
千葉大学医学部附属病院総合診療科特任助教
鋪　野　紀　好

（聞き手　池脇克則）

　アンガーマネジメントについてご教示ください。
 ＜東京都勤務医＞

アンガーマネジメント

　池脇　いつもとはちょっと毛色が違
う質問で、アンガーマネジメントです。
アンガーというのは怒りですよね。怒
りを管理するということなのですけれ
ども、そもそも人は喜怒哀楽があり、
怒らないようにしようというのは無理
な話です。でも一方で、好き放題怒っ
てしまったら、周りの雰囲気も悪くな
るし、怒りは覚えても、それをうまく
制御するというのが必要なのだろうな、
とはずっと考えていました。アンガー
マネジメントは協会もあるということ
で、日本でこういうものが立ち上がっ
てきたのにはどういう背景があるので
しょう。
　鋪野　現状の医療ですと、患者さん
に対して、patient firstという言葉があ
るのですけれども、まさにそこを充実
させるべきという考えが出てきていま
す。その中で、例えば医療者が一方的

に怒って患者さんに不快な思いをさせ
てしまったりとか、あと実際に医療者
が怒りという感情を持ってしまうこと
で、診断エラーにつながってしまうこ
とが問題になってきています。そうい
った背景の中、アンガーマネジメント
を医師側が習得することが患者さんの
アウトカムを上げる、ないしは医療者
自身も怒ってしまうとどうしても疲弊
してしまうので、そこを防ぐという意
味でも非常に重要になってきているの
かと思っています。
　池脇　怒りというのは、別段、医療
従事者に限ったものでもないですね。
会社の至るところでそういったものは
起こってくる。アンガーマネジメント
は必ずしも医療界を対象にしたもので
はなくて、もっと対象は広いわけです
ね。
　鋪野　最初はビジネス業界で始まっ

た方針だったのを、医療側がそれを取
り入れたというかたちになっています。
　池脇　確かにそういったことで患者
さんの誤診になってしまうのはたいへ
んですし、大事です。アンガーマネジ
メントにもいろいろなノウハウがある
のだと思います。それが実際にどのよ
うに医療現場で役立っているのかとい
う事例を紹介してほしいのですけれど
も。
　鋪野　例えば、患者さんが怒って入
室されることがあるのです。待ち時間
が非常に長い場合ですとか、治療がう
まくいっていない場合とか、もちろん
お体自体に不安があって、普段と違っ
て怒りやすくなっているというのは当
然あるのです。そういったときに医療
者側が逆に、嫌だなと思ったりとか、
イライラしてしまったりすることがあ
ります。
　そこでそのまま怒りにまかせて感情
的に診療してしまう、そういったこと
が診断エラーにつながってしまう。そ
こで自分が怒っているというのに気づ
いてマネジメントをすると、もう一回
冷静になって、患者さんのことをしっ
かり見直し、きちんとフラットに評価
できるとわかります。実際にそれで診
断エラーを回避することができた事例
がありまして、身をもって重要だと経
験しています。
　池脇　確かに私もそういうことがあ
ったなと。読者の先生方もきっとそう

いう経験をお持ちだと思います。患者
さんが怒りで来たときに怒りで対抗し
てもダメですね。
　鋪野　患者さんも当然辛いですし、
こちら側もとても疲弊してしまうので、
ぜひ避けられたらと思うのですが。
　池脇　アンガーマネジメントがなぜ
必要なのかを医療の現場で考えると、
医療側が冷静に考えられなくなって、
それが誤診に結びつくとか、そういっ
たところが大きいですか。
　鋪野　大きいと思います。
　池脇　では、どうやってアンガーを
マネジメントするのでしょうか。いろ
いろな工夫があるのだと思いますけれ
ども、ぜひ幾つか教えてください。
　鋪野　怒ってしまうのは人の本質で
すので、そこは避けられないと思うの
です。そうなったときにどう対処でき
るかが非常に大事です。例えば、私が
やっていることですが、まずどうして
も自分の怒りがおさまらなかったら、
６秒我慢しろと言います。人間、怒り
のピークに達するのが６秒といわれて
いるので、深呼吸して一呼吸置くとい
うのはよくやっています。
　池脇　よく聞くことですが、実際の
現場でなかなか思い至らない。でも、
これをきちっと現場で行うことができ
れば効果があるのでしょうね。
　鋪野　間を少し置くだけでもだいぶ
怒りの沸点は変わってきます。懇意に
している先生は診察室に「平静な心を
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　アンガーマネジメントについてご教示ください。
 ＜東京都勤務医＞

アンガーマネジメント

　池脇　いつもとはちょっと毛色が違
う質問で、アンガーマネジメントです。
アンガーというのは怒りですよね。怒
りを管理するということなのですけれ
ども、そもそも人は喜怒哀楽があり、
怒らないようにしようというのは無理
な話です。でも一方で、好き放題怒っ
てしまったら、周りの雰囲気も悪くな
るし、怒りは覚えても、それをうまく
制御するというのが必要なのだろうな、
とはずっと考えていました。アンガー
マネジメントは協会もあるということ
で、日本でこういうものが立ち上がっ
てきたのにはどういう背景があるので
しょう。
　鋪野　現状の医療ですと、患者さん
に対して、patient firstという言葉があ
るのですけれども、まさにそこを充実
させるべきという考えが出てきていま
す。その中で、例えば医療者が一方的

に怒って患者さんに不快な思いをさせ
てしまったりとか、あと実際に医療者
が怒りという感情を持ってしまうこと
で、診断エラーにつながってしまうこ
とが問題になってきています。そうい
った背景の中、アンガーマネジメント
を医師側が習得することが患者さんの
アウトカムを上げる、ないしは医療者
自身も怒ってしまうとどうしても疲弊
してしまうので、そこを防ぐという意
味でも非常に重要になってきているの
かと思っています。
　池脇　怒りというのは、別段、医療
従事者に限ったものでもないですね。
会社の至るところでそういったものは
起こってくる。アンガーマネジメント
は必ずしも医療界を対象にしたもので
はなくて、もっと対象は広いわけです
ね。
　鋪野　最初はビジネス業界で始まっ

た方針だったのを、医療側がそれを取
り入れたというかたちになっています。
　池脇　確かにそういったことで患者
さんの誤診になってしまうのはたいへ
んですし、大事です。アンガーマネジ
メントにもいろいろなノウハウがある
のだと思います。それが実際にどのよ
うに医療現場で役立っているのかとい
う事例を紹介してほしいのですけれど
も。
　鋪野　例えば、患者さんが怒って入
室されることがあるのです。待ち時間
が非常に長い場合ですとか、治療がう
まくいっていない場合とか、もちろん
お体自体に不安があって、普段と違っ
て怒りやすくなっているというのは当
然あるのです。そういったときに医療
者側が逆に、嫌だなと思ったりとか、
イライラしてしまったりすることがあ
ります。
　そこでそのまま怒りにまかせて感情
的に診療してしまう、そういったこと
が診断エラーにつながってしまう。そ
こで自分が怒っているというのに気づ
いてマネジメントをすると、もう一回
冷静になって、患者さんのことをしっ
かり見直し、きちんとフラットに評価
できるとわかります。実際にそれで診
断エラーを回避することができた事例
がありまして、身をもって重要だと経
験しています。
　池脇　確かに私もそういうことがあ
ったなと。読者の先生方もきっとそう

いう経験をお持ちだと思います。患者
さんが怒りで来たときに怒りで対抗し
てもダメですね。
　鋪野　患者さんも当然辛いですし、
こちら側もとても疲弊してしまうので、
ぜひ避けられたらと思うのですが。
　池脇　アンガーマネジメントがなぜ
必要なのかを医療の現場で考えると、
医療側が冷静に考えられなくなって、
それが誤診に結びつくとか、そういっ
たところが大きいですか。
　鋪野　大きいと思います。
　池脇　では、どうやってアンガーを
マネジメントするのでしょうか。いろ
いろな工夫があるのだと思いますけれ
ども、ぜひ幾つか教えてください。
　鋪野　怒ってしまうのは人の本質で
すので、そこは避けられないと思うの
です。そうなったときにどう対処でき
るかが非常に大事です。例えば、私が
やっていることですが、まずどうして
も自分の怒りがおさまらなかったら、
６秒我慢しろと言います。人間、怒り
のピークに達するのが６秒といわれて
いるので、深呼吸して一呼吸置くとい
うのはよくやっています。
　池脇　よく聞くことですが、実際の
現場でなかなか思い至らない。でも、
これをきちっと現場で行うことができ
れば効果があるのでしょうね。
　鋪野　間を少し置くだけでもだいぶ
怒りの沸点は変わってきます。懇意に
している先生は診察室に「平静な心を
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忘れない」というのを書いていて、そ
ういうのを聞いて私もすごく参考にさ
せてもらったのです。
　池脇　鋪野先生は温厚な顔をされて
いるので、多分怒らないだろうと思う
のですけれども、先生にもそういうと
きはありますか。
　鋪野　自分の気質というのを分析す
るのはすごく大事で、逆に私は父親譲
りで怒りっぽいところもあるのだなと
思っています。認識しているからこそ、
ちょっと注意するということで、いつ
も気をつけています。
　池脇　ちょっと怒りの感情を持った
ときに６秒深呼吸する。すると、おさ
まる可能性もありますということです
が、それ以外の工夫について何かあり
ますか。
　鋪野　精神状態には環境因子という
のがすごく影響しているといわれてい
ます。例えば、ドクターの場合ですと、
当直明けとか、非常に混んでいるとき
とか、おなかがすいているとか、そう
いったときは怒りを感じやすいといわ
れています。少しでもいい環境をつく
って診療に臨むというのは当然ですし、
もし当直明けで、この場は自分が怒り
やすいのではないかなと認識したら、
そういった心構えを持って診療するよ
うに注意しています。
　池脇　今後、働き方改革で、そうい
った疲弊した状況で患者さんを診るこ
とは少なくなるかもしれないけれども、

ちょっときょうは疲れているし、気を
つけようという、最初の準備というと
ころですね。
　鋪野　そうですね。
　池脇　ほかにもありましたら教えて
ほしいのですけれども、いかがでしょ
うか。
　鋪野　アンガーマネジメントが診断
に使えるというのは自分で身をもって
経験しているので、そういった面でも
診療に活用できると考えを切り換えら
れれば、と思っています。
　自分が何かイライラすることを患者
さんからされた場合は、もちろん環境
や、自分のスキルというのもあるので
すけれども、例えば同じ表現を繰り返
し言ってしまうとか、再現性がないと
か、あいまいだったりとか、ある種の
心因性疾患の要因だったりとか、いろ
いろなものが隠れていることがありま
す。そこを診療に活用するという気持
ちでいると、私の場合は比較的抑えら
れます。
　池脇　今先生の話を聞きながらちょ
っと思ったことがあります。もちろん
医療側も患者さん側も怒らずに話が進
めばいいのでしょうけれども、あると
き怒りの感情が出てくる。それはある
意味、うまくぶつけ合うというのでし
ょうか、多分それは患者さんとの信頼
関係がないとできないと思うのです。
　鋪野　おっしゃるとおりです。
　池脇　そういうものがあれば、うま

くそういった怒りを伝えるというのも
一つのアンガーマネジメントなのでし
ょうか。
　鋪野　まさにそのとおりで、相手が
怒っているからといって、黙ってその
場をやり過ごしてしまうと、相手は本
当に話を聞いてくれるのかと不安にな
ったりします。それに対して逆に、こ
ちらも怒りの感情を表すことで、あな
たの気持ちを受け止めていると、示す
ことにもなります。そのためには、患
者さんとの信頼関係というのが非常に
大事になってきますし、お互いに感情
をぶつけ合うことで事態がいい方向に
いくことも当然あります。
　また患者教育という面でも、実際に
我々が怒るのは、ただ怒りを感じてい
るだけではなくて、患者さんのことを
思って怒るという、叱るといいますか、
そういうことも当然ありますので、そ
の辺の気持ちの使い方は非常に大事だ
と思います。
　池脇　患者さんと信頼関係があれば、
多少の喜怒哀楽を相手は受け入れてく
れるから、それほど気にしなくてもい
いけれども、医療の現場はそういう患
者さんだけとは限らないですよね。初
めて診る人でも、最初から怒っている
ような人とかがたまにいらっしゃいま
すから。
　鋪野　最初から怒っている人の場合
は、怒っている原因があるので、それ
をいかにしてつかむかが勝負かと思っ

ています。
　池脇　ちょっと間を置くなど、いろ
いろな方法がありましたけれども、ほ
かに工夫がありましたら、お聞かせ願
えますか。
　鋪野　６秒我慢するとか、診療に活
用するとか、そういうこともあるので
すけれども、自分を少し俯瞰した目で
見られるようになるというのが非常に
重要かなと思います。よくメタ認知と
いわれているのですけれども、例えば
サッカーなどで、フィールドプレーヤ
ーが自分の目線で見るというよりも、
サッカー場の上からのぞいているよう
な感じですね。そういうふうにして自
分の診療を見るようなことができると、
アンガーマネジメントとしては最高レ
ベルに達しているのではないかと思い
ます。
　池脇　どうやって一歩引いて広い視
野に立つか、なかなか難しそうな気が
しますけれども。
　鋪野　すぐにやろうと思ってもなか
なかできないですけれども、私は１回
１回の診療ごとに必ず振り返りをする
ようにしていました。診療スキルも当
然なのですけれども、例えばコミュニ
ケーションがうまくいかなかった場合
とか、自分が怒ってしまったのはなぜ
だろうと振り返るようにして、時によ
っては同僚の仲間や助手に相談して、
自分の診療行為を振り返る。そういう
ことでメタ認知を取れるようにしまし
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忘れない」というのを書いていて、そ
ういうのを聞いて私もすごく参考にさ
せてもらったのです。
　池脇　鋪野先生は温厚な顔をされて
いるので、多分怒らないだろうと思う
のですけれども、先生にもそういうと
きはありますか。
　鋪野　自分の気質というのを分析す
るのはすごく大事で、逆に私は父親譲
りで怒りっぽいところもあるのだなと
思っています。認識しているからこそ、
ちょっと注意するということで、いつ
も気をつけています。
　池脇　ちょっと怒りの感情を持った
ときに６秒深呼吸する。すると、おさ
まる可能性もありますということです
が、それ以外の工夫について何かあり
ますか。
　鋪野　精神状態には環境因子という
のがすごく影響しているといわれてい
ます。例えば、ドクターの場合ですと、
当直明けとか、非常に混んでいるとき
とか、おなかがすいているとか、そう
いったときは怒りを感じやすいといわ
れています。少しでもいい環境をつく
って診療に臨むというのは当然ですし、
もし当直明けで、この場は自分が怒り
やすいのではないかなと認識したら、
そういった心構えを持って診療するよ
うに注意しています。
　池脇　今後、働き方改革で、そうい
った疲弊した状況で患者さんを診るこ
とは少なくなるかもしれないけれども、

ちょっときょうは疲れているし、気を
つけようという、最初の準備というと
ころですね。
　鋪野　そうですね。
　池脇　ほかにもありましたら教えて
ほしいのですけれども、いかがでしょ
うか。
　鋪野　アンガーマネジメントが診断
に使えるというのは自分で身をもって
経験しているので、そういった面でも
診療に活用できると考えを切り換えら
れれば、と思っています。
　自分が何かイライラすることを患者
さんからされた場合は、もちろん環境
や、自分のスキルというのもあるので
すけれども、例えば同じ表現を繰り返
し言ってしまうとか、再現性がないと
か、あいまいだったりとか、ある種の
心因性疾患の要因だったりとか、いろ
いろなものが隠れていることがありま
す。そこを診療に活用するという気持
ちでいると、私の場合は比較的抑えら
れます。
　池脇　今先生の話を聞きながらちょ
っと思ったことがあります。もちろん
医療側も患者さん側も怒らずに話が進
めばいいのでしょうけれども、あると
き怒りの感情が出てくる。それはある
意味、うまくぶつけ合うというのでし
ょうか、多分それは患者さんとの信頼
関係がないとできないと思うのです。
　鋪野　おっしゃるとおりです。
　池脇　そういうものがあれば、うま

くそういった怒りを伝えるというのも
一つのアンガーマネジメントなのでし
ょうか。
　鋪野　まさにそのとおりで、相手が
怒っているからといって、黙ってその
場をやり過ごしてしまうと、相手は本
当に話を聞いてくれるのかと不安にな
ったりします。それに対して逆に、こ
ちらも怒りの感情を表すことで、あな
たの気持ちを受け止めていると、示す
ことにもなります。そのためには、患
者さんとの信頼関係というのが非常に
大事になってきますし、お互いに感情
をぶつけ合うことで事態がいい方向に
いくことも当然あります。
　また患者教育という面でも、実際に
我々が怒るのは、ただ怒りを感じてい
るだけではなくて、患者さんのことを
思って怒るという、叱るといいますか、
そういうことも当然ありますので、そ
の辺の気持ちの使い方は非常に大事だ
と思います。
　池脇　患者さんと信頼関係があれば、
多少の喜怒哀楽を相手は受け入れてく
れるから、それほど気にしなくてもい
いけれども、医療の現場はそういう患
者さんだけとは限らないですよね。初
めて診る人でも、最初から怒っている
ような人とかがたまにいらっしゃいま
すから。
　鋪野　最初から怒っている人の場合
は、怒っている原因があるので、それ
をいかにしてつかむかが勝負かと思っ

ています。
　池脇　ちょっと間を置くなど、いろ
いろな方法がありましたけれども、ほ
かに工夫がありましたら、お聞かせ願
えますか。
　鋪野　６秒我慢するとか、診療に活
用するとか、そういうこともあるので
すけれども、自分を少し俯瞰した目で
見られるようになるというのが非常に
重要かなと思います。よくメタ認知と
いわれているのですけれども、例えば
サッカーなどで、フィールドプレーヤ
ーが自分の目線で見るというよりも、
サッカー場の上からのぞいているよう
な感じですね。そういうふうにして自
分の診療を見るようなことができると、
アンガーマネジメントとしては最高レ
ベルに達しているのではないかと思い
ます。
　池脇　どうやって一歩引いて広い視
野に立つか、なかなか難しそうな気が
しますけれども。
　鋪野　すぐにやろうと思ってもなか
なかできないですけれども、私は１回
１回の診療ごとに必ず振り返りをする
ようにしていました。診療スキルも当
然なのですけれども、例えばコミュニ
ケーションがうまくいかなかった場合
とか、自分が怒ってしまったのはなぜ
だろうと振り返るようにして、時によ
っては同僚の仲間や助手に相談して、
自分の診療行為を振り返る。そういう
ことでメタ認知を取れるようにしまし
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た。
　池脇　確かに先生は総合診療部にお
勤めで、初診の患者さんを診ることが
多いですね。そういう意味では誰かほ
かの人に診療の様子を見てもらって、

「先生、こうでしたね、ああでしたね」
と、そういうフィードバックをもらう
のも一ついい方法ですね。
　鋪野　重要な方法だと思います。
　池脇　ありがとうございました。

東京医科大学整形外科学分野准教授
遠　藤　健　司

（聞き手　山内俊一）

　頭痛や肩こりがストレートネックによるものではないかと受診される方が増
えています。ストレートネック自体で上記のような症状は出るのでしょうか。
姿勢の悪さや眼精疲労からくる二次的なものでしょうか。ストレートネックの
診断や重症度基準、治療についてご教示ください。
 ＜千葉県勤務医＞

ストレートネック

　山内　遠藤先生、最近、ストレート
ネックと肩こりに対して関心が高まっ
ているように思いますが、いかがでし
ょうか。
　遠藤　スマートフォンの普及が非常
に大きな影響になっていると思うので
す。スマートフォンはかなり広い世代
で使うようになり、今まで肩こりとい
うものは事務作業の方中心のものと理
解されていたのが、事務作業を必ずし
もしない若者や小学生ぐらいの児童ま
で、広い範囲で肩こりを感じる人が多
くなっています。その原因の一つとし
て首の形、ストレートネックが原因で
はないかということで、しばしばスト
レートネックと肩こりの関係が見直さ
れてきています。

　山内　ストレートネックというのは
独特な用語ですから、私どもも若いこ
ろから名前としては知っていた気がし
ます。ただ、そのころは先天的な異常
かといった感じでしたけれども、今の
お話ですと、けっこう後天的に出てく
ると考えられているのでしょうか。
　遠藤　以前は生まれながらの首の体
質と考えられていたのですけれども、
最近では首の形というものが体の全体、
脊椎全体のバランスから出てくる二次
的な形とわかってきました。20代です
と、男性では約15％、女性では約30％
にストレートネック、要するに前側に
ある湾曲が非常に減少した頸椎の前弯
状態が認められるのですけれども、加
齢に伴ってきてそれらが少しずつ少な
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