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異文化の中での

可視化1：頭

呂永呈『

三目惇

守山正樹＊
M“αhiMORIYAMA,MD,PhD

覚症状が社会/文化を超えて同様の表現をもたら

すか?｣．

言うまでもなく，医学の知識は世界共通である

べきです．身近な例を挙げれば，筆者が学生の

頃，英語やドイツ語で書かれた解剖学，病理学，

内科学などの教科書を，日本語の教科書に加えて

使うのは，当たり前でした．同じ人類である以

上，身長や体重や肌の色が異なっても，解剖学的

/生理学的な構造は，社会/文化を超えて共通して

います．しかし，例えば「痛い」という自覚症状

を，日本人と米国人が同じように捉えているのか

気になりました．物の感じ方・考え方の水準まで

比較の対象を広げると，解剖学や生理学の場合の

ような共通'性は必ずしも当てはまらない可能'性が

出てくるからです．そこで，アクションリサーチ

を行うことにしました．実際はどうでしょうか．

1．はじめに

本連載では，紙と鉛筆によって，人が思い考え

る内容の可視化を試みています．前回は，自覚症

状の可視化に試行錯誤で取り組み，多くの人があ

る程度自覚症状を可視化できることや，より明瞭

に分かりやすく自覚症状を可視化するためのルー

ル，例えば「画像を単純化する」など可視化にお

ける文法のようなものを明らかにしました1)

今回は，異なる社会/文化における可視化に取

り組みます.ResearchQuestion(RQ)は以下の

ようなものとしました－「異なる社会/文化にお

いても描いて伝える方法（可視化）は有効か？

日本で作成した自覚症状画が他の社会/文化にお

いても理解されるのか？医学的に同じ意味の自

*福岡大学医学部衛生・公衆衛生学教室
（〒814-0180福岡県福岡市城南区七隈7-45－1
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Moriyama
タイプライターテキスト
１．米国中西部の一都市で、開業したばかりの一医師（一般内科医）を対象に、頭痛の診断過程を可視化する事例的なアクションリサーチを行った。医師として頭痛の患者を前にしたときに何を観察し何を考えるかの診断過程を質問し、言及のあったイメージを記録し、描くことを繰り返した。結果として、痛みの質、初発／日内変動／開始と継続性の時間的要因、関連する他の自覚症状、生活／環境要因、家族要因、検査の経験、などが可視化された。２．上記のアクションリサーチでは、日本（特に長崎）で既に作成していた自覚症状画を、可視化の出発点とした。描くことで、頭痛のイメージを、言葉よりも直接的に表現することができ、以下の３点が事例的に確認された：①可視化は対象者（米国人、一内科医）の診断過程を記録し理解するために、有効だった、②日本で作成した自覚症状画は米国でも理解を得られた、③頭痛の質に関して、日本と米国での表現には共通性が認められた。
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2頭痛の診断過程を描くアクション

J狂Fリサーチ

【1】w医師との出会い

筆者が頭痛を描く試みを始めた時期は，在外研

究者として，見渡す限りトウモロコシ畑が広がる

米国中西部，アーバナ・シャンペイン市にあるイ

リノイ大学の教育学部に滞在していた1992年1月

後半です．

長崎で進めてきた健康や症状を画に描いて可視

化することに関する研究')を米国でも継続しよう

と，周囲の人々に相談に乗ってもらいましたが，

なかなかチャンスがつかめません．ある日，保健

学部のレイス先生に相談に行ったところ，前年

11月に一度会ったことがあるFrankWrestler医

師（以下,w医師と略記）を改めて紹介されま

した.w医師は開業したばかりでしたが，自覚

症状を眼に見える形で示すこれまでの取り組みを

話すと，大変に興味を持ってくれました．また，

｢米国人に多い健康の問題を画にしたら，さらに

多くの人に興味を持ってもらえるのではないか」

と助言してくれました．ほとんどの米国人が持っ

ている健康の問題とは何でしょうか．日本人に

は，なかなか思いつきません．そこで，「米国人

に共通の健康の問題とは何ですか?」とレイス先

生とW医師に尋ねると，2人から即座に「それは

頭痛だ」との答えが返ってきました．

できるだけ多くの自覚症状を描こうと考えてい

ましたので，「頭痛」と聞いて，一瞬，描く目標

としては単純過ぎる気がしました．しかし痛みは

自覚症状の基本です．そこですぐ気をとりなお

し，「頭痛を描いてみたい!」と言うと,w医師

はにっこり笑い，「来週中に予定と資料をフアッ

クスで送ります．それを見たら連絡をください．

私の診療所に来てください」と言ってくれまし

た．

【21頭痛問診表は可視化の出発点となるか？

翌週（2月4日),w医師から以下のような28

項目からなる頭痛問診表が送られてきました．

Forest頭痛問診表2）

01．あなたの頭痛の原因について，何か心当た

りがありますか？（鞭うち症，糖尿病，高

血圧，眼の緊張，その他）

02．これと同じような頭痛がこれまでにもあり

ましたか？

03．複数のタイプの頭痛がありますか？

04．頭痛の程度がとても強く，耐えきれないほ

どになることが，時々ありますか？

05．あなたの頭痛は，家庭，仕事，または社交

の場などで，緊張が高まったり，神経質に

なったりした時に，起こりますか？

06．頭痛の最中に，首，肩の筋肉または頭の付

け根に，緊張や痛みを感じますか？

07．あなたの頭痛は，一定の強い圧力をかけら

れているかのように，鈍く長続きします

か？

08．あなたの頭痛は，頭の周囲がきつく締め付

けられるように感じるものですか？

09．あなたの頭痛は，1週間に1回程度です

か，それ以上ですか？

10．あなたの頭痛は日中に起こりますか？

11．あなたの母親，父親，または他の血のつな

がった親戚が，似た頭痛を持っています

か？

（以下,12番目から28番目は省略）

この問診表に目を通し，頭痛の何を問題とする

か見当を付けた上で,w医師から指定された日

(2月7日)，地図を頼りに，大学のキャンパスか

ら数ブロックのところにあるメディカル・アート

・ビルディングを訪ねました．そこは開業医が集

まった2階建てのビルで，各階に4名の開業医が

診療所を持ち,w医師は2階の奥の部屋でした．

W医師に会うと，さっそく，上述の頭痛質問表

に基づいて，質問01から順番に「W医師はどん

なイメージを持っているか?」を問いかけ，視覚

化を試みました．しかし始めてすぐに，このやり

方でのイメージの視覚化は困難だと分かりまし

た．診察前の情報収集としてこの問診表を使って

はいても，患者さんを目前にした時のW医師の

思考過程は，まったく別のもののようでした．そ

こで,w医師が実際に何を知ろうとし，何を考

えるのかを中心に，対話を通して聞き取り，得ら

れたイメージを描くことにしました3)．

理学療法29巻7号2012年7月 787



痛みの質に関する表現

。 ② G ④ ⑤

表現1：

最初の図 I
一－一

表現2：

W医師による

略画の追加

表現3：

頭痛の5タイ

ブ

参考：

言語表現

BumpingPaii

割れるように（ガ

ンガン）痛い

PiecingPain

突き刺すように

(キリキリ）痛い

Dullpain

重苦しく痛い

SqueezingPaii

締め付けられる』

うに痛い

BurningPain

焼けるように（上

リヒリ）痛い

図1頭痛の質に関する視覚的表現の検討

【3】頭痛の質の確認

翌週からW医師との対話を開始しました．最

初の対話で，まず明らかにしようと試みたのは，

w医師が「痛みの質」をどのように捉えている

かです．筆者は，図1の1段目（表現1）に示し

た3つの画をW医師に見せ，どう思うかを尋ねま

した．これらの画は筆者が長崎で痛みの質を表現

する時に描いたものです"'.w医師はこれらの

画を見て，「米国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，人の顔も示すことを提案してくれました．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，図lの2段目（表現2）の

2つの画を描いてくれました．さらにW医師は，

｢私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5つの表現で十分です」と言って

くれました．W医師の助言を基に，筆者が改め

て描いた5つの画が，図1の3段目（表現3）のも

のです3)．

【4】頭痛の可視化のための見取り図

最初の対話で痛みの質とともに問題となったの

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す．「私が知り

たいことの概略は，このようなものです」と言っ

て,w医師がその場でメモ用紙に書いてくれた

言葉を図2に示します．さらにその後のW医師の

話から，「W医師が実際に行っている問診の流れ

図2W医師が頭痛患者について知りたい情報の概略
メモ

788 理学療法29巻7号2012年7月
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図3W医師が頭痛患者について知りたい‘情報の見取り図

の詳細は，筆者の質問によってすぐにパッと全体

が思い浮かべられるようなものではなく，実際の

診察の進行/展開に合わせて徐々に思い出される

ものであること」が示唆されました．そこで2回

目以降の対話では，段階‘性を意識しながら丁寧に

進めることにしました．

図2のメモからだけでは段階'性が分かりにくか

ったため，さらに質問を続け，得られた答えを筆

者が略画として整理したものが図3です．頭痛患

者を前にしてW医師が知りたいことが，以下の

ものであることが示されました－｢Where？どこ

が痛いのか?｣,TWhattype?(How?)どのよう

に痛いか?｣，「When？いつから痛いか?｣，

｢Causes？思い当たる原因は?｣，「Otherdisease？

他の病気は?｣，「Treatments？過去の治療

は?｣．

こうして「W医師が頭痛について知りたいこ

と」の見取り図が得られたため，その後はl～2

週間に1回の割合で,w医師の予約をとり，これ

らの内容を順次可視化していきました．

【5】頭痛の可視化

1）頭痛の部位

まず重要なのが「頭痛の部位」です．できるだ

け多くの方向から部位を考えられるようにと，筆

者はまず，頭の前後左右，および上方から見た図

を描きました.w医師に見てもらったところ，

｢緊張』性の頭痛では首の部分にも痛いところ，重

いところがある場合が多く，その情報を大切にし

一
一
’
●
二
一
一
一
■
・
’
一
一
一
ロ
ク

巳
●
●
●

●
●
一

一
《
γ

が
．
１
．
．
心

｡●－口

go●ｰCoe鋲一

:･･…̂c

>ノ上

図4頭部の図

たい」との言葉が得られ’頚から肩にかけての輪

郭を付け加えて修正したのが図4です3)．

「頭蓋骨の中にある脳をイメージしたい」との

w医師の言葉から，頭の画には点線で脳の左右

半球の輪郭を付け加え，また「頭痛を脳の下方に

ある鼻や顎，歯の部分と関連させて考えたい」と

の言葉から，頭部側面の前後方向の断面の輪郭を

描きました．

2）痛みの種類

出発点である頭痛を5類型で捉えることは初回

の対話で確認されたため，「さらに分かりやすぐ

789理学療法29巻7号2012年7月



末，図6ができあがりました．

「頭痛が一日のうちで，朝，昼，晩，夜のいつ

来るのか」を描いたのが図7です．顔の画によっ

て「頭痛の有無」を表し，頭痛がなければ「笑

顔」とし，頭痛があれば「痛そうな顔」とするこ

とについて,w医師も賛成してくれました．

「急に始まるのか，ゆっくり始まるのか」とい

う頭痛の“やってき方”のパターンの示し方につ

いては，“笑顔/痛そうな顔”の区別に加え，“矢

印の太さ”と“笑顔と痛そうな顔の位置の差”が

頭痛開始パターンの理解を助けることが分かった

ため，これらを組み合わせた3パターンを可視化
図5頭痛の種類

描いて欲しい」とのW医師のリクエストに従っ

て図1を描き直した画を図5に示します．

3）頭痛の時間的な要因

頭痛の初発に関して，筆者は当初かなりおおざ

っぱなカレンダーの画を描きました．これを見た

W医師は，知りたい内容を「頭痛が何年も前か

らあるのか？それともごく最近始まったのか?」

および「ごく最近始まったのであれば，何日前か

らか？何時間前からか?」にまとめてくれまし

た．また，「何時間前」を示すために，時計の文

字盤を用いることで意見が一致し，時計の針や数

字の描き方は，少しでも分かりやすい単純な形を

採用することにしました．このようなやり取りの

倉どさ二ぷご夢_今少
②②②、

。。◎◎
図7－日（朝，昼，晩，夜)の中で頭痛が発現する時

C
雲畑“

鍾訂Ⅲ.,伽

ｰ
《
》

A、徐々に始まる型

塁審 B.急に始まる型

－－Paysf

Ĉ ĴHours
c.良くなったり悪くなったりする型

図6頭痛初発からの時間的表頚 図8頭痛の開始と継続のパターン
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しました（図8)．上段から，徐々に始まる型，

急に始まる型，良くなったり悪くなったりする

型，の順です．

【6】頭痛と関連する自覚症状の可視化

頭痛の場所，種類，時間など基本事項を描いた

あと，頭痛と関連のありそうなことに関心を移し

ました．頭痛だけが問題ならば，場所/種類/時間

の情報があれば十分な気もします．しかしW医

師によれば「頭痛に関連がありそうなことを可能

な限り知ること」も重要です．頭痛の「直接原因

らしいこと」から，直接には関連しないが「頭痛

と共に存在する体の他の異常」に至るまでを視野

に入れ，「守山がまず描く→W医師がそれを見

て，さらにコメントする」の繰り返しを経て，画

ができていきました．

このようにして描かれた画の概略を眺めると，

最初は頭や顔に近い身体の上方に関心が向き，次

に胸，腹へと関心が移動したことが分かります．

患者の身体を診察する際のこのような注意の移動

の仕方は，臨床医学の診断学の教科書に出てくる

典型的な方法とも似ていますが,w医師の関心

は，身体の部位だけでなく，その部位に関連した

環境的な要因へも向いています．

1けが，発熱

W医師は「まず頭への外傷の有無や，脳脊髄

膜炎など緊急な対応を要する既往の有無を判断し

たい」とのことで，図9ができました．

特に発熱に関しては,1990年当時，日本では

成人の体温を服下で測ることが一般的でしたが，

図9けがと発熱

米国では小児だけでなく成人でも“体温計を口に

くわえること”が一般的でした．また体温計の目

盛りでは"101(華氏）を超えるか超えないか”

が重要事項でした．

2）眼，耳，鼻

特に眼と関連して“眼の部分の痛み"，“眼が見

えにくい"，“閃光など普段は見えない異常なもの

が見える（偏頭痛の時)”を描きました.w医師

が開業しているアーバナ・シャンペイン市はイリ

ノイ大学を囲む大学町で，学生や大学関係者がた

｡

園

値
図10眼，耳，鼻

図11呼吸器，循環器，消化器
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くさん住んでいます．頭痛と大いに関連する眼の

疲労の原因として,w医師は“パソコン，テレ

ビ，蛍光灯ランプの長時間使用”を問題としまし

た（図10).

3）呼吸器，循環器，消化器

呼吸器，循環器，消化器については，特に頭痛

ということでなくても，全身的な健康の状態を判

断する上で大切です．ここの部分については，長

崎で描いていた画''4)のいくつかをほとんど手直

しせずに使うことができました．例外は，消化器

に関連した図11の3段目の右端に描いた画で，便

器を和式ではなく洋式（座式）にしました．

【7】頭痛の環境の可視化

1飲み物や食べ物

筆者の予想以上に，頭痛の原因としてW医師

が注意を払っていたのが，飲み物と食べ物です．

飲み物が原因になるのは，紅茶，コーヒー，ソー

ダ，コーラ飲料を飲み過ぎた場合です．また食べ

物としては，バナナ，柑橘類，醗酵型のチーズ，

チョコレート，ナッツ類などが挙げられました

(図12)．

2）他の主要な病気（図13）

その他，頭痛と関連する病気として,w医師

は「脳に一時的に酸素が足りなくなる場合」と

｢脳の血管に何らかの異常がある場合」を挙げま

した．自覚症状としては“身体の一部の調節が利

かなくなること”などが描けます．

ホルモン系統の異常が頭痛と関連することもあ

図12飲み物や食べ物

り，“糖尿病に対するインシュリンの治療"，女‘性

の場合の“月経の終了"，“経口避妊薬服用”が考

えられました．月経の終了は，分かりやすく描く

のがなかなか困難です．性別の表し方も検討が必

要です．W医師だけでなく看護師さんも，「一般

の米国人は性別記号（女‘性早，男'性部）を問題な

く理解するはずです」と念を押してくれました

が，早や3よりも分かりやすい表現を求めること

にしました．「運動を含む身体的な活動も頭痛に

影響する」とのW医師のコメントを基に，“特に

運動しているところ”と“セックスしているとこ

ろ”の画も描きました．

頭痛に関連した“その他の主要な病気”の最後

に来たのが，精神的なものです．イリノイ大学の

学生の「勉強のしすぎによるイライラ感」を取り

上げ，「時間に追われる，電話を含む対人関係に

追われる，レポートの提出に追われる」という3

つの要因を描きました．“精神病の疑い”を視覚

的に表すにはどうすればいいか,w医師と話し

図13他の主要な病気
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ていて浮かんできたのが，ムンクの画のイメーシ

でした3)．

3）アレルギー

W医師が持っているイメージのうち，最も拙

きにくかったのが，アレルギーです.w医師力

特に注目しているアレルギーの原因として，食べ

物や飲み物，特定の季節が挙げられました．アレ

ルギーの現れる場所も，手足の表層から鼻の粘膿

に至るまでさまざまです．これらを1つに描いた

のが図14ですが，ここまでイメージが複合して

くると，多少は言葉があった方が，理解しやすく

なるかもしれません．

4）家族や親戚の頭痛

頭痛の背景に遺伝的な要因があるか否かを示し

たのが図15です．男女の別を表すのに記号では

図14アレルギー

図15家族や親戚の頭痛

わからない人がいるかもしれないと考え，顔の画

を用いました．家系図を描く時の要領で，夫婦を

水平線でつなぎ，その子供を水平線の下方に描き

ました．

5）頭痛に関連した検査

頭痛に関連して，「これまで何か検査を受けた

ことがあれば，それを視覚化したい」というW

医師の考えを画にしました．X線撮影,CTスキ

ャン，採血による検査（何か血をとって検査され

た記憶があるか否か)，脳波，筋電図が主なもの

です（図16).

6）頭痛に関連した服薬

1990年代の初め，日本ではまだ医薬分業が部

分的にしか普及していませんでしたが，米国では

医薬が完全に分業しており，開業医が薬を出すこ

とはありませんでした．しかし，現実に市販され

ている薬について最新の知識を得ることや患者へ

の教育を目的として,w医師の診療所の中の一

室の棚の上には，さまざまな薬のパッケージがお

いてありました．それらを眺めながら，「頭痛に

関連した主な市販薬について示したらどうか」と

言ってW医師がスケッチしてくれたのが図17で

す．

図16頭痛に関連した検査

図17頭痛に関連した薬
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【8】残された課題

さて，“頭痛患者についてどんな情報を必要と

するか”から，“頭痛に関連した服薬”までを一

応描くことができました．これで十分なのでしょ

うか？それとも，まだ何か重要なことで，画に

していないものがあるでしょうか？最後の対話

の際，しばらく考えていたw医師は，残された

気がかりとして，医療や検査に関する患者さんの

側の不安や希望について語り始めました．

「頭痛の患者の場合，それほど心配する必要の

ない頭痛であっても，人によっては，『もっと深

刻な病気が隠れているのではないか?』と考えて

心配する人もいます．『もっと医療は何かをでき

るかもしれない』と希望を持つ人もいます．医師

として，それらの心配・不安・希望を理解してお

く必要がありますが，どうしたらよいでしょう

か．それらを描くことも必要でしょうか?」

w医師によれば，米国の開業医は最小限の診

察設備しか持たず，詳しい検査が必要な場合は大

きな病院へ紹介します．一方，当時から患者は知

識が豊富になってきていて，そのため患者の側力

より高度な検査を望む場合が少なくなく，その械

査の例としてW医師が挙げてくれたのが"CTス

キャン”と"MRI(核磁器共鳴法による検査)"

でした．

インターネットが普及し，ネット検索で何でも

調べられるようになり，また医療の水準が高度イヒ

した現在，医療に対する心配・不安・希望は,&

前よりさらに大きくなっていると考えられます．

ますます情報化/個人化が進む21世紀の社会に

おいて，特に2011年に東日本大震災と原発事敵

を経験したわが国において，心配・不安・希望に

向き合う方法の1つとして，心身の状況を可視ｲ｛

・共有し，共に考えることの重要‘性が高まってv

ます．
*域jltf”

‐！＃;･患『』＃

ざI罰おわりに
ご渡な

本稿では，「痛み，ペイン」に関連して，異な

る社会/文化のもとで診断過程を可視化し，社会/

文化を超えた共通性/了解可能性について考えて

きました．メディアも社会/文化を超えた共通‘性，

了解可能‘性に影響を与えます.1990年代以降，

インターネットの普及や衛星放送などの充実によ

って，世界中のテレビや映画がリアルタイムで見

られるようになってきました．日本のアニメに僕

しても，アニメを通した感情の表現までが，世界

中に広まる時代になりました．感′性の領域まで含

む情報の大量の流通が普通になると，もはや「病

みの感じ方が文化によって違うかもしれない」な

どというRQは，意味を持たなくなっているかも

しれません．しかし筆者が自覚症状を描いていた

1990年代の初めは，まだこのような状況ではあ

りませんでした．そこで，しばらく米国に滞在す

る機会を得た時，現地で自覚症状の可視化を試

み，それを通してRQに答えを出すことを試みま

した．

本アクションリサーチの結果，米国人のW医

師の頭痛診断過程を知ることに関連して，以下の

3点が事例的に確認されました3)．①可視化は診

断過程を記録し理解するために有効であった，＠

日本で作成した自覚症状画は米国でも理解を得ら

れた，③頭痛の痛みの質に関して日本と米国での

表現には共通性が認められた．

今回，頭痛を例に実証された可視化の有効悟

は，頭痛の特殊'性に伴うものでしょうか？それ

とも他の疾患についても，社会/文化を超えて右

効なのでしょうか．この点を確認するため，次恒

は「異文化の中での診断過程の可視化2」として

バックペインを取り上げます．
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