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患者を目の前にして一医師が考える内容から，
対話型の頭痛問診表を作る試み

守山正樹嘉悦明彦柴田和典福島哲仁

健康や疾病に関する問診表は，専門家が作り，現場はそれを使う．この構

図を逆転させ，現場での対話から問診表を作ることはDJ能だろうか？本研

究では，診察室|ﾉlで,惑者と１１}会う一医師の`lilA老過程に着I1Lその過程を事

例的に明らかにするとともに，同過程を分かりやすく開示できる「枠組みの

開発」を試みた．ｌ]本ではなく，米国で研究を進めたのは，そこで初めて研

究協力者に出会えたからである．異国での研究に伴うコミュニケーション上，

認識上の困難を乗り越えるために，対象疾病として米国人に多い頭痛を取り

上げ，情報開示の手段として略画の応用を試みた．1992年１１１から３月にか

け，米国人医師Ｗ氏の診察室で，著者とＷ医師とが数回の対話と共同作業

を進めた結果，頭痛診断に関するＷ医師の考えはまず断片的な言葉や略画

として，さらに患者が理解しやすい系統図（PictureYourHeadache；頭痛

を画で示そう）へと，まとめられた．

キーワード：頭Ⅲii，共１m作業，医|(1111患者コミュニケーション，リド例研究，

視覚コミュニケーション

医師は診断に必要な情報を`患者から得ようとする．

こうした医師と患肴の対話から「病状認識の過

程」が具体的・事例的に明らかにされ，さらに同

過程が誰にでも分かる形で開示されるなら，その

結果は「情報収集やコミュニケーションの枠組

み」として役立つと考えられる．医師と患者の対

話に関して，わが１１Jでは実証的な事例研究がほと

んどなされていないが，両欧諸国では1960年代か

ら研究がある２)．しかし「対話の解明」に留ま

らず，「対話と認識を分かりやすく開示し，それ

をもとに新たな対話を支援する」となると，医師

と患者の双方が協力する参加／対話型研究が必要

になる．そうした試みは未だ見あたらない．本研

究では頭痛患者を問診する際の－医師の`思考に関

連して，ｿiij状認識過程の解明と，｜可過程を開示す

る「枠組み」の開発を試みた．

はじめに

医療や保健活動の現場では，健康や疾病に関す

る情報収集やコミュニケーションの支援を目的に，

さまざまな調査表や問診表が使われる．これらの

調査表や問診表を作成／生産するのは，多くの場

合，その分野の研究者／専門家であり，作成に際

しては，専門的知識や複雑な統計的手続きが動員

される’)．一方，現場の保健医療従事者（医師，

看護婦，保健婦等）や対象者（受診者，慰者等）

は，こうして作られた調査表や問診表を使用／消

費する立場にある．

しかし，研究者／専門家が情報を生み１１}し，そ

れが個別の現場（診察室や予診室）で使１１１／消費

される，という関係を逆転させ，現場での保健医

療従事者と対象者との出会いのIJI'から，｜川診表を

生み川すことは可能だろうか？診察室で医師と慰

者とが出会う時，患者は病状を医師に訴える一方，
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図１頭痛の質に関する視覚的表現の検討

１．対象と方法

１）研究協力者

著者が診察室内での参加型研究を検討し始めた

のは1987年である．当時，知り得る限りの臨床医

に研究への協力を打診したが，反響がなく数年が

経過した．研究の見通しが立ったのは客員研究者

として，米国の大学で滞在を始めた1991年である．

同年８月にイリノイ州Urbana-Champaign市

(Ｕ市）に着いた著者は，イリノイ大学の知人を

通して協力者を求め，11月上旬にＷ医師と出会

った．Ｗ医師は保健学部のＰｈＤ・コースと医学

部のＭＤコースを終え，臨床研修を経て，Ｕ市

で個人開業をしたばかりであった．

２）研究方針とPeerReview（同僚からの

評価）

研究方針として，参加と対話3)を重視した質

的事例研究4)の位置づけを採用した．すなわち，

仮説設定・データ収集・分析・考察などの研究過

程を研究者（著者）が全て統括するのではなく，

それぞれの過程に対象者も参加してもらい，協力

して課題解決に当たることにした．このような参

図２Ｗ医師が頭痛について知りたいことの全体図

加型で，かつ事例的な研究においては，通常の研

究で使用する統計的な検証は役に立たない．しか

し，研究の妥当性を保証するためには，何らかの

評価を行う必要がある．本研究ではＰｅｅｒReview

(|司僚からの評価；以下“同僚評価，,と略す）を

採用した．“同僚評価”とは，研究に関連した見

識を持つと判断される周囲の人々や同僚(Peer）

を評価者（PeerReviewer）と位置づけ，研究の

過程で，適宜，評価（Review）を受けることで

ある．著者が同僚評価を依頼したのは，友人であ

る大学のスタッフ２名と学生１名である．一方，

痛みの質に関する表現
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図３頭痛についてＷ医師が知りたいことの系統的なイメージ化
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図３（特に４列目）への注

＃１；後頭部から肩にかけて，痛みが広がる場合を描いている．

＃２；頭痛の時間的な要素を強調するため，時計の文字盤を描いている．

＃３；頭痛が始まったのは，急にか／徐々にか，を対比的に表すため，上には24から１までの時間数を，下には１０から１

１までの年数を描いている．

＃４；頭痛を引き起こす原因の例として，蛍光灯の灯り，煙が出ているタバコ，バナナ，その他の果物を描いている．：

＃５；頭痛に伴う症状に関連の深い部位として，畠'1鼻腔と上下の顎を描いている．

＃６；頭痛に伴う疾患の一例として，糖尿病を考え，そのシンボルとしてインシュリン注射と肥満した人を描いている.：

＃７；頭痛に関連した検査の一例として，脳波や神経伝導の測定を描いている．

＃８；頭痛に関連して人々がしばしば服用する薬の代表例として，lnderolとCodeineのパッケージを描いている．

ではスケッチも多用した．対話後の`思い出し法で

対話を記録し録音録l1hiの機材は使用しなかった．

記録された言葉や略画は．著者が持ち帰って清書

した．清書結果はその都度、同僚評価者に'１を通

してもらい改善すぺき点があれば指摘を受けた．

新たな対話の開始時には，前回までに得られた事

項を確認した．２月末の4111日の対話までで全体

像がほぼ表された．

２．結果

１）初回の対話から

（１）箸肴とＷ医師における「痛みの質的理

解」の整合`性

まずⅡ'１題となったのは「，痛みの質”の捉え方

がロ米問で同様か否か」である．米国人である

Ｗ医師が痛みの質をどう捉えているか，１１本人

の場合と類似しているかは著者がぜひとも知りた

いことであった．一方，ｕ本人`患者の痛みの質を

理解／共感できるかどうかは，’1本人`患者の診察

経験がないＷ医師にとって重要なことであった．

図１の表現ｌは，日本人の痛みに関するイメー

ジの視覚的表現例５)として，著者が最初の対話

でＷ医師に提示したものである．Ｗ医師はこの

表現を見て「米１K1人の頭痛を表すにもこれが役立

つ」と述べた上で，より分かりやすくするために，

人の顔も示すよう提案した．さらに「頭痛の多様

性を表すには，他の視覚的な表現も必要だ」と述

べて，Ｗ医師が描いた略11iiiが図ｌの表現２であ

る．この２つを揃いたのち，Ｗｌ剛ijは「''１分の

ところに来る頭痛患者と痛みの質を話し合うには，

これら511Mの表現で十分だ」と述べた．初'''1の対

Ｗ医師も自分の診療所で，看護婦と秘書の各一

名に同僚評価を依頼した．

３）開発の方向性

Ｗ医師と同僚評価者とがともに関心を持てる

病態であれば，効果的に開発を進められる．米ＩＥＩ

人が日常的に煩わされる代表的な病態とは何か，

Ｗ医師と同僚評価者の双方に質問したところ，

共通して頭痛が指摘された．そこで頭痛に焦点を

絞り，開発を始めた．

４）表現方法

対話の開始にあたり，まず考慮を要した点は，

Ｗ医師と著者との|川で「頭痛に関する表現をい

かに暖昧さが少なく具体的なものにするか」であ

る．Ｗ医師は日本語を理解せず，対話は英語で

行った．しかし英語の微妙な意味合いを著者が

言葉だけで表現／理解するのは川難である．よっ

て略画表現の活用を提案した．幸い著者は聴覚

障害者の受療コミュニケーションを支援するⅡ的

で，自覚症状の略Ulii化を研究していた５，６)．本

研究に際し共通の表現／情報開示手段として略

画を用いることは，Ｗ医師と同僚評価者のいず

れからも歓迎された．

５）対話

1992年１１１の後半からｌ～２週間に一回の割で

著者がＷ医師の診療所を訪問しＷ医師が頭痛

の患者を目の前にして思い浮かべる内容を対話の

中で形にする共同作業を進めた．通訳は共同作業

の妨げになるため，用いなかった．Ｗ医師と著

者が，診察室で医師用と患者用の椅子に着席して

向かい合うところから，毎回の対話を開始させた．

最初の質問と岐後の確認は言葉によったが，途,|，
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図４パンフレット形式のPictureYourHeadache（頭痛を画で示そう，ＰＹＨ第1.1版）
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図５頭痛に関する二通りの略画表現；Ｗ医師の場合と学生Ｅ君の場合

話終了後，著者はこれらをまとめて表現３を作成

し，次の対話の冒頭で，Ｗ医師にそれを確認し

てもらった．

（２）Ｗ医師が知りたい内容の概略

初回の対話で痛みの質とともにIHI題になったの

は，Ｗ医師が患者について何をどのような順序

で知りたいかという問診の流れである．「知りた

いことの概略は，このようなものだ」と言って，

Ｗ医師がその場でメモ用紙に書いたのが図２で

ある．しかしそれに続くＷ医師の話から「問

診の流れの詳細は，聞かれてすぐにバツと全部が

思い浮かぶのではなく，診察の進行//展開に合わ

せて，徐々に思い出される」ことが示唆された．

そこで２回目以降の対話は，段階性を意識しなが

ら丁寧に進めることにした．

２）２～４回目の対話

第２回目以降の対話では，一区切りの作業を開

始する際に，最初の質１１１１として「頭痛を主訴とす

る`患者について，次に知りたいことは何ですか」

など，順序性を把握できる問いかけが有用であっ

た．このように質問を続けて明らかになった‘Ｗ

医師が知りたいことのLﾄﾞ身”を以下に示す；①頭

痛の場所，②頭痛の開始時期と持続時間，③開始

の緩急，④思い当たる原因，⑤随伴症状，⑥他の

疾病の既往，⑦必要な検査，③必要な投薬．各項

目につき，内容を具体的に知るべく試みた二番目

の質問とＷ医師の答えを図３の２／３列目に示

す．言葉だけでなくイメージを尋ねた結果，Ｗ

医師が描いた内容が４列目である．

３）分かりやすさの構造

Ｗ医師が患者について知りたいことの全貌が

発言と略画から明らかにされた．著者はこれらの

情報をＷ医師との共同作業から得ただけに，図

３の略画から，Ｗ医師の思考内容を具体的に想

起できる．当事者以外にとって，これらの略画は

理解しやすいものではない．しかし，分かりやす

いものへと改訂を加えれば，これらの略画はより

一般的に，頭痛を主訴とする`患者が医師の知りた

いことを理解するための助けになり得ることが，

Ｗ医師や同僚評価者から指摘された．そこでＷ

医i111jと同僚評Ⅲ者の意見を聞きながら，一般の

人々への情報開示を念頭に改訂作業を続けた同

じ口覚症状でも描き方次第で意味が明瞭になった

り，時間経過まで読みとれるようになる．試行鈷

誤の結果，以下のような方針が最初のイメージを

分かりやすくするために有効であった；すなわち，

①｛llil別のイメージを単純な線画で明瞭に描く．②

描かれた情報に時間的順序がある場合には，情報

を左から右に配列し説明的な矢印を加える，③

程度の差を表す必要がある場合は，表情の変化

あるいは上向きの矢印を加える，④頭痛の原因な

ど，選択肢が多い場合は全選択肢が一度に視野に

入るようにimiを組み合わせる．改訂作業の結

果，３月下旬には全略画を５頁にまとめたPic‐

tureYourHeadache（頭痛を画で示そう；以下

PＹＨと略す）の第1.0版が完成した．Ｗ医師が

受診者に気楽に配布できる形態を望んだため情報

を圧縮する作業を続けた結果，パンフレット形式

のＰYＨ（第１．１版，レターサイズ用紙１枚，両面

痛みの質に関する表現

① ② ③ ④ ⑤

Ｗ医師の

頭痛イメージ

(頭痛の５型）

Ｅ君の

頭痛イメージ

￣

●
」

夕
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印刷）が４月20日に完成した（図４）．

４）分かりやすさの向上と同僚評価者

研究の当初から．同僚評価者は研究への好意的

な反応を示した．個別の視覚的表現については

「分かる／分からない」が同僚評価者からの反応

の中心であった．しかし，Ｗ医師の思考過程の

全容が略画を通して見え始めたあたりから，「略

11mを～のように変更したら，もっと分かりやすく

なる」等の具体的な発言が現れ始めた．特に興味

深かったのは，同僚評価者の一人である学生Ｅ

君の反応である．Ｅ君はＮ４ができ上がる頃から

「Ｗ医師の頭痛イメージは理解できるが改め

て『自分は頭痛をどう感じどう表すか」と考える

と，表現が異なる」と言い始めた．別の同僚評価

者Ｊ氏に聞いたところ，Ｅ君は保健学科の健康教

育プログラム開発でイラストを担当するなど，画

像表現力を高く評価されていた．そこでＥ君に

頭痛イメージを描いてもらったのが図５である．

Ｗ医師のイメージに比較して，「痛みの質に対応

した表情の違いが描き分けられ，頭痛の質が親し

みやすく表現されている」と他の阿僚評価者から

指摘された．

３．考察

１）頭痛の質的理解の共通性

国際化時代といわれる現在，多数の11本人が海

外渡航するが，最大の不安の一つは，言葉の分か

らない外国で疾病にかかることであろう．実|祭，

海外旅行者向けの日常会話に関する対訳本を見る

と，多くの頁が病院での会話に割かれている．国

内でも日本語を解しない外国人の数が着実に増加

しており，診察室でのコミュニケーションを支援

するために多国語対訳表が開発されている７)．

しかし，痛みの感じ方など言語化するのが容易で

はない事柄に関し日本人医師が外国人の訴えを，

また逆に外国人医師が日本人の訴えをどこまで理

解できるのか，と問われると，確信が持てないこ

とが多い．このような診療場面での病状認識に関

して，プライマリ・ケアの分野から心理学や教育

学の分野へと文献検索を広げても，現状では研究

がほとんど見あたらない．本研究はたったｌ例の

事例研究ではあるが，米国人医師の頭痛に関する

質的理解が日本人の場合と類似することを実証し，

さらに共同作業によってその理解がＰＹＨという

具体的な形にできることを示した．

２）ボトムアップ型研究法の特徴

「研究者／専門家が貴重な情報を生み出し現

場はそれを消費する」という，いわゆるトップダ

ウン型の問題対処／解決法ではなく，「現場が貴

重な情報を生み州しそれを専門家が学ぶ」とい

うポトムアップ型の問題対処／問題解決法

は，1980年代に農学の分野で脚光を浴び始

め．1990年代になって発展途上国を中心に公衆衛

生活動の分野にも広まりつつあるが8)，医療や

健康科学の領域では未だ知名度が低いしかし，

現在わが国で厚生省が'''心になって進めている２１

世紀の健康作り運動（健康日本21）では，多様な

形での住民参加が強調されるまでになった９)．

ポトムアップ型の方法論がこれまで以上に重要に

なることは間違いないそこで本研究では，診察

室における－医師と一受診者の出会いと対話を通

して，参加的・ボトムアップ的に問診表//調査表

を設計する途を探った．参加的・ボトムアップ的

な研究では，研究者が予想しない力向へ研究が発

展することもありうる．発展は，参加の程度に影

響されよう．特に本研究は，診察室内での情報開

示に関連するため，情報が分かりやすく示される

こと自体が研究を親しみやすいものにし，より多

くの参力Ⅱを生むと期待される．実際，｜可僚評価者

であるＥ君が，Ｗ医師のイメージに触発されて、

自分らしい頭痛イメージ（図５下段）を生みlＢし

た事実は，参力'1が｢l然な形で発生したことの確認

と位置づけられる．

３）ＰＹＨの評価を試みる

ＰＹＨの本格的な評価は，今後の課題である．

しかし，不完全な形ではあるが本研究中でも評

Iilliを一応は試みたので，その顛末を考察する．

PＹＨが完成した当時，イリノイ大学保健管理セ

ンターは，英語力が不足する認学生の受療コミュ

ニケーションを支援する目的で，主な臓器／疾病

／検査の英語名と他の言語をiiii記した手引き書を

開発していたlo)．この責任者Ｏ氏の薦めにより，

著者はＰＹＨの英語部分を他言語に翻訳すること

を企画した．同僚評価者の助けを得て翻訳者を探

す一方で，その過程で得られた知人を“新たな同

僚評価者｡，と位置づけ，ＰＹＨへの個人的な評価

を依頼した．中国，韓国，ベトナム，スペインの

各田語版を作成する過程で，新たな|可僚評価者と
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して協力が得られたのは，留学生や訪問研究者な

ど15名である．うち１名は「略画になじめず，文

字表現の方が落ち着く」としてＰＹＨに否定的で

あった．しかし残り14名の反応は好意的であり、

「医師がこの程度まで分かりやすい表現を使って

コミュニケーションをとってくれるなら英語力

が不十分でも安心して医Hiljにかかれる」という点

で見解が一致した．その一方．「米国の医師に

PＹＨを採用してもらうには，どうすればよいだ

ろうか」が共通の疑問として出された．１４名の１

人であるＫ氏は，かかりつけ医を受診する際に

PＹＨを持参したが医師は関心を示さなかった

ようである．医師側の受け入れが重要だと考えた

著者は保健管理センターに加え同僚評価者から

の紹介によってUiIT内にある２病院の内科医師

各１名にも面会を申し込み．ＰＹＨの試用を依頼

した．いずれの施設も前向きな検討を約束してく

れたがその後，担当者の多』忙などを理由にliT1答

が得られないまま著者が帰国する日（1992年９

月）を迎えた．一方，Ｗ医師は診療所でＰＹＨを

試用し始めたが，７月以降は連絡が取れなくなっ

た．患者数が伸び悩み，より良い立地条件での開

業を準備すべ〈，診療を一時中止したとのこと

であった．

このような経緯をたどる中で，改めてＰＹＨの

性格が明らかになってきた．すなわち，現場（本

研究では診察室）での参加・対話型研究から開発

されたＰＹＨは，その活用と評価においても，参

加・対話型の環境を必要とする．ＰＹＨは問診表

の－種といえるが，悠者に渡せばそれで済むとい

うものではない．医師側にも「,患者のコミュニケ

ーションを積極的に支援しよう」という参加的態

度が望まれる．‘患者側がいかにＰＹＨの有用性を

認めても，それを受け入れる医師が現れないと

PＹＨの評価も完結しない．1992年当時は米国に

おいてさえも，医nlljが自分の`思考過程まで開示し

た上で`患者のコミュニケーションを支援しようと

する例はまれであった．Ｗ医師は例外的な存在

であったといえそうである．

現場での参加型研究は，医療に関しては始まっ

たばかりといってよい「本研究と同様な方法論

によって，他の病態に関する問診表を次々に開発

したらどうなるか」「開発されたとして､それは

PＹＨと共通した側mIiを持つのか」等々．残され

た課題は多い．

おわりに

本研究が実施できたのは．著者が客員研究者と

して滞在した米国でＷ医師や｢Ⅲ僚評ｲiⅡi者と'1}}会

え．協力を得られたことにつきる．しかし研究

の企1111iから実施に至った1990年代初頭においては，

わが国だけでなく，米国でも医療現場での対話型

研究に医師の側からの理解を得ることは容易なこ

とではなかった．1992年９月に帰国した著者は．

PＹＨのさらなる検討を１１指した研究への協力を

知り得る限りの臨床医に打診したが，このときも

反響が得られず、以来ＰＹＨの研究を中止してい

る．そこまでの結果を論文にするのに８年もの期

Iliを要したのは、著者が``研究結果を語る十分な

理論的枠組みと言葉”を持つに至らなかったため

もある．しかし２１世紀に入りつつある現在，医

療や医学教育の流れは確実に“対話”と“現場で

の問題解決，，を重視する方|可に向かいつつある．

研究再開の時期が来ているのかもしれない．

謝辞：本研究にご協力いただきましたFrankA

Wrestler医師、ならびにイリノイ大学の関係者

の方々に深謝致します．
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ご遺族による在宅ホスピスケアの評Iilli ﾉ，"､ﾉＰｸｳﾞﾉ腕.Ｑｚ”174

●勺0110.-勺IP･っⅦⅡ'一・Ｎ０１０.一句ⅡIDI

報告
－利１－岨トー噸埆●篝･ＯＩＩ門Ｃ･邨炉

ご遺族による在宅ホスピスケアの評価

長井吉清l）菅原暢2）岡部健3）佐藤智4）山室誠5）

平成５年５Mから平成９年２月までに，５９名のがん患者が当院の医師によ

る在宅ホスピスケアを受けて死亡したわれわれは，平成９年１０月に質問紙

法により，ご遺族のアンケートを行った．質問ＩとⅡは，神奈川県立がんセ

ンターのご遺族アンケートから借用し，在宅ホスピスケアに関する当院独自

の設問を加えた．３２家族から返事があった．４家族は転居先不明であった．

患者の死亡時年齢は平均65.3歳，回答者は平均53.3歳であった．回答者は１７

名が配偶者であり，１０名が子供であった．医師よりのがん告知は，受けた１２

名，受けた理１１１は，本人の希望６名，受けない20名で，受けない理由は，家

族の方針が１６名であった．神奈川県のデータと比べて，本人の希望で受けた

場合，家族の希望で受けない場合とも多かった．在宅ホスピスケアについて

は，医師看護婦がすぐに来てくれるのはありがたい22名を始めとして，肯定

的な意見が多かった．

キーワード：癌，在宅ホスピスケア，ご遺族による評価

者59例のご遺族．
はじめに

在宅ホスピスケアはｗ憩者本人の意志により

坦当の医師や看護婦，家族，地域の医師．訪問看

,潅婦，ヘルパー，ボランティアなど多くの人々の

協力があって成り立っている．医療従事者はその

評価にあたって曰已完結的あるいは自己満足的に

なってはならない．患者のＱＯＬの評価とともに，

表庭での不安な生活を過ごされたご遺族のご意見

も評価の対象として重要である．

そこで，在宅ケア後に死亡したがん患者のご遺

川こ対し平成９年１０月末に郵送法によるアンケ

ート調査を実施し，ご遺族による在宅ホスピスケ

ノ゜の評価を検討した．

Ｉ、対象

平成５年５月から平成９年２)1までに当院の在

宅医療チームがサポートし死亡した末期がん`患

Ⅱ、方法

１）在宅医療の体制

在宅医療の体制は，在宅［

が行った往診を基本とした．

在宅医療の体制は，在宅医療チーム４人の医師

が行った往診を基本とした．このグループの医師

は，麻酔科２名呼吸器科１名，外科1名で，各

科での緩和医療も担当しているため，そのまま在

宅での主治灰として継続し，臨終まで対応した．

各家庭との連絡はポケットベル，携帯電話，病棟

の電話等を利Ⅱ]し，２４時間体制で行い緊急時の

バックアップベッドが用意された．５９例のうち地

域の病院または開業医と連携をとって診療した症

例は１１例、訪問看護を依頼した例は24例，ボラン

ティアの参力'1は４例であった．訪問看護ステーシ

ョンとの連携は指示書の発行とファックスによる

報告書の交換という方法が取られた．在宅期Ｉｌｌｊは

平均約１力川であった’’２)．

'１宮城県立がんセンター人文科学部，２)外科，３１呼吸器科(平成９年３）I末退職開業)，イ)麻酔科

j)東北大学大学院医学系研究科麻酔・救急医学講座痒痛制御科学分野


