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看護 の専門性 にスポ ッ トをあてた 問題提起
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「看護 の専 門 性 」 は病気 を 看 護 の 視 点 で み つ め
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齢化社会 を迎え, しか も疾病構造 の変化 に伴 って,家
庭 の中に も専門的 な看護が要求 される時代 に突入 した

る こ とか ら始 ま る
い うこの シ ンポ ジ

現代 にあって,看 護 はまともに他 の専門職 と組んでそ

ウムのタイ トル は, これまでの医療が患者サイ ドに立 っ

の専門性を発揮 で きるので しょうか ? な か なか患者

た実践 を して こなか った,あ るいはなかなか患者サイ

サイ ドに立てないで きた看護が,い ったい何 を外の患

ドに立 てないで きた現状があることを物語 っています。
"を
看護界 は長 い間 患者中心 の看護
叫 んで きた

病院 の内 と外 の世界 か ら,二 重 の意味で本来 の看護実

はずなのに,な ぜ今 だに患者サイ ドに立 った実践を展

践 を要求 されて いる時代に入 っているのです。 したがっ

開できないので しょうか ?

て,患 者 の生活 を重視する実践 を積 んで こなか った看

受け手 に開 かれた医療を/"と

私 はその大 きな原因のひとつに,看 護者 はこれまで
病気を医学 の眼で見てきてお り,看 護 の眼で見 つめる

者 に向けて提供 で きるので しょうか ?看 護界 は今,

護 は,今 ,い ろいろなところに散 らばって働 いている
看護婦 たちを一度全部呼び集 めて,単 一職種 と しての

看護界は今 まで長 い問,主 に病気 の症状 に対応 して ど

意志統一 を計 らなければな りません。 そ して現代の国
民 のニーズに対応 で きるよ うな内容 と形 に再編成 し直

うするのか とい った,小 手先 の方法 に頼 つて発展 して

さなければな らない と思 います。

きたきらいが あるのです。例えば,発 熱時の看護 とか,

そのためには,原 点 に戻 って

ことがで きなか ったか らだと考 えています。 つ ま り,

看護 とは何 か

" と

疼痛時の看護 などというよ うに,症 状 や病状のみに眼

い う共通 の視点 の確認をす る必要 があ ります。 そ して

が向 いて しまっていま した。 この傾向 は近代医学 の発

「
看護婦 はい ったい何をす る人 なのか」 とい う国民 の

展 の方向軸 と大 きな関連を もってい ます。看護 はこれ

問 いに きちん と答えてい く責任 があると思 います。

までず っと医学 と二人三脚で歩 んで きておりますので,
医学が高度かつ複雑 になるにつれて,看 護 もその中 に

そこで,看 護 の専門性 について考えてみます。 この
テーマに接近 す るのに最短 の道 は,先 にも述 べ ま した

巻 き込 まれ,高 度医療 の担 い手 の一 翼 を引 き受 けて,

ように,病 気 を看護の視点で見つめ られるようにす る

次第 に看護本来 の姿 か ら遠 ざか って しま った向 きがあ
ると思 います。世間一般か らみれば,看 護婦 は医療助

ことです。医学や医師 の ものの見方ではない,看 護 の
視点で病気 を見 つめてみるのです。 それができるよう

手屋 さんであり,医 師 の指示 どお りに動 く助手 といっ
たイメー ジが強 いはずです。

だか らです。

になれば 「
看護 の独 自性」 は自ず と定 ま って くるはず

そ して もう1点 。病院 という施設 はいつで も治療 の
場であ り,患 者 の生活 の場や療養 の場 としては整備 さ

病気 の看護的見方 とは ?

れて こなか ったことが,看 護者 に患者 を見えに くくし

1.病 気 は生活過程の乱れか ら引き起 こされる生命過

て きた原因があるように思えます。患者 の生活を支え

程 の乱れ現象 である
2.生 命体 をバ ラ ンスの とれた元 の姿 に戻そうとして,

るべ き看護が医師や治療業務 にばか り眼 を奪われてい
たのですか ら,患 者不在 の内容 にな って しまうの も無
理 はあ りません。

体内での回復 (修復)過 程 が始 まる
3.生 体 における回復 (修復)過 程を順調 に進めるた

さて, こ うした傾向をかかえた看護 の実態では,高

めに,生 命体 は生活過程 を改めることを要求す る。
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その結果,生 命体 はその生 活過程 を何 らか の形 で

います。 しか し看護 のばあいは,そ の同 じ人体 の細胞

制限する ことを余儀 な くさせ られる

をその角度 では見 つめません。看護 は病的細胞を対象

4.制 限され た生活過程 は,そ の時 々の レベルに合わ

にす るのではな く,そ こに残 された健康な細胞や, こ

せて,誰 かが代行 して補 ってや らねばな らない。

れか ら再生 されて くるであろう細胞 に眼を注 ぎ, これ

5.そ の人 に課 せ られた制限に応 じて,そ の生活過程

らの細胞 が健康 に維持 されてい くように管理す ること

を代行 という形で創 りあげて い くのが 看護的援助

に,そ の独 自性を求 めます。具体的にはどうい うこと

の姿である

か と言 います と,細 胞 の健康 に寄与す るような取 り組

このよ うに病気 を看護的 に見つめることができれは

み方をす るには, まず,細 胞 の作 り替え に必要 な材料

看護本来 の姿 が 自然 に浮かび上が ってきます。 つ まり

(栄養素)の 確保であるとか,細 胞生成 に と って適切

「
看護 とは,生 活過程 を創造的に創 り変えることによっ

な条件 づ くりに力点をおかなければな らないと考 えて

て,生 命過程 の乱れを整えること」 と考 え るので す。

いきます。例えば,部 屋 の空気や食事や運動や休息や

この視点を導入 します と,生 活援助 とい う具体的 な事

人 とのかかわ り等が うま く適切にいっているか どうか

柄 こそが,看 護婦 の独 自の働 きであると見えて きます

に気を配 るところか ら出発 させ るのです。

か ら, このところに働 く判断 こそ,看 護が責任を もっ
て行 な うべ きだ と思 います。

したが って,看 護 はどうして も患者 の生活 の実態 と
直接結 びつかざ るをえません。 ここに看護 が生活を重

このばあい,生 命過程 に直接働 きかける医師の存在

視する基本的 な根拠 があります し,患 者個 々の生活過

も患者の回復過程 を助 けるのですが,患 者 に代わ って

程 をととのえる,あ るいは生活をケアす るとい う点 に

その生活を代行す る看護 の働 きが同時に展開 されなけ

こそ,看 護 の専門性 は存在す るとい う明確な理由を見

れば,生 命体 は‖
順調 にその (終末期を含む)回 復過程

つ けることがで きます。そ して,患 者 に代わ って,そ

を経過 させることはで きないのです。

の生活過程 を健康的 に創造 してい くのが看護 なのです

もう少 し医師 の視点 との違いを述 べてみます。近代
医学 の基本 は,人 体 を形成 している約60兆個 の細胞 の

か ら,看 護者 は絶 えず患者 サイ ドに立 ち,患 者 の思考
と一体化 して い くことが求 め られ るのは必然の成 り行

どこに, どのよ うな異変や病変 がおきているかを探求

きであると結論づけられるのです。 そ うなれば,患 者

することにあ ります。 そ してその異変 や病変 を速やか

不在 の看護 の姿 はきれ いに消滅す るはず です。

に取 り除 くことでその専門性を発揮 しているのだ と思
看護 の視点で人間 と生活をみつめる
ととのえ るべ き生活過程
①②００同００００⑩ω００ｍ⑮ｏｍ⑩⑩
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新鮮 な空気 (VenilaiOn)
陽光 (Light)
家屋 の清潔 (Chanhness)
暖かさ (Warming)
ベ ッドと寝具類 (Bed and Beding)
食物 と水 (FOOd and Cttan Water)
食事 (Taking Food)
泄 (Excretion)
リト
身体 の清潔 (Personal chaniness)
衣 と身だ しなみ (Clothing)
運動 と姿勢 (Exercise and Position)
睡眠 (Sleep)
あ らゆる音の質 (Noおe)
変化 (Varbty)
会話 (Taking Hopes and Advices)
役割 (Rob)
小管理 (Petty Managernent)
受診 。受療 (Consult)
リズム ・スピー ド (Rhythm o Speed)

り

日本看 護研 究学会雑誌 Vol 19 No l 1996

◆ シンポジウム◆
受 け手 に開かれた医療 を保証す るには

医療 の質 の保証 とい う側面 での 問題提起
東札幌病院理事長

石 谷
1.背

邦 彦

モデル は広 く受 け入れ られ一般 の人 々の意識 の上で も

景

20世紀 は近代 自然科学 とそれに基づ くテクノロジー
な くしては語 ることはで きない。 しか し 「
科学 の進歩

病気 の基本 モデル となっている。 それ程深 く文化 に浸
透 して いるので ある。

は正義である」 といった楽天的期待 の中で世紀末 を生
きて きた我 々 は,そ れに対 し楽天的気分を もって,来
るべ き世紀を迎 え られないことを十分予感 して い る。

3.医

学 の 4つ の 側 面

そ もそ も古 くか ら医学 は 4つ の側面 か ら構成 されて
いた。 それは①生物学②精神 ・心理学③社会学④倫理

確かに医学 。医療 は近代 自然科学 の一領域 として大幅
な変化 と革新 を経験 してきた。最新 の医学テクノロジー

学であ る。 これ まで述 べたように生物学的医学 のあま

は華麗でさえある。 それにもかかわ らず先進諸国 の医

りにも著 しい進歩 のため,そ れが健康 に関するすべて

療 は今深刻 な危機 に直面 している。医療 システムに対

の問題 を解決す るという錯覚 に陥 り後三者 が等閑視 さ

す る大衆的な不満あるいは批判,そ の核 となる問題 は

れてきた。今 日あ らためて他の 3分 野を医療 システ ム

現代医学 における費用対効果 の極端 な不均衡 にあ る。

の上で取 り上 げることが求 め られている。

医療従事者 は終始その科学的,技 術的卓越性を主張 し
て きた。 しか し一方 では過去30年間医療費 が怖 るべ き

4.「 医 療 の 質 」

増加を示 して い るに もかかわ らず健康者 の比率 は有意
な改善をみていない。 となれば 「医学 。医療 はどこま
で科学 なのか」 とい う基本的な問 いを提示す る。

このような歴史的認識 を踏まえつつ 「医療 の質」 と
それを 「
保証す る」 という問題 の今後 について展望す
る。 「
医療 の質」 という用語は現代の医療をめぐるキー
ヮー ドのひとつ とな っている。 しか し具体的 に何を意
味す るのか,か つそれ はいかに測定 ない し評価す るこ

2.生 物 学 的 医 学 モ デ ル
この問 いに対す る答えは現行の医療 システムの欠陥

とがで きるのか,な ど内容 についての議論 は不十分 な

は医学 の理論 と実際を支える概念的枠組み,科 学的医
学す なわち生物学的医学 モデルに由来す るとい うこと

状況 である。 ときには 「医療 の質」 の意味が きわめて
矮小化 され医療周辺 にあるアメニティをめ ぐる議論 に

である。生物学的 モデルのゆるぎない基盤 はデカル ト

限定 される場面 もしば しば見受 け られ る。 (およそ こ

の思想 にある。す なわち機械論的生命観で ある。

の歴史的展開 と酷似 して い
れは 「
Quality Of Life」

フレデ リクソ ンがいうよ うに 「
人間 と病気を理解す

る)

るために生命 の複雑 な形態 をすべてある基本要素 に還

「医療 の質」 に関す る研究 は1960年代か ら米国で盛

元 し再合成す ること,そ れが生物学的医学 の主要 な関

んとなった。現在 もその基本的 な事柄 が応 用 されてい

心事」であ り,そ れ故病気 は機械 の故障 に還元 され医
療 は技術操作 に還元 される。 この方法 はこれまで多 く
の成功を収 めて きたため医療者集団や一般大衆 の健康

る DOnabedianの 論文 によれば 「医療 の質」 とは①
Structure:施設 ・設備,ス タッフ配置 ・教育 な ど
②Process:診 療パ ター ン,患 者 ・家族 との コ ミュニ

観,医 療観を歪 めて もきたのである。 ほとんどの人 は

ケー ションなど ③ outcome:生

現在 ある諸問題の主因が医学 の狭量な概念基盤 にある

度 (QOL)な どを保障す る ことで あ る。 これ らの核
レベルで先 の 4分 野 の視点 か ら検討 されなければな ら

ことに気 づいて はいない。 それどころか生物学的医学
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存期 間,患 者満足

医療 の質 の保証 という側面での問題提起
ない。すなわち,「 医療 の質」論議 において本来中心

効率的なアプローチである。真 の専門家 は各 々が世界

をなすのは先 の 4分 野 の総体である。

共通 の認識基盤,共 通 の価値観を持 つ はずである。 ひ
とつはボランテ ィア・イ ン・スピリッ トである。す なわ

5.「 医療 の質」の研究と 「
保証」 のための 問
題提起

ち医療者 もグローバ ルな視野を持 ちローカルに行動す
る市民 として存在 して い る。 テーム・ァプ ロー チは コ

(1) Assessment and accountablity

ミュニティ・ケアヘ と進化す る。

近年米国において盛 ん とな りつつ あ る 「成果研究
(outcome research)」 や 「診 療 ガ イ ドラ イ ン

6。 明 日 ヘ

はきわめて示唆 に富 んで い
(Practice guideline)」

「
本来 の科学 としての医療」 の確立,「 情報開示 と

る。 これまでの生物学的医学 の科学性,客 観性 の常識

infomed consent」「医療 につ いて の客観 的,公 共

ない し前提 に疑間を投 げかけるものである。

的な評価」 の推進 など, これ らは皆同 じ事象 の異 なる
局面 である。生物学的 モデルの超克 は不可能 な ことで

(2)InfOrmed consent
こうした 「医療 の質」 をめ ぐる問題 は日常診療 の レ
ベルか ら治療成績 など専門分野 の レベル までの 「
情報
開示」 の問題 と不可分 である。
(3)チ ーム・アプ ローチ

はない。 もし我 々に医学以外 の分野を変革す る意思が
あれば可能 である。結局 のところ社会,文 化 の総体を
変革す ることに他 な らない。

ひとつは医学 の 4分 野 の より成熟 した専門家集団 の
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開 かれた医療 を求 め る市民 の立 場 か らの 問題提起
ささえあい医療人権 セ ンター COML
代
1 は

じめ に 一COMLに

COML(コ

つ いて

ムル)の 活動は, この秋 で満 5年 。 「い

表

辻

本

好

子

のまま待 っているだ けでな く,積 極的 に問題 に立 ち向
かい自分 たちも参加 して解決のための努力に挑戦する。

のちの主人公」「か らだの責任者」で あ る市 民 が, 自

そんな大 きなことを小 さくして しまう活動で もありま

分 たちの生 きざまを大切 にしたいとい う気持 ちを横つ

す。活動 の内容 は,情 報紙 「COML」 の発行,電 話
や手紙 による医療相談, ミニセ ミナー 「
患者塾」 と医
ー
療 フォ ラムの開催,SP研 究会 (SP:Simulated

なぎに して,小 さな活動を積 み重ねています。そして,
患者 自身 が医療 の主人公であることを 自覚 し, 自 らが
"医
あえて
療 にも

果 たすべ き役割 に気 づ くために

消費者 の 目を向けよ うと呼び掛 けて います。 また 「い

Patient:模 擬患者 による医療者 とのコ ミュニケーショ
ン トレーニ ング),病 院探険隊,ナ ース研究会,健 康

身 の問題 として捉え るために他者 の意見 に耳 を傾 け,

ノー ト研究会 などですが,そ れぞれの活動を詳 しく説
明 させていただ くスペ ースが あ りませんので,機 会を

それぞれが思 いを語 り合 う 「
対話」 を繰 り広 げて いま

改 めさせていただ きたいと思 います。

のち」 の問題を社会 やひとのせいに しないで, 自分 自

す。
違 った意見を聞 き合 う中で,単 に妥協す るだけでな

2 COMLに

届 く患 者 や 家族 の 「な まの声 」

い揺 るぎない 自分 自身 の考えを持 つ ことも活動 の大 き

患者や家族か ら届 く不平や不満 は,「 主治 医 が話 を

な 目標 です。例 えば,毎 月開かれて いる患者塾 伏 阪,
札幌,東 京,新 潟,狭 山の各地)で は,テ ーマ ごとの

聞 いて くれない」「
詳 しい説明 もな い うえ に質 問す る

体験談を聞 いてデ ィスカ ッションす る中で,「自分だっ

と嫌 な顔をされる」「叱 られそ うで何 も言 えない」 な
ど,医 療者 との コ ミュニケー ションギ ャップの訴えで

た らどうしたいか ?」 という自分 の思 いに気づいてい

す。中には 「
主治医 はいつ もカルテばか り見 ているの

くことの努力を して います。まず は自分 の思 いを言語

で正面 の顔を見た ことがない」 あるいは私の主治医 は

化す ること,つ ぎに医療者 にきちん と伝 える努力。 つ
まり医療者 とのよりよい コ ミュニケー ションの一翼を

単語 しか話せない人なんです」 という,信 じられない

担えるような 「
賢 い患者 にな りましょう」が合言葉 で

COMLの 電話相談 に届 いた り,毎 月開催 の患者塾
で交わされ る患者 の本音 は,た しかに一方的で被害者

す。

ような話 を聞 くこともしば しばです。

目指す賢 い患者 とは,悪 知恵 の働 くず る

意識 に陥 った内容 ではありますが,お そ らく医療現場

賢 さで もなければ,利 口ぶ った小賢 しさを言 うのでは

には届 きようのない痛烈な批判で もあ ります。 「誰 か

COMLが

あ りません。 ま してや医療 者を困 らせ るよ うな患者 に

に聞 いて もらいたか った」 という,切 ないまでの苦 し

なろうと言 っているわけではあ りません。罹患 した現

みの込 もった本音が毎月100件ほど届 きます。こ う し

実 は現実 として しっか り受 け止 めた うえで, 自分 自身
の医療姿勢をつねに冷静 に批判で きるようなバ ランス

た相談 を受 けて い る COMLの

感覚 をいかに併せ持 ってい るか どうか ということを問

スタッフは,医 療 には

まった くの素人 です。
COMLの

電話相談 は専門家 による 「答 えを与 え る

題 に しているのです。
一人ひとりの医療 に対す る思 いを社会化 し,そ して,

式」でな く相談者 の話を十分 に聞 いて混乱 した気持 ち

再び自分 自身 の問題 に引 き寄せて考 えてみる。受 け身

局 は 「どうしたいのか ?」 という本心 を引 き出すお手

を整理 し,一 緒 に問題点を探 り出 します。 そ して,結
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伝 いを して います。誰かが助けて くれるわけではない,
さいごは自分 自身 が問題解決 の主役なんだ と気 づいて
いただ くように働 きかけて,知 恵や工夫をア ドバ イス
"で
す る 応援団
あ りたい と思 っています。
5年 前 に相談活動 を スター トした頃 は,ほ とんどが
ア ドバ イスに

4 問 題 提 起 にか え て 「患 者 か らの三 つ の願 い」
まず第一 に 日常 の看護を 「医療 サー ビス」 の視点で
見つめ直 していただきたいと思 います。
すでに欧米では患者が Patientで な く Clientあ る
いは COnsumerと

呼 ばれ,イ ギ リスの看 護 論 文 の

耳 を貸す心の余裕 などまった くな く,患 者 が主体性を

中では PeOpleと 記 されて い るそ うです。 ところが
"医
COMLが
あえて
療消費者を名乗 ることにつ い

持 つ ことなんて 「で きるはずがない/」 と諦 めきって

て も,医 療現場か ら驚 くほど過乗1な拒否反応 が届 くの

いるよ うで した。 ところが最近,患 者 の権利意識 が台
提案 も多 くの人 たちの胸

が 日本 の現状 です。理屈では解決 しきれない現実 の中
で,果 た して本当に看護 をサー ビスと して とらえ得 る

に響 くようにな りま した。「
質問 した って いいん です

のか否か。現場 でのおおいなる議論 を期待 したいと思

よネ」「
遠慮 しな くて もいいですネ」 と, い きい きと

います。

不平や不満を訴えるばか り。 COMLの

頭 して きた ことで COMLの

した意思を持 った声が返 って くるよ うにな りま した。

二つ 目はイ ンフォーム ド・コンセ ン トの理解 におい

受 け身でな く自分 の ことは自分 で決 めたいとい う患者

て,患 者 に も 「
理解 と選択」 の責務 のあることを認 め

参加型 の医療 の新 しい時代 の幕開けが訪れ ようとして

ていただ きたいと思 います。
かつて 「説明 と同意」 と訳 されたイ ンフォーム ド・

います。

コンセ ン トには,限 りな く患者 の不在感を感 じて きま
3 病 気 は患 者 の 「持 ち も の 」

した。医療が患者 と医療者 との共同作業 であ り,患 者

なによ りも病気 は患者 の持 ちもので,決 して医療者

の権利意識 の向上 か ら 「
私 らしさ」を大切 に したいと

に預 けた り 「お任せ」す るものではありません。 がん

い う願 いが大 きくなればなるほど,当 然 に患者 にも責

や成人病などの増加 によって, 日常生活 における患者

任 と義務 が伴 ってきます。 そこで私 は 「説明 と同意」

の果 たすべ き役割 や責務 の範囲が大 きく広が ってきま

を医療者側 の責務 と位置づ け,患 者 にも同様 の責務 と

した。 また人生観や価値観,生 活様式 の多様化 の流れ

して 「
理解 と選択」 の努力をすべ きだ と思 います。

の中で,そ れぞれが 「
私 らしさ」を大切に生 きたい と

もちろん十分 な説明がなされた うえで本人 の意思 に

思 うようにもな っています。 だか らこそ医療 の 中 で,
患者 と 「ひとくくり」 にされた くな い,あ くまで も私

よって 「お任せ します」 とい う選択 も認めていただ く
必要 があろうか と思 います。 しか し一方 で,不 本意 な

の気持 ちを尊重 して欲 しい と願 うよ うにな って きたの

が ら甘えの構造 に陥 って しま った患者 には, ときには

だと思 います。
一方,医 療者 に対する期待 も大 きく変化 し, なによ
りも医療現場 の知識や判断を一方的 に押 しつ けないで

厳 しい言葉 で 自立を促 し,患 者が 「医療 の主人公」で

欲 しいという気持 ちが心 の底 か らわきあがっています。
質問 ので きる雰囲気 の中で,知 りた い と思 っている情
報や適切 なア ドバイスをわか りやす く説明 して欲 しい。
さらには患者が理解 し,納 得 したうえで, 自分 の治療
を自分で決めたと思えるような医療であって欲 しいこ
とを願 っています。 とくにナースの方 々へ の期待 は,

ある ことを認識 させ, 自覚 を持 ち続 けて いけるよ うな
医療者 の支援 がほ しいと思います。
医療者か らの説 明 を理解す るための努力 をす ること
もさることなが ら, リ スク も引 き受 けた うえで最終的
に自分の責任 において治療法 を選ぶイ ンフォーム ド・
チ ョイスは 「
患者 の 自立」 に不可欠 です。 イ ンフォー
ム ド・コンセ ン トを 「
説明 と同意&理 解 と選択」 と解

患者 自身 のがんばろ うとい う気持 ちを 引 き出す こと,

釈す ることで患者 と医療者 の横並 びの関係 を示 し,双
方向 のコ ミュニケー ションのキー ヮー ドを捉えたいと

その気持 ちをさいごまで支 えきって欲 しいとい う思 い

思 います。

です。時代 の変化 と共に,患 者 が期待す る医療者の役

第 二番 目の願 いと して, ケ アのプロフェッショナル
である看護婦の方々のイ ンフォーム ド・コンセ ン トに

割 も大 きく変化 しています。

おける役割 は, 「仲介者」 でな く 「支援者 ・同伴者」
であ っていただ きたいと思 います。
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権利意識 に 目覚 め始 めた患 者 たちが, そ れ ぞれ に

側 とそれを提供する側 は,言 ってみれば異文化圏 ある

「どうしたいか」 とい う意思を持 ち, 自分 の ことを 自

患者が自分 の思 いをきちん と伝 えることも重要 にな っ

いは異分野 の存在です。それだけに,考 え方や感 じ方
"も
に当然 ズ レ
起 り,知 らず知 らず の うちに人間
"が
生ず ることもあ るで しょう。 例
関係 に深 い 溝
えば,私 が言わん とす る 「
仲介者」 とい うキー ワー ド

て きます。 つ ま り患者 と医療者 が互 いにそれぞれの情

ーつ をとって もシカ リです。

分で決 めることを望むよ うになれば当然に情報 を必要
と します。医療者 か ら一方的 に与 え られるだけでなく,

報を 「や りとり」す る対話 の共同作業 の中で こそ,患
者が安心 し,納 得 できる医療が築けるのではないで しょ
うか。
残念 なが らCOMLに

届 く看護 へ の不満 の 中 に は,

また,看 護 の 「あ りよう」その もの も大都市 と地方
とでは違 っているで しょうし,大 学病院や国公立,中
小 の私立病院 と開業医 レベルの 「
看護 の質」 は違 って

医療側 の論理 を振 りかざされた り,わ がままと決 めつ

いて当然です。 そうした中で,「受 け手 に開かれ た看
護」 のあ りようを一律 に語 ろうとして も,無 理 が生 じ

け られ,患 者 の思 いが抑 え込 まれて しまったとい う訴

て くるのは必然です。

え も少 な くありません。 たとえば主治医へ の要望 に対
して も,看 護 の立場 が最初か ら 「
無理な こと」 と決 め

まず は,そ うした現実を踏 まえた うえでお互 いの
"を
埋 めるべ く,そ れぞれが率直にお互 いの思 い

溝

つ けて教え諭す のでな く,ま ずは患者 自身 が勇気を出

を交わす ことが必要ではないで しょうか。本音 の語 り

して 自分 の言葉 で主治医 に直接伝え られ るように背後

合 い,つ まり 「
対話」 をす る ことによ って お互 いが
づ
「
気 きあう」 ことがあるはずです。 そ うすれば一 歩

で しっか りと支えて いただきたいのです。

ずつ 「
歩み よる」 こと もで きるのではないで しょうか。
5 も

受け手 に開かれた医療 とは,患 者 が安心で き,希 望

つ と対 話 を′

た しかに医療現場 における患者意識 の現実 は, 自立

を持 ち続 けることので きる医療です。21世紀 の医療 の

療 を受けたいのか,そ れさえ も考えて いないよ うな人

ヽ
の問題 が もっと重要 になって くるで しょう。
中では,ら
一
ご 緒 に本音 を語 り合 いなが ら模索 していこうではあ

がた くさんいることも事実 です。 しか も看護を受 ける

りませんか。

にはほど遠 い ものか もしれません。 自分 がどういう医
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◆ シンポジウム◆
受 け手 に開 かれた医療 を保証す るには

多 様 な 価 値 を 認 め る医 療
北海道医療大学基礎教育部

柘 植
私 は医療 の場 における新 しい技術 の応用過程,医 者 一

あ づみ

患者関係,医 師集団 の先端医療技術 に対す る意識 や態

患者 として医療機関 にかか った経験 のある方 が 「カル
チャー ・ショック」を受けたとい う話 も, よく見聞 き

度,患 者 の医療 における選択過程などの調査研究を行 っ

します。
医療専門職 に就いている個 々人が持 っている価値観

ています。今 までに,出 生前診断や不妊治療 に関 して
医者 と患者双方へ の個別 のインタビューや患者 の会 な

と患者 の価値観 が大 きくズ レている場合 に,現 場では

どでの参与観察を行 って まい りま した。病院や診療所

どのよ うな対応がなされているにで しょうか。 それに

はある意味で通常 の社会や文化 とは異 な る 「異文化」

ついて患者 はどう評価 しているので しょうか。
看護職 の方 々には 「患者 の ニ ー ズ」 に応 え よ う,

だといえます。入院患者 の生活時間や外部 との接触 の
制限は治療上必要 な場合 もあ りますが,そ うではなく,
病院では こうす るのが当然なんだか らそれに従 って く

「
患者 のため」 に尽 くそうと努力 されてお られ る方 が
多 いので はないかと思 いますが,そ の患者 の ユーズ自

ださいという面が い くつかあります。 このよ うな医療
を 「
異文化」 とみな してフィール ドヮー クを している

思 い違 い」を防 ぐに
体 が多様化 して いる状況の中で 「

研究者 の立場か ら 「
多様 な価値 を認める医療」 という
テーマで,問 題提起 をさせていただ きます。

ご紹介 します。

医療人類学 では 「
病 い (illness)」と 「疾病 (di―
sease)」 を区別 して用 い ます。 簡 単 に説 明 す る と
「
疾病」 とは医学 的 に見 た 「病気」 を指 しますが,
「
病 い」 とは身体的 な症状 だけではな く,文 化 的 。社

はどうした らいいので しょうか。 2つ の卑近 な事 例 を
は じめに産婦人科の内診台 のカーテ ンの例をお話 し
します。私 がいままでにイ ンタ ビュー した方の うちで,
欧米 の産婦人科 にかか った経験 のある方は大抵, 日本
の内診台のカーテ ンをいやが ってお られ ま した。 誰
(医療者)が どのような処 置 を して いるのか ま った く

会的 な要因 と関わ った 「
病気」 を指 します。 S ソ ン

わか らないので不安 だとい うのがその理由です。突然,

タグの著名 な研究 である 『隠喩 としての病 い』 で指摘

器具 を挿入 されて驚 いた,恐 か ったとか,屈 辱的 な気
が したとい う方 もお られま した。 その うちの一人 (フ

されているように, ガ ンや エイズという言葉 はその疾
患 の症状だけでな く,文 化的 。社会的な 「
意味」を も

ランスか ら戻 った 日本人)が 担当医 に 「カーテ ンを開

伴 って用 い られてい ます。 また,私 が研究 の対象 とし

けて もらえませんか」 と言 ったら,「 何をわがままいっ

ている不妊 も,医 療者 には不妊症 と呼 ばれて 「疾病」
と して扱われ てお りますが, これが 「
病 い」である こ

てるんだ」 と叱 られて萎縮 して しまったそ うです。逆
に日本 の産婦人科 しかかか ったことのない方 にカーテ

とは誰で も容易 に気付 くことができます。

ンについて尋ね ると,カ ーテ ンがあった方 が医療者 と

医療 における意識や行動 は患者 のみな らず医療専門
職であ って も,医 療以外 の文化的 。社会的要因 に規定

顔 を合わさず に済み,恥 ずか しくないのでいいとい う

されています。 い うまで もな く,そ の文化 ・社会的要

方が多 くな ります。 ただ し,そ の方 たちの中 に も最初
か らカーテ ンが閉 じていることか らくる不安を話 され

因 は,同 じ日本の 「いま」 に生 きて いて も,似 通 った

る人 もいます。 どのような処置をす るのかを前 もって

ものである場合 とまった っく異 な っている場合 があ り
ます。 また,国 や民族が違 っていて も似通 っている場

説明 して欲 しいとか,患 者 の顔 も見 ないで処置をは じ
…・
・
めるので患者 を間違 った りしないのだろうか・
。医

合 とまった く異 な って い る場 合 が あ ります。 海外 で

療者か ら見れば取 るに足 りないことか もしれませんが
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不安を持 った人 にはい くら 「
大丈夫です よ」 と言 って

度,必 ず私がどうしたいのかを きいて くれるか ら」 と

も不安 は解消 され ません。 なぜ大丈夫 と言えるのかの

答えま した。私 もその言葉 を聞 いて反省 した ことがい

根拠 が示 されないの に,そ の言葉 を信用 で きるわけが

くつ もあ りま した。 あの人 はこれが好みだとか,つ い

あ りません。

知 っているつ もりで押 しつ けて いたのか も知れないと

日本 の内診台 のカーテ ンは,患 者 さんが恥ずか しい
だろ うとい う配慮 か ら付 けられたのだ と思います。患
者 のニーズを汲み取 った ものか もしれ ません。 で も,
カーテ ンが開 いている方を好 むか閉 じた方を好むかは,
人 によって違 います。せめて カーテ ンひとつ くらい最

い うことがあ ったか らです。
価値観 の多様化 がいわれ る今 日,医 療 において多様
な価値 を認 めるとい うのは何を意味す るので しょうか。
如何 なる要求 にも応え られるような施設 ・設備 。人

初 に開けておいて,内 診台に上 が るときに患者 が閉め

材 ・システムを準備するのが無理 なことは素人 で もわ
か ります。 つま り,個 々の施設,医 療者 がすべての多

たければ閉 める,開 けておきたければ開けてお くとい

様 な価値 に応えな くて もいいのではな いで しょうか。

う選択が許 されな い もので しょうか。

む しろ個 々の医療機関がその個性や特色を出 して,患
者 や クライエ ン トが選択するために必要な情報 を公開 ・

次 にいい介助者 の条件 についてのお話を します。私
の友人 に車椅子を使 っている人が い ます。札幌に来 た
ときに空港に迎えに行 きましたところ,彼 女 の介助者
と して15才の少年 が付 き添 って来 ま した。私が意外 そ

提供することこそが必要 とされているのではないで しょ
うか。多様 な価値を認 める医療 のキー ヮー ドは,(a医

うな顔を したので しょうか,彼 女 が 「
彼 は私 の介助 を

療及 び医療機関 に関する情報公開 (b)医
療的措置 (主
ー
・
に治療)に 関す るイ ンフォ ム ド チ ョイスではない

して くれて い る大勢 の人 の中で も, とて も有能 なんだ

で しょうか。 その基本 を支えるのが,「 思 い込 み」 で

よ」と言 いま した。私が 「
有能 って い うの はどん な と

はな く相互理解 を可能 にす る努力だと思 います。

ころが ?」 と尋 ねると,「何 かをす るときに,そ の都
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