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グリーフサポートの視点から
セルフケアを考える

新型コロナウイルス感染症とセルフケア
　これまで，グリーフの状態にある影響により現れる５つの

エリアや８つの局面について解説をしてきましたが，前回

（本誌Vol.４，No.２）の原稿を書いている時よりも，日々

新型コロナウイルス感染症の影響が大きくなり，国内でも緊

急事態宣言が発出され，世界中が影響を受けています。今回

は，そんな中で不安を感じながら日々の業務を続けている皆

さん自身のセルフケについて触れておきたいと思います。

　医療や介護の現場も，それ以前とは全く違うことが求めら

れるようになり，精神的な疲労も重なっているはずです。そ

の中で，「感染症予防」と「患者並びに遺族のグリーフの対

応」のバランスをどのように取ればよいか日々悩んでいる人

も多いのではないかと思います。特に，新型コロナウイルス

の感染によって亡くなった人の遺族が，最後にお別れができ

なかったと話されているニュースがテレビから何度も流れて

きます。新型コロナウイルス感染症は新興感染症であり，管

理面で未知の事柄も多いこと，衛生資材の制限などの条件の

ため，普段の看取りのかかわりが難しい状況にあります。看

取りのかかわりをとても大切に考えて日々取り組んできた緩

和ケアスタッフが多くいるにもかかわらず，試行錯誤を続け

ている皆さんにとっては，心労が積み重なっているのではな

いかと危惧しています。

　ここまで全世界的に感染症が蔓延し，全世界での死亡者数

も増加している状況は，スペイン風邪以来とも言われる事態

です。多くの人にとっては初めての経験で，自分自身も感染

するのではないかという例えようのない恐怖感を抱えなが

ら，利用者や患者には不安を与えないように，皆さんはいつ

も以上に頑張っていませんか？　責任感が強い人であればあ

るほど，いつも以上に自分に厳しくする傾向が強くなるはず

です。そして，心の中では，こんな思いがめぐっていること
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と思います。「家族に会えなくて寂しいのだ

から…」「不安だって強くなっているから…」

「でも，私は，この仕事をする上で専門的な

教育やトレーニングを受けているのだから」

と，医療，看護，介護の現場にいる人には，

きちんと仕事をするべきだと自分に負荷を掛

ける傾向が高い人が多い気がします。

　前回でも書いたことですが，今こそその重

要性がより増しているので，今回も繰り返し

書きたいと思います。アメリカのグリーフケ

アの第一人者である恩師アラン・Ｄ・ウォル

フェルト博士が繰り返し伝えてくれる言葉の

中に，次のようなフレーズがあります。 

“Don't work hard and work smart.”日本

語に訳し，さらに彼がその理由として挙げた

ことを含めると次のようになります。

　「自分の限界を超えて働かないでください。

頭を使って働くことを常に意識しましょう。

ハードワークは，自己満足に過ぎません。相

手は一生懸命働いてくれと望んではいないは

ずだから。相手は，あなたが専門家として仕

事をしてくれることを期待しているのです。」

　これは，誇りを持って取り組むことです

が，余裕がなくなるような状態では，質の高

い仕事にはならないので，まずは，心の中の

余裕をつくるという視点で，必要な知識を身

に付け仕事に取り組むことの大切さを訴える

言葉なのです。

　今回の原稿を読みながら，心の中に少しで

も余裕をつくるために，連載第２回（本誌

Vol.３，No.６），第３回（本誌Vol.４，No.１）

で紹介した５つのエリアの視点で振り返って

みましょう（図）。知ることは，セルフケア

の基本です。本稿が，現場で日々頑張ってい

る方々の助けになるよう願っています。

グリーフサポートの 
視点から見た 
新型コロナウイルス感染症
拡大の影響

　グリーフサポートの視点から新型コロナウ

イルス感染症の影響を整理したいと思います。

　本連載第１回（本誌Vol.３，No.５）でも

解説しましたが，「喪失」とは，死別だけを

指すのではなく，これまで自分にとって当た

り前に存在したもの，長い時間をかけたり，

濃密なかかわりを持ったりして，「情熱」や

「思い」を注いできた掛け替えのないものを

失うことと定義されます。そうすると，患

者・利用者とその家族だけでなく，私たち全

員が影響を受けているのです。そうなると，

グリーフについての知識の理解を深めること

は，ケアの質の向上にもつながり，自分自身

を良い状態に保つことになるはずです。

　新型コロナウイルス感染症が世界全体で広

がった状況をグリーフサポートの視点で解説

をします。

　人間として，自分にとっての愛着やつなが

りを感じるもの，大切にしてきたものが脅か

されたり，傷つけられたり，分断されたりし

身体的

認知的

社会的スピリ
チュアル的

感情的

図 ● グリーフによって影響を受ける「５つのエリア」
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たように感じるたびに，私たちの内面にさま

ざまな感情や思い，考えが溢れてきます。そ

して，それを自分の中に抑え込んで我慢をす

る時に「グリーフ」という状態になるのです。

グリーフとは，「喪失」が起こった時に私た

ちが考え，感じているすべてです。自分自身

も含めて周囲の人を見ると多くの人がこのよ

うな体験をしていることに気づくと思います。

　次にその代表的な体験を書いていきます。

・ショック状態になり，理解をすることに困

難さを感じている。

・不信感が募り，外から入ってくる情報に対

して疑い深くなる。

・心配する気持ちが強くなる。これは恐怖の

一形態なので，トイレットペーパーを必要

以上に備蓄をするだけでなく，マスクがな

いと困ると思い，毎日開店前の薬局に並ぶ。

・私たちは悲しくなり，おそらく孤独になる。

・いろいろなことに対して強い憤りや怒りを

感じるようになる。

・同調圧力や相互監視をしはじめ，マスクを

していない人に声を荒げたり，休業してい

ない店舗に過剰に苦情を入れたりする。

・罪悪感や後悔を感じる。

　多くの人は，グリーフという知識が少ない

ため，前述のような反応を見せる時に，「み

んなが我慢をしているのに，信じられない」

と感じるかも知れません。しかし，大切で，

掛け替えのないものが失われたと感じた時に

は，このような反応自体自然で，正常なもの

だということです。自分にとって掛け替えの

ないものが失われたことを認識し，理解をし

て，表現をすることが必要です。ケアを提供

する皆さん自身，いろいろな喪失を体験して

いるはずです。そしてそれは，ほかと比較す

る必要はないのです。

　このように，私たちに多面的に影響を与え

ているのにもかかわらず，今入ってくる情報

は，「感染症対策」についてであり，言うな

れば「身体的な健康をどのようにケアする

か？」についてで，感情的・社会的・認知

的・精神的なケアをどうするかについては数

少ないのです。

グリーフによって影響を 
受ける「５つのエリア」から
考えるセルフケア

身体的なケア
　感染拡大を防ぐため，新規感染者数の増加

のカーブを平坦化させるために，自粛を呼び

かけ，人との接触をできるだけ避けるため

に，外出制限や営業自粛が行われています。

いわゆる三密を避け，ソーシャルデンスタン

シング（社会的な距離を）保つことが感染を

予防するというのは，一般の人にも当然のこ

ととして受け入れられています。そして，免

疫力を上げるためにバランスの良い食事を取

ることや，外出する時にはマスクをすること

が当たり前になりました。身体的にケアをす

ることに関しては，このように情報も豊富に

提供されています。しかし，身体的な部分だ

けをケアをされていたとしても，十分ではあ

りません。

感情的なケア
　新型コロナウイルス感染症の拡大に伴っ

て，さまざまな喪失を体験しています。グ

リーフの感情的な痛みを感じている時，人間

はそれに耳を傾け，本当に心配しているこ

と，悲しんでいること，怒っていることに意

識を向ける必要があります。さらに，自粛が
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いつまで続くのかが見当も付かないと，我慢

していたものが抑えきれなくなった時に，問

題行動につながってしまう可能性があるので

す。自然に感じたことや考えたことを表現す

ることによって，グリーフは癒えていきま

す。だからこそ，家庭内で，電話で，または

オンラインでほかの人と話すことが必要なの

です。

　また，感じていることを共有することがで

きない時には，日記を書くことによっても表

出することができます。もちろん，それぞれ

の施設には，患者や利用者，施設内のことに

ついてSNSなどに書いてはいけない規則が

あるところが多いと思います。それは，当然

で，患者や利用者の個人情報をはじめとして

守らなければならないことはあると思いま

す。ここで言っているのは，働いている人の

ために，感じたことや考えていることを共有

できる場をつくってほしいということです。

誰かに助けてもらうより，自分が感じている

ことがおかしいことではないと思えるだけ

で，心の重荷が取れたように感じるはずです。

　ほかにも，音楽に耳を傾けたり，映画を見

たりして自分の感情にアクセスすることで

も，理解し共有するきっかけにできます。

　これらの方法でグリーフを表出すること

は，心の中で抑え込んだグリーフを和らげる

のを助け，私たちが生き残るために必要な緊

急の感情的な解放と糧を与えてくれるのです。

社会的なケア
　感染を広げないため，日本でもさまざまな

取り組みが行われています。「ソーシャルディ

スタンシング」「リモートワーク」「ステイ

ホーム」「オンライン授業」「Zoomなどを利

用したビデオ会議」など，人と会う頻度とそ

の濃密さを低下させています。直接会うこと

が，本当に貴重でかつ難しいものになってい

ます。

　これまで，当たり前のように気の合う仲間

や友人たちと食事に出かけることを通じて，

友情や信頼関係が深まった経験は誰しもある

と思います。人間は根源的に「社会的」な生

き物です。私たちは，触れ合うこととボディ

ランゲージなどのノンバーバルコミュニケー

ションと会話を通じて，感じ，考え，行動す

るようにできているのです。そうした当たり

前のことができなくなった今でも，私たちは

関心のある人々に手を差し伸べる努力を続け

ることができます。「みんな大変だから何も

言わず我慢をする」という選択ではなく，人

間関係を維持し，深くするために意識的にか

かわり続けてほしいと思います。

　無料のビデオ通話は，「直に会って対面で

会話をする」ことの最も効果的な代替手段で

す。音声通話は２番目に効果的な代替手段で

す。どのような手段でもつながり続けましょ

う。重要なのは，可能な限り「つながり」や

「かかわり」を維持し，現在あなたが感じて

いることや苦労していることについて，オー

プンで正直であることです。

　あなたの率直さは，ほかの人にも正直であ

ることを奨励し，相互支援と優しさの機会を

つくり出します。そして，職場の仲間に対し

ては，互いに素直な気持ちを聴き支え合える

ような場を提供することが必要です。もう一

つ，手書きのコミュニケーションの効果も忘

れないでください。

認知的なケア
　外出自粛要請が出され，人との接触を控え

ていることによって，ひきこもりとなる可能
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性は上がります。社会参加の減少，そして重

要な要素である「家族や友人との接触」を絶

たれることによって，高齢者の認知症の進行

や要介護のリスクが高くなることが，日本老

年学的評価研究（JAGES）疫学調査を通じ

て知られています。「自粛」という我慢が長

期化すれば，人と接する機会も減少して，認

知的な影響も大きくなるはずです。

　いつもならば簡単にできたことができなく

なったり，目の前にいて話をすることができ

た時ならば，ノンバーバル（非言語）コミュ

ニケーションを通じて察したり，理解したり

することができたことも，困難さを感じるよ

うになるのです。重症化のリスクの高い人た

ちへの濃厚接触は避けなければなりません

が，孤立も避けなければなりません。必要な

のは，頻度を上げること，そして継続するこ

とです。

　今は，無料で利用できるさまざまなツール

があります。それを活用して，何気ないかか

わりを続けてください。一緒に食卓を囲んで

話をしながら摂る食事とは，比較できません

が，画面越しに会話をしながら食事をとるこ

とだってできるのです。どのようにかかわり

をし続けるかについて知恵を絞っていく必要

があると思います。

精神的なケア
　今は，あなたの魂のケア（スピリチュアル

ケア）ならびに精神的なケアに取り組む必要

性が増しています。将来の希望も見いだせな

いような今の混乱した状況においては，なぜ

このようなことが起こるのか疑問に思いま

す。そして，自分の人生の意味や仕事につい

て疑問を感じるようになります。さらに，患

者や利用者の家族の中には，自粛を強いら

れ，収入の見通しも立たない，仕事がこれか

らどうなるか分からないという思いを抱えて

いると，なぜ自分がこんな思いをしなければ

ならないのか分からなくなり，これまで自分

を支えていた信念や価値観，人生の意味・目

標についてあれこれと考え込んでしまうよう

になります。

　今，多くの人が，グリーフの精神的な側面

を経験しています。そして，病院や施設にお

いては，感染を拡大させないために「面会不

可」というルールがあると，「人生」につい

て疑問を感じたり，今までの看取りとは異な

るため，自分の仕事に対してもさまざまな思

いを持つようになったりしている人もいるの

ではないでしょうか？

　そんな皆さんの「精神」や「魂」をケアす

る最善の方法は，意識的に自分に集中する時

間をとることです。形にこだわる必要はあり

ません。毎日少なくとも15分は，今の自分

の状態をあるがまま感じられるような取り組

みに費やすことをお勧めします。それは，マ

インドフルネス，瞑想，ヨガ，祈りなど何で

も構いません。こうしたことに取り組む時間

をつくってください。日記を書いたり，時間

をかけて自然を観察したり，ガーデニングを

したり，人との距離を保ちなら散歩をしたり

することなども効果的です。

＊　＊　＊

　本稿を読んで，自分に必要だと思ったこ

と，これならできそうだと感じることから自

分のために始めてみてください。

　次回は，通常の連載へと戻る予定です。読

者の皆さんにはくれぐれもお体には気をつけ

てお仕事に従事していただきたいと思います。
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