% 0.0% 50.0% 50.0%

その他 5 1 3 1

100.0% 20.0% 60.0% 20.0%

*1　准看護師　含む

対応した医療者

計 医師

医師+看

護師+その

他

医師+その

他（看護

師除く）

看護師

(看護師

+その他を

含む）

その他 無回答

計 228 86 44 0 13 2 83

100.0% 37.7% 19.3% 0.0% 5.7% 0.9% 36.4%

よくあった 58 30 23 0 5 0 0

100.0% 51.7% 39.7% 0.0% 8.6% 0.0% 0.0%

ときどきあった 82 52 20 0 8 2 0

100.0% 63.4% 24.4% 0.0% 9.8% 2.4% 0.0%

ほとんどなかった 88 4 1 0 0 0 83

100.0% 4.5% 1.1% 0.0% 0.0% 0.0% 94.3%

質問：患者とのコミュニケーションにおいて立場上、
「本音とは違う」ことを言わなければならなかったり、
対応しなければならないことはありますか？

質問：医療者とのコミュニケーションにおいて、
「医療者も大変だなあ」「立場上そう言わざるを得
ないよなあ」と感じたことはありますか？

36



（７）医療者の大変さ
• 医療者が「本音とは違うことを言ったり、対応しなければならな
かった」具体的な内容は、「治療の選択（やった方がいいのに、
やめた方がいいのに）」「家族と患者の意志が異なるとき」「（終
末期の）予後」が多い。

• 一方、患者が「医療者も大変だなあ」と思うことは、コミュニケー
ションに関するものではないが、「医師」「看護師（医師+看護師+
その他）」ともに、「忙しい」が最も多く、「縦社会を感じる（医局内
の上下関係）」も挙がっている。

• 「立場上そう言わざるを得ないよなあ」と思うことは、「患者にとっ
て悪いこと、リスクの説明」「不確かなことは言えない」が多い。

• 「医師」に対しては、「エビデンスに基づいた治療しかできない」も
挙がっている。

患者

全体で２件以上の回答があった内容を抜粋してグラフ化

医療者
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質問：患者とのコミュニケーションにおいて立場上、
「本音とは違う」ことを言わなければならなかったり、
対応しなければならないことはありますか？

質問：医療者とのコミュニケーションにおいて、
「医療者も大変だなあ」「立場上そう言わざるを得
ないよなあ」と感じたことはありますか？



（７）医療者の大変さ
回答の抜粋

医療者

治療の選
択（やった
方いいの
に、やめた
方がいい
のに）

• 高齢で自覚症状のない肺がん患者さんに対し、家族は抗がん
剤治療を望んでいる。私は治療をしないほうがいいと思っている
のに、家族の意向に沿う発言をしないといけない.。（看護師）

• この医者はいけてないと言えない。
私だったらこんな辛い治療はしようとは思わないけど頑張って
と励ましている事。
生活指導はするが私も出来ないわとよく思う。（看護師）

• 処方する意味がないと思っている対症療法としての処方薬を患
者に強く要求され、処方するとき。（医師）

• セカンド・オピニオンに行っている時間がもったいないのになぁと
感じつつも、患者さんの権利なので、全力の笑顔で応えていま
す。（医師）

• 終末期の患者がBSCは医者に見捨てられたと思い込む事が
度々あるので強く進めない事
私は無駄な抗がん剤治療はしたくないし、適応がないならする
べきではないと思っている（医師）

• 看護師としての価値観、自分の価値観と違う選択を患者さんが
されるときに、「本音はそうして欲しくない」と思うことはあります。
根治の可能性があるのに治療をされない患者さん、再発治療
で身体に負担ばかりかかる治療を選択される場合など、選択を
支えたいと思いながらも。（看護師）

家族と患
者の意志
が異なる
とき

• 患者の家族からの希望で、本人に対する病状説明において、
病状や病名について、「優しいウソ」を交えたことがあります。（医
師）

（終末期
の）予後

• ステージ4ガン患者の予後の告知。特に本人が高齢者などの時
は明確に言わないことが多かった。（医師）

• 病状が悪く、本音を言うと治療意欲が削がれると感じた時。（医
師）

治療の順
番など
ルールが
ある

• リハビリを継続したほうがいいのに日数制限のため終了となる。
（医師）

• 保険制度のしがらみ。
メディア等による誤った医療情報は患者の感情を鑑みて短気
に否定はできません。（医師）

医療者

患者に医
療知識へ
の理解が
足りないと
き

• 相手の考えがおかしいと思っても、とりあえず「そうですね」と、
相槌を打つことはよくあります。（医師）

（医師との）
板挟み

• 医師との狭間にいるとき。自分の考えとは裏腹に、医師の言う
通りに言わなければならない時は、心が痛みます。（看護師）

その他 • 民間療法に行ってしまいそうな患者に対し、それは効果が無
いとはっきりいえなかったことがあった。（看護師）

• 臨床試験や治験などを勧める場合には、エビデンスを重視す
るため、自分の経験を押し殺す必要が出ることがある（医師）

• あまりにわがまま、医療者（医師のみならず看護師や助手、研
修医など）に対してひどい扱いを行う患者に対して、チームとし
て治療を請け負うことを拒絶したいができないなど。（医師）
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質問：患者とのコミュニケーションにおいて立場上、
「本音とは違う」ことを言わなければならなかったり、
対応しなければならないことはありますか？

質問：医療者とのコミュニケーションにおいて、
「医療者も大変だなあ」「立場上そう言わざるを得
ないよなあ」と感じたことはありますか？



（７）医療者の大変さ

回答の抜粋

患者

忙しい • 勤務時間。朝早くから夜遅くまでの勤務に、こちらがハラハラし
た。（60代で乳がん、女性、医師；看護師）

• 質問をたくさんしたら、途中で遮られた。「診察待ちの患者さん
がたくさんいるのであなただけに時間をかけられない。また今
度の機会にしませんか？」（20代で頭頚部のがん、女性、医
師）

• 大学病院なので外来診察の患者の多さ、一人ひとり丁寧に答
えてられない状況に納得せざる負えない程いつも多い、一人
ひとり丁寧に対応していたら患者も待たされるのでそこで不満
が出てくる人もいるだろうし・・・的な（40代で呼吸器のがん、男
性、医師）

• ①医師はいったいいつ休みをとっているのだろう、と思うほど精
勤されていること。 ②深夜に巡回され、シモの世話までされ
る看護師さん。頭が下がります。「シモの世話手当」とか、あっ
てもいいと思いますね。（60代で泌尿器のがん、男性、医師；
看護師）

• 何日も帰宅出来てない。と聞いたとき。（それでいて疲れを見
せない丁寧な診察）
最終的な判断を患者に任せるが、それとなく個人的な見解
を言ってくれるとき（50代で消化器のがん、男性、医師）

• 今の主治医は入院中ほぼ毎日病院にいた気がします。聞くと、
救急の執刀も行っているようで、奥さんの作った食事を最近食
べてないなぁ。と言ってました。（30代で消化器のがん、男性、
医師）

• 大きな病院でほんとに忙しいのが目に見えてわかる。患者数も
多くて、時間も限られてるのに、、でも主治医は優しいです。で
も、3時くらいまで診察が押すことも。呼吸器外科の主治医な
のですが、外来の診察。週3回。手術、入院患者、緩和病棟、
学会、教育、看護学校のテスト作りなんかもしてはるそう、、、
ほんと忙しいんだろーなぁと思います。（70代で呼吸器のがん、
女性、医師）

患者

患者にとっ
て悪いこと、
リスクの説
明

• 説明の際に、必ずリスク内容について話しをされること。わかっ
ている、ということまで伝えないといけないのだな、と。（20代で
乳がん、女性、医師）

• これは、私自身の時ではなく、身内の者の時「大変だなあ」と
思ったのですが、がん告知の時です。「あなたはがんです。」と
告知を受けた時、ショックでもあり、どこにぶつけて良いのかわ
からない怒りを感じました。それで、医師は淡々と事実を本人
とその家族に伝えるしかないのですが、私達家族にとっては
「そんな言い方ないんじゃないの？」と医師に対して腹が立ち
ましたが、冷静に今思えば、大変だなぁとつくづく感じます。
（50代で乳がん、女性、医師）

不確かなこ
とは言えな
い

• ひとつひとつの言葉にとても気を遣っているんだなぁと感じまし
た。「絶対」という言葉を使えないのは充分に理解はしています
が、患者側からみるとその言葉が欲しいんですよね。難しい話
ですけど。（20代で頭頚部のがん、男性、医師）

• 家族が病室で、回診の医療関係者と遭遇したときなど、つい、
家族は「大丈夫でしょうか？」「(これをすれば)完治しますよ
ね？」などと、詰めようような言い方をすることもあったのです
が、医療関係者の方々は「絶対に」や「大丈夫です」という言
葉は使えないのがそばでわかり、申し訳ない気持ちになりまし
た。「回復の可能性が高くなると思われます」というような言い
方をされました。「ということは、治るってことですか？」と、また
家族が追い打ちをかけ、ハラハラしたこともあります。（50代で
消化器のがん、女性、医師;看護師）

• 医師は患者がききたいと思っている「絶対治ります」と言えない。
そういうのはインチキだけど、絶対治ると言われたい患者にとっ
ては、インチキに引っかかる気持ちもわかる。医師の話し方や、
話す内容が患者が医療を放棄することにつながることも多々
ある。（40代で乳がん、女性、医師）
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質問：患者とのコミュニケーションにおいて立場上、
「本音とは違う」ことを言わなければならなかったり、
対応しなければならないことはありますか？

質問：医療者とのコミュニケーションにおいて、
「医療者も大変だなあ」「立場上そう言わざるを得
ないよなあ」と感じたことはありますか？

患者回答（罹患時の年齢、罹患がんの種類、性別、対応した医療者）



（７）医療者の大変さ

回答の抜粋

患者

縦社会を
感じる（医
局内の上
下関係）

• 教授の意見が絶対。さっき言ってた事が次来た時には変わっ
ていた。その間医者の会議があった。患者に一番良い治療
じゃなく教授の顔色伺った結果の治療方針。（20代で悪性リン
パ腫、男性、医師）

• 看護師は未だに、医師の手下、子分、放射線技師も同じ。専
門職としてのアドバイスは出来ない環境(今も仕事で、この医
師とは関わるが、基本的なところは変わっていない)。医師とコ
メディカルとして、対等に話しもできない、すなわちカンファでも
ドラマの様に「御意」状態で、気の毒だと思ったが、その不利益
を患者が被るのは納得出来なかった。（40代で乳がん、女性、
看護師；薬剤師；放射線技師）

• （看護師、ソーシャルワーカー）ご本人はもっと踏み込んで患
者の力になりたくても、病院や医師の意向を優先させなければ
ならないとジレンマを感じた。
（医師）白い巨塔の世界。教授の回診のとき、やたら気を遣
い、順調をアピールしている医師がいた。（30代で消化器のが
ん、男性、医師;看護師;ソーシャルワーカー）

理不尽、感
情的な患
者対応

• 私自身ではないですが、同室のお年寄りの患者の方が非常に
わがままで自分勝手な行動をしてしまう方で、それに対して全
力で向き合ってしっかり叱る姿勢には感銘を受けました。がん
になるとどうしても感情のコントロールができず、わがままになっ
てしまう方も多いと思うので、医療者も大変なんだなと痛感し
ました。（20代で頭頚部のがん、男性、看護師）

エビデンス
に基づいた
治療しかで
きない

• 発言については、必ずエビデンスに添ったことしかいわないの
で、どうしても硬い表現が多くなりますが、色んな患者がいるか
ら....。と僕の前では言って、ぶっちゃけた話しもしてくれるように
なりました。（30代で消化器のがん、男性、医師）

• こんな治療法で効果があった人がいると言っても、医師はエビ
デンスに基づかないことは軽はずみに言えない。（40代で頭頚
部のがん、女性、医師）

患者

治療の選
択

• 術式を決めるとき、私に選択権をくださいましたが、どっちをと
るか医師自身ものすごく悩んでおり頭を抱えていました。（20
代で乳がん、女性、医師）

悪い状況
（病状）での
（患者へ
の）接し方

• 厳しい状況でも、患者を出来るだけ勇気付け、不安を取り除こ
うと一生懸命。（40代で消化器のがん、女性、医師）

• 悪いがんのパターンと判明したときに、励ましてくれた感じが無
理めな理由だった（40代で乳がん、女性、看護師）

その他 • よく知らない事に関して答えないといけないとき。（40代で消化
器のがん、男性、医師）

• 医師として成長している人でも、若い医師の場合は、人として
成長出来ていないが為に、患者との年齢差を埋めれるだけの
コミュニケーション能力が未熟である。（50代で消化器のがん、
男性、医師）

• コミュニケーションでは無いかもしれませんが、有名人ががんを
公表するたびに検査を受けに来る人が増えて大変そうだった。
すべての検査機関で速やかに検査を受けられるシステムがあ
ると良いと思った。（ほとんどの検査機関は予約制で数か月先
まで待たないといけないので、予約制をたらない担当医のクリ
ニックに検査希望者が集中していた）（40代で乳がん、女性、
医師）

• ものすごく忙しい現場で患者を捌きながら、患者のニーズに応
えるのは本当に大変だと思う。様々な患者の価値観、理解力
に応じてコミュニケーションをとるのはかなり力量を求められる
と思う。（50代で乳がん、女性、医師）

• 本当は、手術を受ける前に、同じ病気の方に会いたかったが、
プライバシーの問題で病院からは紹介してもらえない。（40代
で頭頚部のがん、女性、医師）
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質問：患者とのコミュニケーションにおいて立場上、
「本音とは違う」ことを言わなければならなかったり、
対応しなければならないことはありますか？

質問：医療者とのコミュニケーションにおいて、
「医療者も大変だなあ」「立場上そう言わざるを得
ないよなあ」と感じたことはありますか？

患者回答（罹患時の年齢、罹患がんの種類、性別、対応した医療者）



（８）意識や行動の変化
• 「患者または医療者からの言動で、意識や行動に変化」があったのは、「よくあった」「ときどきあった」をあわせて、
医療者は71.6％、患者は55.7％。

• 医療者の中では、「医師」より「看護師」の方が多い。

医療者 患者

質問：患者または医療者からの言動で、
あなた自身に意識や行動に変化がありましたか？

医療者別

計 よくあった
ときどきあっ

た

ほとんどな

かった

医師 58 11 26 21

100.0% 19.0% 44.8% 36.2%

看護師(*1) 19 3 14 2

100.0% 15.8% 73.7% 10.5%

ソーシャルワーカー 2 1 1 0

100.0% 50.0% 50.0% 0.0%

薬剤師 4 1 2 1

100.0% 25.0% 50.0% 25.0%

その他 5 0 4 1

100.0% 0.0% 80.0% 20.0%

*1　准看護師　含む

対応した医療者

計 医師

医師+看

護師+その

他

医師+その

他（看護

師除く）

看護師

(看護師

+その他を

含む）

その他 無回答

計 228 54 48 4 14 3 105

100.0% 23.7% 21.1% 1.8% 6.1% 1.3% 46.1%

よくあった 36 13 18 2 2 0 1

100.0% 36.1% 50.0% 5.6% 5.6% 0.0% 2.8%

ときどきあった 91 41 29 2 12 3 4

100.0% 45.1% 31.9% 2.2% 13.2% 3.3% 4.4%

ほとんどなかった 101 0 1 0 0 0 100

100.0% 0.0% 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 99.0%
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（８）意識や行動の変化

• 「意識や行動の変化」の具体的な内容は、医療者は「頑張ろ
うと思った」や「言葉など表現に気を付ける」「患者の立場にな
る、患者に合わせるなど行動を改める」が多い。

• 一方で、「対応が保守的にならざるを得ない」というネガティブ
な変化も挙げられている。

• 患者は、「前向きになった」が最も多い。次に「自分でも努力す
るようになった」「気が楽になった」など、ポジティブな変化が多
い。

医療者

患者

全体で２件以上の回答があった内容を抜粋してグラフ化

42

質問：患者または医療者からの言動で、
あなた自身に意識や行動に変化がありましたか？



（８）意識や行動の変化
回答の抜粋

医療者

頑張ろうと
思った

• 患者様から嬉しい感謝の気持ちをもらったが、私自身は全力の
対応ができなかったと感じていたので、このままではだめだと思
い、より勉強に力を入れた。（薬剤師）

• 主治医として全幅の信頼をしてもらった時に、自他ともに胸を張
れる治療をしているのか…常に自分にフィードバックされるし、し
続けなければいけないと思っている。（医師）

• 感謝されることで、よりいっそう、他の患者さんのために尽くそうと
思った。親子（母親と娘）とも自分の患者で、母親の診察時に娘
とその子供を連れてきてくれて、子供の成長をみせてくれた。
（医師）

• 丁寧な対応とお褒めの言葉をいただくと、さらに改善していくこと
はないかと前向きに取り組める。（医師）

言葉など
表現に気
を付ける

• 「頑張ってください」ではなく「いっしょに頑張りましょう」といわれ
たのが嬉しかったと言われたとき、細かい表現に気をつけること
の重要性を再認識した。（医師）

• 使う言葉には、それぞれの人によって、共通理解できない意味
があって、患者さんの表情を見ながら、この言葉は使わない方
がいいなとか、この表現の方がいいかなと工夫をしているつもり
です。（医師）

• 考えながら説明する際に「とりあえず」という表現を使う癖があっ
たが、シビアな説明の際に憤慨され、言葉遣いを見直した。（医
師）

患者の立
場になる、
患者にあ
わせるな
ど行動を
改める

• 些細なことで怒鳴られても、患者の立場に立ってみれば、その
気持ちもよくわかると感じたこと。（その他）

• 患者の年齢・教育・知的レベルに合わせ、positive politenessと
negative politenessを使い分けています。（医師）

医療者

対応が保
守的になら
ざるを得な
い

• 理不尽なクレームがあると、保守的にならざるを得ない。（医
師）

• 基本的には患者の口調や態度など見て合わせるので、相手
によってころころ変ると自覚しています。やはり批判的な相手に
は防衛的になってしまいます。（医師）

その他 • 患者の気持ちは変わるもの。自分の主張したことを完全に忘
れている人がいる。患者が強く望んでも、自分が納得できない
治療は自分ではやらないと決めた。後で患者に「どうしてこんな
治療をした」と言われた。「あんたがそれを強く望んだんでしょ」
（医師）

• 痛みを全て取らないで下さい！生きてるって実感するんで！と
言われてそういう考えもあるのか、と目から鱗（医師）

• ターミナルの人に辛いねってマイナスな事ばっかり言わんと希
望を見させてと言われました。それからこうしたから良くなると
か心が少しでも晴れやかになる事は積極的に話す様にしてま
す。
未来ある青年の死を通して人生しっかり生き切ろうと思えた
事。（看護師）

• 不信感を抱きそうと感じた時に、時間とスペースをあけて説明
すること。（医師）

• 患者家族の気がかりを訊くことで、自分が意識していなかった
問題点が浮かび上がった。（医師）
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質問：患者または医療者からの言動で、
あなた自身に意識や行動に変化がありましたか？



（８）意識や行動の変化

回答の抜粋
患者

前向きに
なった

• 入院中、週末も休みなく平日も遅くまでいて体調を気遣ってくれ
て、諦めるにはまだまだ若すぎると言ってくれたり、病院の規則
に縛られず食べたい物を食べたいだけ食べて良いと持ち込みや
外食する事に対して目をつむってくれた。もし、病院食以外ダメ
となっていたら衰弱して今ごろ生きていられなかったと思う。その
陰で先生は看護師や上司から責められていたようですが…（50
代で呼吸器のがん、男性、医師）

• 頑張りすぎないこと、結果に一喜一憂しないことというのは意識
を前向きに変えることができた。（20代で白血病、男性、医師；
看護師）

• 手術で障害が残るので、もう今の職業(サービス業)はできないと
思っていたが、同じ手術をした方でサービス業で働いている人も
いると教えてくれた。職場復帰を諦めず治療に向かえた。（40
代で頭頚部のがん、女性、医師）

• 乳がんの手術直後、病室に来て手術の説明してくださったドク
ターが、「よく頑張ったよ」と言ってくださいました。私は何もして
いないし、ただ麻酔で眠っていただけなのに・・・。褒められたこと
がこれほど嬉しいことはありませんでした。「どうも有難うございま
した！」ともちろん言いましたが、「この先生となら、ずっと頑張っ
て治療していける」と確信した瞬間でした。（50代で乳がん、女
性、医師）

• 「がん患者だからと言ってあまり縮こまらず、やりたい事があるな
ら、どんどんチャレンジしなさい」的な言葉を沢山頂きました。
（40代で直腸がん、男性、医師;看護師;コーディネーター）

• どちらの病院で治療するか迷ったとき、「ぶれちゃだめだ」と言い、
その日のうちにセカンドオピニオンへの紹介状と医療情報提供
書を用意し、送り出してくれた医師に今でも感謝しており、その
言葉は自分の道標になっている。
家族をバス停まで見送る外出許可が出なかったとき、わたし
がリハビリで院内をしっかり歩けている様子を見ていた看護師さ
んが、医師に掛け合い外出許可をとってくれた。対人間として患
者の気持ちに寄り添い動いてくれたことに感動した。（40代で消
化器のがん、男性、医師；看護師）

患者

前向きに
なった

• 「一緒にがんばりましょうね」のひとことが、やはり嬉しかったで
す。
それから、「最善を尽くします」「一番いい方法を一緒に考え
ましょう」という言い方も、ありがたいと思います。（50代で消化
器のがん、女性、医師；看護師）

• 先生も看護師も、皆さん前向きなので、私も前向きになれる！
（40代で呼吸器のがん、女性、医師;看護師）

• がんときいて、最初は余命とか考えたが、医師の「薬はいくらで
もある」「完治する可能性が高い」「すぐ仕事していい」という言
葉、そして、いつも淡々とドSなことでもあっけらかんとしていう態
度に、不安は消えて行った。再発したら、また、この人について
行って立ち向かえば良いと考えるようになった。（50代で乳が
ん、女性、医師）

自分でも努
力するよう
になった

• 「生きる為に、出来る事をやって下さい」と言われた。治すのは
病院じゃない自分だ。病院はそのお手伝いさん。（50代で大
腸がん、男性、看護師）

• 術前の診察で「知識が不足している、または勉強が足らない
患者さんはオーバースペックな医療を要求するから残念だ。
自分の病気をよく調べている患者さんは、ハイスペックな医療
を手に入れられる」という主旨のお話があった（ドクターの真意
とは違う受け止め方をしたかもしれないが）。ハイスペックな医
療、という感覚自体が新鮮だったし、広範な知識がなければ
何が自分にとってハイスペックかもわからないと思い、幅広く情
報を収集した。（50代で消化器のがん、女性、医師）

• しっかり自分の病気と向き合う大切さを学びました。自分の病
気が分からない事ほど不安な事はないからです。なので「良く
勉強されていますね」の言葉掛けはとても嬉しかったです。
（40代で消化器のがん、女性、医師;看護師）
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質問：患者または医療者からの言動で、
あなた自身に意識や行動に変化がありましたか？

患者回答（罹患時の年齢、罹患がんの種類、性別、対応した医療者）



（８）意識や行動の変化

回答の抜粋
患者

気が楽に
なった

• 治療中 辛い時など、家事などについて、手抜きしても大丈夫だ
よ。と言ってもらえて 嬉しかったです。（40代で頭頚部のがん、
女性、看護師）

• 落ち込むのは当たり前、いつでもお話聞きます、と励ましの言葉
をいただいて、距離が近くなったような気がして心が少し軽くなっ
た。（20代で乳がん、女性、医師；看護師）

• 外科初診の日に、初めての入院と手術を指示され、信じられな
かったですが Dr.の言葉使いや、冷静に 顔を見ながら説明を
してくださる態度に 信頼を寄せていきました。術後どんな経過
をたどるか？丁寧に話してくれました。（60代で胸腺腫、女性、
医師）

治療との
向き合い
方

• 乳がんだったため、再建にばかり気を取られていた私に、命が
大事と諭してくれた私の主治医。生きているからこその身体
（胸）なのだと、失うことの迷いを吹っ切らせてくれた。（40代で
乳がん、女性、医師）

• 医師の前ではちょっとした我慢をしなくなった。伝えて、応えても
らった事を、患者として受け止め、咀嚼して、対応する。という冷
静な対応法を学んだ。（40代で消化器のがん、男性、医師）

• がんに対して「やっつける対象/叩き潰すべき対象」から、「焦ら
ずに長く付き合う中で、まずは悪化や増大を抑えて、あわよくば
縮小を狙うもの」という意識転換がなされた。（40代で消化器の
がん、男性、医師）

• 抗がん剤中の食事。様々な本をくれる人がいて、特に食事が極
端から極端に走っていた。肉は良くないとか。小麦粉は良くない
とか。それを柔らかく修正してくれたこと。（50代で乳がん、女性、
医師；看護師）

医師との
向き合い
方

• 医師とのコミュニケーションの取り方に関する冊子をいただき、
医師と意思疎通するために患者がここまで心を砕かないといけ
ないのか、と感じました。それでも長く治療が続くので、冊子をも
とに診察日にはいつも構えて行きます。（50代で乳がん、女性、
ソーシャルワーカー；相談センターの担当者）

患者

医師との向
き合い方

• 医師も我々と変わらない人間。不完全な存在。むしろ、医学
的な部分以外はビジネスマンの方が長けていると感じた。よっ
て医療者との相性に関わらず、目的意識を持って、今あるリ
ソースを最大限に活用して最良の結果が出せるよう、自身の
治療を自分がリーダーのひとつのプロジェクトと捉え進めるよう
になった。（30代で消化器のがん、男性、医師）

伝えたいこ
とは伝え、
聞きたいこ
とは聞くよう
になった

• 聞きたいことはすべて回答してくれました。そしてわからないこ
とはわからないとはっきり言われることもありました。医師だから
といって何でもわかることでもないんだと知りました。ですが、こ
ちらの気持ちが強ければ、違う分野のことでも調べてくれること
もありました。本当は医師の方から話してもらいたいですが、コ
ミュニケーションはどちらが先でもいいんだとわかりましたので、
自分から話しかける方が多くなってもいいと思いました。（30代
で乳がん、女性、医師）

自分のこと
は自分で決
める、医者
任せにはで
きないと考
えるように
なった

• 自分で道は拓かなくてはいけない！自分の命は自分で守らな
ければならない！○○○市のレベルが低いのは、私たち患者
の質にも問題が有ると改めて考えさせてもらった。
QOLとは、環境は人が作るを身をもって学んだ。（40代で乳が
ん、女性、医師；看護師；薬剤師;ナースエイド）

その他 • 「医師は報酬も社会的地位も高い」 と思っていましたが、すぐ
れた医療を受ければ受けるほど、 「報酬も地位も高くて当然」
と思うようになりました。勿論、その逆の場合もありますが･･･。
（60代で泌尿器のがん、男性、医師）

• 現状と見通しについてはっきりと言っていただいて心が整理で
きた。（50代で消化器のがん、男性、医師）
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質問：患者または医療者からの言動で、
あなた自身に意識や行動に変化がありましたか？

患者回答（罹患時の年齢、罹患がんの種類、性別、対応した医療者）



（９）患者と医療者とのコミュニケーション

回答の抜粋

医療者

• 医師と患者、特に癌患者とのコミニケーションはとても難しい。予後が良い場
合ばかりでは無いことから、本人だけではなく家族の死生観、そして生き方そ
のものに接しなくてはいけない部分は、ある意味辛い。ただし残り時間が少なく
ても、いち人間として接するといった基本的な事が何より患者さんの為になる
のではないかと、信じたい。（医師）

• 前提にしている情報や知識が違うので、難しい・・。私が営業職や作業機械の
説明を受けているようなものですね。ただ、自分の体や命というご本人にとって
最大の関心事であるはずの内容なので、患者さんはもっと興味を持って話し
てもらえるといいのですが。ネットなどで半端に勉強しても裏目に出たりむしろ
主治医の反発を招いたり・・患者さんはすごく主治医に気を遣っていると思い
ます。知ってても知らないふりしたり・・・患者としての経験もあり、コンサルト業
務をしている医療者なのでそのように見えます。（医師）

• 患者とのコミュニケーションもだが、看護師、技師など多職種とのコミュニケー
ションも難しい（医師）

• 無駄な医療は法律で決めて欲しい。がん患者の要求はどんなに説明しても受
け入れてもらえないことがある。家族の意見まで考慮するのは消耗することも。
ＡＣＰ国民に浸透し、変更可能としても合意があると無駄な医療は軽減するの
ではないでしょうか？（医師）

• 患者さんが知りたいことや伝えたいと思っていることを、注意深く伺ってその都
度迅速に対処出来るような時間的余裕が必要だと思います。（その他）

• 患者とのコミュニケーションについて、学生や研修医の時にもっと深く学ぶべき
だと思います（医師）

• 医師の説明のしかたひとつで患者さんの気持ちは大きく違う。一緒にがんと
戦っていきましょうという発言１つで患者さんは救われる。患者さんの気持ちを
汲んでICができる医師であって欲しいと思います。（看護師）

医療者

• 看護師も医療者だから、もっと責任を取れるようにするべき。コミュニケーショ
ンは、医師より看護師の方が上手いはず。（医師）

• じっくり話を聞くには１時間に4人くらいしか診察できない。保険診療でやってい
ては成り立たない。職員に給与を払えなくなる（医師）

• (あくまで少ない経験からの個人的見解です。)
私の病院で患者からのクレームが多い医師は次のようなタイプの先生が多
いと感じてます。
"たとえわかりやすく説明したつもりでも、必ずしも患者が自分の話を理解でき
るとは限らない"という事の認識のあまい医師。
医師になるまで進学校で、そのまま医学部、病院と進んだ医師の中には、
極めて閉鎖的な社会にいて一般社会経験の薄さから自らの社会性の無さに
無自覚の方が稀におられます。
教育の面でも、地方公立小学校では小6でも九九が出来ない子が沢山いる
し、高卒でも微分積分の言葉すら知らず、ましてや英語なんて全くわからない
人は沢山います。たとえ社会でちゃんと生きていても、医師の思う"常識"とは
かけ離れた"常識"で生きている水準の人か世の中には多数いる事を理解す
るべきだと思います。
プライドの高い先生ほど、自分の優位性に酔うだけであまり歩み寄る事はな
い印象です。
患者側にも理解する努力が必要ですが、医師が合わせた方が効率が良い
と私は感じています。（医師）

• 大抵の患者は病気となった時、不都合な事実をあたかも医療者の責任にした
がる。
対等の立場で関わる事が少ない、コンシェルジュに相談するように病院に来
る。基本姿勢が理解できない。
またがんになって自分の病気について学んでこない、又はいい年をしてネット
の情報を信じ、ガイドラインなど読みとく人は少ない。
だから自己責任、自己決定について意識できる患者は非常に少ない（医
師）

• 医療の根底は、まずはコミュニケーションと思います。極論を言えば、誤った医
療を推奨する医師に対し、全幅の信頼を患者が置いた場合、その医療は成
立します。患者目線で一緒に頑張る姿勢を持てば、信頼は得られると思いま
す。（医師）

質問：患者と医療者とのコミュニケーションについて
これまでの設問で伝えきれなかったことがござ
いましたら、是非お教えください
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（９）患者と医療者とのコミュニケーション
回答の抜粋

• 患者

• 診察時間は短いので、患者はドクターにお任せせず、自分の病気のことは勉
強し、ドクターにわからないことは、遠慮なく質問すること。また、ドクターは患者
がどこまで理解しているかをいつも考えながら、診察してほしいこと。高齢者で
本人がわからない場合などは、家族やソーシャルワーカーの方などに来ても
らって、病状を良く理解して、その治療法もよく理解してから、治療してほしい
こと。ドクターと患者は二人三脚でなければ良い治療はできないと思うからです。
（50代で乳がん、女性）

• 「おかわりありませんか」と聞かれますが、なにがどうなったらアンテナを張らな
いといけない信号なのか患者は分かりません。こんな症状があったら教えて欲
しいとか、尋ねてもいいことが判断できるチェック項目を知りたいです。（40代
で乳がん、女性）

• 患者の納得を優先したコミュニケーション（70代で男性特有のがん、男性）

• どんな素晴らしい先生でも、やはり人間同士なので合う・合わないはあると思
います。
私の場合はコミュニケーションを取りやすい「合う」先生だったのですが（先生
が合わせてくれていると思いますが）、話しにくい間柄だと大変だと思います。
間に看護師さんに入っていただくのか、合う先生を探せばいいのか、そんな
時は皆さんどうされていたのか聞きたいです。（40代で乳がん、女性）

• 医療関係者からマイナスなことばが出ると、患者側は更に落ち込むし、もう治
療をやめようかとか諦めようかとか思って悩むことがあります。伝えなければな
らないよくない事項は伝えてもらうべきだけど、こちらが前向きに治療しようと思
えるように医療関係者も前向きに接してもらいたいと思うことが何度もあります。
医療関係者の言葉は薬にも毒にもなります（40代で乳がん、女性）

• 患者力と言いますが、どうしたら主治医と人間同士として意思疎通がうまく行く
のか悩んで、鬱になりました。初診から、術後一年たちましたが、（主治医の説
明不足と不誠実な対応でいまだに主治医を信用できていません。
でも、近くに病院がここ1件しかなく、後は1時間以上かけて通わないといけな
いところばかりで、母子家庭の身で何かあった場合通いやすいというのが一番
条件で選択肢が無かったというのが現状です。
病院を選べない、乳腺外科が一人しかいない、言い切りと専門用語を多用
する外科医しかいない。こんな状態で、いったいどうしたら自分に最善の状態
にできるのか。病院選びが出来ないから仕方ないと言い聞かせています。（40
代で乳がん、女性）

患者

• 色々知りたいけど、何をどう聞いていいかがわからない。ドクターの方から病気
に関係する情報や、質問した事に関連した情報などをできるだけたくさん教え
てくれると嬉しい。（40代で呼吸器のがん、男性）

• ・治療方法について『ご自身で決めて下さい』と言われます。病気になっただけ
でも混乱しているのに、初めて聞く治療方法の選択がそれぞれどのような内容
なのかなんて、わかる余裕ありません。医師が忙しいのはよくわかるので、看
護師等のサポートで説明をしてもらうような仕組みがあればいいなぁと思いま
す。（50代で呼吸器のがん、女性）

• 人と人のコミュニケーションなので相性はあると思う。工夫しても限界がある場
合は第三者を介しての診察など、臨機応変なコミュニケーションがあっても良
いと思った。（30代で白血病、男性）

• 単に痛みを痛いとか伝えるのではなく、『〇〇の症状があるので、〇〇出来ず
に困っている』と言うような伝え方をしています。そうする事で、困っていること
を明確に主治医に伝えられて 主治医の先生も困っていることに対しての対応
をして頂けます。（40代で頭頚部のがん、女性）

• 医療者も患者とのコミュニケーションで悩んでいる人は意外と多いと感じます。
お互い人間なので仕方ないところもありますが、患者も医療者も良い信頼関
係が築ければ、良い医療(あくまでも精神的な部分で)が受けられると思います。
（20代で消化器のがん、男性）

• 辛い治療を乗り越えられるかは医療職の関わりが鍵になると思う。退院時に、
まだここにいたいな、と思える雰囲気を作ってくれたため、辛い思い出だけでな
く、暖かい思い出もたくさんできた。（10代で脳腫瘍、女性）

• 医療者と患者が一緒に最善の治療を決めることが必要。治療後、どのような
人生を過ごしたいのか、そこまで考え患者ひとりひとりに合ったオーダーメイド
の医療であるべき。
患者も医師にこうしたい、こう生きたいと何が一番大切かを伝える力(患者
力)も必要。知ることが大事。知識は治療を選択する力になる。自分で納得し
て選んだ治療なら前向きに取り組める。（40代で頭頚部のがん、女性）

• 事前に看護師などと問診し、問診した看護師なども診察に入って、ミスコミュ
ニケーションがないよう、また、診察がより有意義なものになるような仕組みを
すべての患者さんで導入してほしい（30代で乳がん、女性）
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質問：患者と医療者とのコミュニケーションについて
これまでの設問で伝えきれなかったことがござ
いましたら、是非お教えください

患者回答（罹患時の年齢、罹患がんの種類）



（９）患者と医療者とのコミュニケーション

回答の抜粋

患者

• 短時間に、うまくコミュニケーションできるよう、ガイドラインの存在や、標準治
療などを学べる機会があればと思った。学会に参加し、ガイドラインや治療方
針などに関する書籍を購入した事で、漸く医師の意図や選択肢が理解出来る
ようになったが、そこに至るまで時間がかかったので。（40代で乳がん、女性）

• 私が白血病の治療受けたのは20年前。その頃はコミュニケーションを重視す
るお医者さんが今よりもう少し多かった気がします。
しかし、現在は高度医療機関とかかりつけの町医者のとても連携されている
とはいえない状況で紹介状を持って行かなくては、治療してほしい先生の元へ
病院へ行けない、検査だけでも数ヶ月に及ぶ待ち期間、やっと辿り着いた主
治医も忙しくし過ぎてコミュニケーションを取らない、こちらが自身の状態を伝
えたくとも、聞いてもらえない…
その後の白血病以外の、このときは直腸ポリープでしたが、最近になればな
るほど医師と患者の距離が遠のくイメージもあります。
そしてあの頃、親身になって下さったスタッフの方ほどその後体調を崩され
一線を退かれてしまっている現実も患者側も見知っております。
何か根本的な事が崩れてしまったのでは…と今後を虚ろう私です。（30代で
急性骨髄性白血病 、女性）

• 医師や看護師はものすごい仕事量と緊張感の中で働いてらっしゃるなぁと。そ
こに、患者や家族が「どこにもぶつけようのない感情」を医療者にぶつけている
状況をよく見ます。結局ぶつけられた医師や看護師が忍耐強く対応されてい
るのだけれど、必ずしも医師や看護師のコミュニケーションの問題ではないなと。
患者や家族が孤独で、基本的には医療者としかコミュニケーションの場がな
いという状況が一つの原因だと思うので、他の医療者や医療者以外が聴くこと
を通して患者や家族の感情を整理する役割を担う場が増えた方がよいんじゃ
ないかと思っています。（20代で女性特有のがん、女性）

• 聞きやすい、伝えやすい、「場づくり」が重要と感じました。医療者側が行うの
が合理的でしょうが、医療者側が出来ていない場合、患者側が努力するしか
ないですね。
薬局での問診について。風邪薬の説明を受けている患者の横で、がんという
シリアスな病状についてあれこれ聞かれるのは苦痛。プライバシーをどう考え
ているのか…（30代で消化器のがん、男性）

患者

• 結局は、信頼関係だと思います。病院、主治医、看護師をはじめとした医療
関係者を信頼できるか、でコミュニケーションは変わってきます。
好ましいと思っている相手からなら、言われたことも受け止められますから。
また、医師(特に外科医の先生)には、医師としての仕事以上にコミュニケー
ションまで多くを求めない方がいいかもしれないと感じます。
つまり、技術的なことも上手で、医療の豊富な知識と経験もあり、それを活か
しての一人一人への的確な判断もできて、その上人当たりもよく、言葉を選ん
で言える方が良い医師、というのは患者も求めすぎと思います。看護師さんも、
点滴や注射が上手で、処置も上手だけど、話し下手な方がいますが、それで
も、患者が快適な看護が受けられるならよいかな、とも思います。
特に大病院の入院中の看護師さんは、チームで動いていますから、話しや
すい方、心温まることを言ってくださる方、処置などがすごく上手な方と、色々
な方がいらして、患者も案外、相手をみてお願いしたりしてるものです。
どんな人間関係もそうですが、信頼関係があるかないかで、コミュニケーショ
ンが変わってくるように思います。（50代で消化器のがん、女性）

• 患者と医療者のコミュニケーションは大切だと思いますが、心のケアを専門に
してくれたり、相談できる人がいたら良いのにと入院中に感じました。（40代で
女性特有のがん、女性）

• 主治医がわからないことはいつでも何でも聞いていい、と言ってくれているが
やっぱり忙しそうにしていると遠慮がちになる。（30代で消化器のがん、女性）

• 病棟の看護士さんなどには、十分謝意を伝えるチャンスがあるけど、ドクター、
とくに手術のスタッフには御礼する機会がない。術前の質問はいっぱいしたの
に、術後、ろくにお礼も言わず退院して、心残り、かな。もっとお礼を言える機
会があったら、次もいい関係が作れそうな気がする。（50代でｇｉｓｔ、女性）

• 患者は医療者がなんでも知ってると思いがちで、無理なことを言ってくる患者
がいるようですが、なるべく医療者が気持ちよく関わってくれるよう、患者も勉
強するべきだと思います。
医療者も同様で、患者でないとわからないことや、なんとなく言い出せない言
葉を拾ってく努力が必要だと思います。
それができればかなり医療も進歩するし、生存率も上がるとおもいます。（40
代で消化器のがん、男性）
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質問：患者と医療者とのコミュニケーションについて
これまでの設問で伝えきれなかったことがござ
いましたら、是非お教えください

患者回答（罹患時の年齢、罹患がんの種類）



■コミュニケーション（相互理解）

《医療者》
○ 医療者は、患者に「わかってもらえなかった」ことがあったのは64.7％、「わからなかった」ことがあったのは45.5％。
• 「わかってもらえなかった」 事実を正しく受け入れてもらえなかったり、自分の都合のいいように解釈された。
• 「わからなかった」 話がまとまっておらず、わかりにくい。

○ 95.5％はコミュニケーションの工夫をしている。
• 傾聴する、平易な言葉を使う、相手に合わせる・相手の思いを想像する、説明を書いて可視化する。

《患 者》
○ 患者は、医療者に「わかってもらえなかった」ことがあったのは57.9％、「わからなかった」ことがあったのは35.1％。
• 「わかってもらえかった」 不安や辛さが伝わらず（うまく伝えられない）、納得した対応がしてもらえない、話を聞い
てもらえない。

• 「わからなかった」 説明が難しい、説明不足。

○ 68.0％はコミュニケーションの工夫をしている。
• 伝えたいこと・聞きたいことをメモ・まとめておく、話し方・姿勢、納得いくまで聞く。

《お互いから見えること》
• 医療者・患者ともに、相手の言うことはわかったが、自分の言うことはわかってもらえなかった、と感じる傾向にあり、
それは、医療者の方が多い。

• 患者の「説明が難しい」に対して医療者は「平易な言葉を使う」、医療者の「話がまとまっていない」に対して患者
は「伝えたいことをメモしておく」と、双方コミュニケーションの重要性を認識して、それぞれに工夫をしていることが
伺える。

４．まとめ
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４．まとめ
■嬉しかったこと・支えになったこと、嫌だった・辛かったこと、意識・行動の変化

《医療者》
○ 医療者は、「嬉しかった・支えになった」ことがあったのは96.6％、「嫌だった・辛かった」ことがあったのは71.5％。
• ＜嬉しかった・支えになった＞ 感謝の言葉。
• ＜嫌だった・辛かった＞ 攻撃的な態度・嫌な言い方、期待した結果がでないと医療側の落ち度と言われる。

○ 患者からの言動で、意識・行動に変化があったのは71.6％。
• 具体的な変化は、頑張ろうと思った、言葉など表現に気を付ける、患者の立場になる。

《患 者》
○ 患者は、「嬉しかった・支えになった」ことがあったのは89.5％、「嫌だった・辛かった」ことがあったのは52.2％。
• ＜嬉しかった・支えになった＞ 「大丈夫、安心して」と言ってくれた、「一緒にがんばろう」と言ってくれた、肯定して
くれる・否定しない・認めてくれる・褒めてくれる。

• ＜嫌だった・辛かった＞ 希望をなくす・不安を煽るような言葉、無神経な対応、事務的・冷たい対応。

○ 医療者からの言動で、意識・行動に変化があったのは55.7％。
• 具体的な変化は、前向きになった、自分でも努力するようになった、気が楽になった。

《お互いから見えること》
○ お互いの言動は、医療者・患者それぞれの意識や行動にポジティブな影響を与えることが多い。

■医療者の大変さ

《医療者》
○ 医療者は、「本音とは違うことを言ったり、対応しなければならなかった」ことがあったのは75.0％。
• 治療の選択（やった方がいいのに、やめた方がいいのに）、家族と患者の意志が異なる、（終末期の）予後。

《患 者》
○ 患者が、「医療者も大変、本音とは違うことを言わざるを得ない」と感じたことがあったのは61.4％。
• 忙しい、縦社会を感じる（医局内の上下関係）。
• 患者にとって悪いこと、リスクの説明、不確かなことは言えない。

○ コミュニケーション以外のことも含めて、患者も医者の大変さを感じている。
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