
麓畠
F〒蕊

I蕊

■幸専一一■字

書 き 賎

溌懸蕊蕊琴琴郡琴語いJJ
畷認羅弄言一一

異文化の中での

可視化2：バック

呂永呈『

Eヨー

rー

守山正樹鍬
Masα〃MORIYAMA,MD,PhD

i

j
J

い i
J

2
1

J J
{
” J
1,.‘･韓’,.･･,．､

ih Jが_〃さ〃f』が;好笠iぎぎ靴報；

L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，筆者か

かつて米国イリノイ大学に滞在中に行った，異な

る社会/文化の中での自覚症状可視化の取り組み

について述べました'､2)．ResearchQuestior

(RQは以下のようなものでした－｢異なる社会／

文化の中でも，描いて伝える方法（可視化)3,4)は

有効か？日本で作成した自覚症状画3,4)が他の社

会/文化の中でも理解されるのか？1つの自覚症

状が社会/文化を超えて同様の表現を持つの力

?｣．米国人に多い健康障害である頭痛を取り上

*福岡大学医学部衛生・公衆衛生学教室
（〒814-018O福岡県福岡市城南区七隈7-45-1

げ,RQを適用した結果，可視化の有効‘性が確認

され，自覚症状画が文化/社会を超えて役立つこ

とが示されました．しかし頭痛の例だけではやや

一般性に欠けます．そこで本稿では，社会/文化

を超えた可視化の試みの第二弾として，バックペ

インを取り上げます．

2‘バックペインを描くアクションリ

がサーチ

【l】頭痛からバックペインヘ

頭痛診断過程の可視化から得られた前回の知

見')は，頭痛だけに特有のものなのでしょうか？

それとも他の疾患にも共通するものなのでしょう

か？これらの疑問を明らかにするため，前回の

アクションリサーチのきっかけを作ってくれたレ

イス先生（イリノイ大学アーバナ・シャンペイン

校保健学部）の所へ，新たなアクションリサーチ
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１．1990年代の初め、米国中西部の一大学で、学生健康管理センターの一スタッフを対象に、バックペイン（back pain、背痛、腰痛）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。フィットネスの専門家がバックペインのある学生を前にしたときに、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、バックペインを引き起こす可能性のある姿勢（立位から坐位に至るまでの様々な活動に伴う姿勢）、主要な姿勢の継続時間、検査と治療、などが可視化された。2．上記のアクションリサーチにおいては、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。自覚症状画を介することで、自覚症状の持つイメージを、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、対象とする概念を理解するために、米国でも有効だった、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バックペイン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。
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の可能‘性を求めて，再び相談に行きました．頭痛

の可視化を終了したばかりの1992年3月のことで

す．

「頭痛に次ぐ健康の問題に取り組むとすれば，

何が適当ですか?」とレイス先生に聞くと，しば

らく考えてから「バックペイン(backpain)は

どうかしら？」と答えが返ってきました．バック

ペインを“背中の痛み”と直訳するとイメージし

にくいでしょうが，“背中から腰にかけての痛み”

とするなら，日本人に多い“腰痛”を念頭にイメ

ージすることができます．しかし，バックペイン

の診断過程を描くためには，頭痛の場合のFrank

Wrestler医師（以下,w医師と略記）のように，

こちらの意図をよく理解して，イメージの可視化

を先導してくれる専門家が必要となります．「相

談に乗ってくれそうな人を知りませんか」とたず

ねると，「マッキンリー健康センターのキャロル

がいいんじゃない?」と電話番号を教えてくれま

した．

【2】K先生との出会い

その翌週，イリノイ大学キャンパスの東端にあ

るマッキンリー健康センターを訪ねました．ここ

は大学の健康管理の中枢で，診療部門の他に健康

教育部門があり，数名の専属スタッフがいます．

CarolAKennedy先生（以下,K先生と略記）の

部屋を訪ねた時は，ちょうど秘書や学生を交え

て，学生を対象にした郵送調査用紙を整理してい

たところでしたが，快くこちらの話を聞いてくれ

ました．

「バックペインの人を目の前にした時に，あな

たが考えることや，知りたいと思うことを画にし

たい」とK先生に言うと，「私もちょうどそのよ

うなことに関心を持っているの」と言って，数カ

月前に出版したばかりの，バックペインの運動療

法に関する自著5)を取り出し見せてくれました．

また，「私は大学で修士論文を書いた時には，筋

肉細胞中のミトコンドリアの数ばかり数えていた

けど，論文が通ったあとは，そんな細かいことが

重要な意味を持っているとは思えなかった．健康

を描くっていうのは，ミトコンドリアより，私に

とっては，ずっと面白そうに思える」と励まして

くれました．

さて翌週，いよいよK先生のバックペインに

関する考えを描き始める日です．研究室を訪ねる

と，部屋から飛び出してきた先生は，私をみて

｢まず仕事の前に，あれを!」と部屋の隅にある立

位前屈計を指差しました．「さあ，計測するから

身体を曲げて」と言われ，台の上に登り，膝を延

ばしたまま腰から上体を前に屈めましたが，両手

の指先は台よりかなり上にあります．「やっぱり，

身体が堅そうね．そのまま放っておくと，あなた

自身がバックペインになるかもよ」と言って，バ

ックベイン予防の体操5)について説明してあるパ

ンフレットを差し出しました．

【3】バックペインの可視化

一段落したところで,w医師とともに頭痛を

描いた時の要領で，バックペインについてのK

先生の話を聞き始めました．頭と腰とでは解剖学

的に大きく異なりますが，「痛み」の表現につい

ては共通する部分が多そうなことが，最初の聞き

取りから推測されました．結局,1～2週間おき

に3回ほど面会の時間をとってもらうことがで

き，「描く→討論する→また描く」という作業を

続けた結果，以下の項目に沿った画ができあがり

ました．

1)バックペインの場所

“バックペイン”を描くと言っても，最初はど

うしても“腰痛”のイメージが抜けません．最初

は腰の部分のみを描いてしまいました．そのあ

と，「バックベインの場所を考える場合，背中の

部分は全域をカバーすること，また，痛みは足の

方まで放散するため足も画に含めて欲しい」とい

うK先生の助言により，結局，「脊柱を側面から

見た画」に加え，「全身を後ろから眺めた画」を

描きました（図1)．

2）バックペインの痛みの種類

最初は，頭痛の場合と同様の刺激が腰に加わっ

ている様子をイメージして描きました．しかし

｢締め付けられるような痛み」については，頭痛

の場合のように“周囲全体に何かを巻き付けて締

め上げられている”ように描くと，背中に限局し

た痛みの表現としては適切でありません．そこ
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図1バックペインの場所

Gご言喚

母演旦＝
図2バツクペインの痛みの種類

で，“万力のようなもので背中から締め付けられ

ている”画を採用しました．また，“焼かれるよ

うな痛み”は採用せず，その代りに「"キリキリ”

ほどは鋭くないが，やはり刺し込まれるような痛

み」の画を加えました．さらに“痛みが足の方へ

放散している状況”を描きました（図2)．

3）バックペインの時間的な要因

この時間的な要因に関しては，頭痛の時に描い

た画がそのまま利用できるのではないかというこ

とで，新たに描くことはしませんでした．

4）バックペインとの関連が考えられる姿勢や

運動

頭痛の場合には，頭痛に関連する要因として，

"頭痛以外の自覚症状”から“飲み物や食べ物”

に至るまで，多くの事柄を描きましたが，バック

ベインの場合は描く対象を“姿勢と運動”に集中

することにしました．このように，可視化の対象

を頭痛からバックペインに移行するにあたり，関

連する事柄が大きく異なった理由の1つとして，

K先生は医師ではなく，フィットネスの専門家で

あり健康教育者であったことが指摘できます.K

先生によれば，「一般的に医師は病気のメカニズ

ムや治療には詳しいが，運動や姿勢にはあまり関

心を持っていない」とのことでした．

さて，この腰痛に関連した“運動や姿勢”を描

くにあたっては，米国人がよく経験するものが含

まれている必要があります．図3には，寝ている

状態から，上半身を起こし，低い椅子に座り，さ

らに腰掛けにかける状態，を描きました．低い椅

子として描いたのは，車のシートと，テレビを見

図3バックペインとの関連が考えられる姿勢や運動

（1）
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たり読書をしたりする時のソファです．腰掛けて

いる状態では，タイプライターやコンピュータを

使用している様子を想定しました．起立した状態

から，腰を曲げた状態に至るまでの姿勢の推移を

描いたのは，「特に腰痛との関連でその意識化が

大切だ」というK先生の助言によっています．

一方，図4では，米国人が戸外で中腰の姿勢を

とる場面を描こうと，“車に乗り込む"，“物を持

ち上げる"，“芝刈器で芝を刈る”を描き，続いて

立位を中心にして行う活動，運動を中心に描くこ

とにしました．

5）一日に行う主要な活動とその時間

図4を眺めてチェックすることで，バックペイ

ンの原因となった可能'性のある姿勢や運動を拾い

出すことができます．しかし，この'情報だけで

は，対象者が一日をどのような活動を中心に過ご
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図5－日に行う主要な活動とその時間

したのかなど，一日を包括的に捉えることはでき

ません．そこで図5では，「横になる，座って何

かをする，立って何かをする」などの活動を何時

間したか数量的に把握することを目指しました．

6）バックペインに関連した検査や治療

検査としては，脊柱や腰の部分のレントゲン撮

図4バックペインとの関連が考えられる姿勢や運動

（2） 図6バックペインに関連した検査や治療
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影，脊髄液の検査,CTスキャン，筋電図などを

描きました．また治療としては，湿布，ホットバ

ス，冷却，指圧・マッサージ，注射，服薬などを

描きました（図6)．

慨Jアクションリサーチ：ブローシュ
吾誹アの試作
前回の頭痛')や今回のバックペインを描くアク

ションリサーチの特徴は，専門家の頭の中にある

診断過程を，専門用語に頼ることなく，分かりや

すさを大切にして画像化を試みたことにありま

す．

健康に関する情報を“分かりやすく”示すこと

は，多国籍の学生や教員が集う総合大学のキャン

パスではとても大切なことで，健康センタ－だ肘

でなく，図書館や学生会館など，イリノイ大学’

学生が共通して利用するさまざまな場所に，学竺

に多い心身の悩み（学業不振，精神的な不安，フ

ィットネスの不足，等々）別に，健康教育に関す

る'情報を提供したり，カウンセリングや講習会α

案内をしたりするブローシュア(brochure,ノ、

ンフレットの一種）が山積みされていました．ま

た自覚症状については，英語が得意でない外国ム

学生が健康センターを受診した場合のコミュニケ

ーションを支援するため，例えば英語と日本語a

図7描いて示す自覚症状：英語/ベトナム語版のブローシユアの表紙
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対訳の形で，主要な自覚症状を翻訳した冊子が用

意されていました．そこでレイス先生の助言によ

り，今回のアクションリサーチで描いた画，さら

に長崎で描いた画3'4)を活用して，クライエント
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図8描いて示すdiscomfort(全身的な不調/違和感):英語/中国語版のブローシュア
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が自分の身体の不調を指差して説明できるブロー

シユアを試作し，それによって多国籍の学生の受

診/受療を支援する新たなアクションリサーチを

試みることにしました．

ブローシュアはレターサイズの用紙1枚の裏表

で作成することにしました．三つ折り形式にする

と，表と裏に各3面，計6面で構成できます．頭

痛とバックペインについて，前項のアクションリ

サーチで得られた画の内容と順番に添ったものと

しました．指差すだけで自覚症状を訴えられるよ

う，内容のほとんどは画を用い，必要最小限の表

題的な説明を言語で加えることにしました.1992

年当時は現在のネット翻訳のような便利なツール

が存在しなかったため，さまざまな言語の話者に

実際に画を見てもらい，英語の場合と同様の短い

説明を，その言語で表現することを試みました．

この時に試作したブローシュアの表紙の例を図7

に示します．

頭痛やバックペインだけでなく，さらに多様な

自覚症状に対応するために，これまでに集積して

きた自覚症状画を活用して,discomfort(全身的

な不調/違和感）を表すブローシュアの作成も試

みました．W医師の話から頭痛を可視化した

際''2)，「最初は頭や顔に近い身体の上の方に関心

が向き，次に胸，腹へと関心を移動させた」経験

から，不調/違和感の身体部位を示す画について

も，まず身体の前面を中心に「頭部，顔，頚，

肩，胸，上腹，下腹」の順で画を配置し，さらに

背中と上肢を加え，下肢の画を最後に置きまし

た．また，不調/違和感のある部位に意識的/無意

識的に手を当てる場合が多いことを考慮して，各

身体部位の画は，手も加える形で描きました．こ

のようにして試作したdiscomfortのブローシユ

アを図8に示します．

ブローシュアの試作は，筆者が頭痛とバックペ

インの可視化を終えてから日本に帰国するまでの

2カ月ほどの間に，急いで試みたアクシヨンリサ

ーチでしたが，幸い何人もの人々の協力を得るこ

とができ，最初に画につけた英語の説明を，日本

語だけでなく中国語，韓国語，スペイン語などに

翻訳することができました．図7に示した英語／

ベトナム語の対訳は，帰国する数日前に友人から

寄せられたものです．

このブローシュアを作るアクションリサーチ

は，結局，試作品を作ったところまでで時間切れ

になってしまいました．

JJ靴忌おわりに：描くことの意味を考え
:抵蕊

剛Jいfる

今回は前回に続いて「痛み，ペイン」を取り上

げ，異なる社会/文化のもとでバックペインの診

断過程を可視化し，社会/文化を超えた共通,性．

了解可能性を考えてきました．

結果として，日本と米国との表現に共通性があ

ることが確認されました．解剖学的，生理学的な

レベルで，疾病に関する教科書的な知識に差がな

いのは当たり前のことかもしれません．しかし今

回は，自覚症状を認識し表現するレベルにおいて

共通‘性があることを確認できました．

前回の頭痛や今回のバックペインは，珍しい症

状ではありません．この2つの症状について解説

した資料は，一般向けのものから専門家向けのも

のまで数多くあります．専門家向けの頭痛の診断

に関する教科書を見てみると，頭痛がいくつかの

タイプに分かれることや各タイプの特徴などが整

然と述べてあります．前回，頭痛の診断過程を可

視化した際,w医師が最初に取り出してきた

Forestの頭痛問診表6)においても頭痛が系統的に

捉えられていました．このように教科書的な知識

は，それまでにいろいろなところで得られたその

症状に関する学術的な情報を整理し，個別の‘情報

の相互の関連性を理解できるように記されていま

す．しかし前回と今回で描いたのは，そのような

教科書的な知識とは異なるものです．

前回得られた頭痛の図や今回のバックベインの

図は,w医師やK先生の頭の中にある「実践的

に生成され更新されている生きた新鮮な知識」を

表していると考えられます．画として描くための

質問を始めてみて改めて感じたのは,w医師や

K先生のような専門家であっても，「実際にクラ

イエントを前にして，どのような順番でどのよう

な’情報を収集し，どのように思考．推論し，診断

過程を組み立てて行くのか」と具体的に問われる
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と，即答できるとは限らないということです．す

なわち，「頭の中の知識を実際にどのように駆使

して目の前の患者に向き合っているか」について

は，すぐに言葉で示せるように物事を考えていた

のではなく，もっと直観的に頭痛やバックペイン

に対処しているようでした．そのため，「話を聞

き，それを描き，描いたものを見てもらう間に何

かを思い付いたら，さらにそれを描く」という繰

り返しの作業は,w医師やK先生にとって，意

識下にあって言葉になりきっていない思考過程を

明るみに出し，明確にするという効果がありまし

た．

さて，前回と今回で取り上げた専門家の頭の中

にある実践的な診断過程は，それぞれの専門‘性に

伴う経験の差によって，やや異なると考えられま

す.w医師は一般内科医で,K先生はフィット

ネスの専門家でした．では看護師の場合はどうで

しょうか．さらに理学療法士，作業療法士の場合

はどうでしょうか．職種あるいは社会/文化を超

えて共通する部分はどのくらいあるのでしょう

か．前回と今回のアクションリサーチは1990年

代のものですが，現在でもまだ解けていない疑問

がいろいろとあります．医療が細分化し，新たな

医療職種が誕生することで，診断過程も多様化し

ていると推測されます．皆さんも自分自身や周囲

の人々の診断過程の可視化を試みてみませんか．
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理学療法(士)からみた自覚症状

田村大貫*＊
DaishinTAMURA,RPT

本連載の第14回から今回の第16回までは，臨

床における診断過程の最初のステップである，対

象者の主訴となる自覚症状を可視化するアクショ

ンリサーチです．

￥叶_■
餌･喝:::::..･･い､..､･喝 一

**介護老人保健施設ホスピア宇都宮リハビリテーシ
ョン部

自覚症状の定義の1つとして，「患者が自分自

身で体験している症状．本来の健康状態との相違

を表現したもので，主観的な要素が含まれる．病

歴聴取および問診は，この症状を中心として進め

られることが多い」（理学療法学事典')）があり

ます．自覚症状とよく似た表現に不定愁訴があり

ます．不定愁訴とは「漠然とした変化しやすい身
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体的愁訴が主体で，これに見合う器質的疾患の裏

づけが捉えにくい訴えのことであり，訴えは主観

的で，多彩であり，質的・量的に変化しやすいと

いう特徴をもつ｣2)とされています．

それでは，「身体が重だるい｣，「疲れが抜けな

い，元気が出ない｣，「身体が痛い｣，「足がしびれ

る｣，「何だかイライラする｣，「身体がほてる」な

ど，誰もが一度は感じたことのある原因がはっき

りしない自覚症状（時に不定愁訴）を，どのよう

な方法で可視化できるでしょうか．今回は自覚症

状や不定愁訴の中で最も身近で訴えの多い「痛

み」について解説を試みます．

1．「痛み」を可視化する意義

「痛み」はどのように定義できるでしょうか．

小川3)は，1981年の世界癌痛学会における定義4）

を引用して，「痛みとは，組織の実質的あるいは

潜在的な傷害に結びつくか，そのような傷害を表

す言葉を使って表現される不‘決な，感覚・情動体

験である」としています．つまり，「自覚された

不‘快な，感覚・情動体験」は「痛み」として言語

的に表現されるのが一般的です．これまで「痛

み」の評価5)には，痛みを表現する言葉の中から

適切なものを選択する癌痛質問表McGillPain

Questionnaireや，視覚的アナログ目盛を用いた

VisualAnalogueScale,さらに言葉で表現するこ

とが難しい対象者には，笑顔から泣き顔までの顔

を描いたスケールを用いて患者の気分に最も合致

する表情を1つ選ばせるFaceScaleや，痛みを電

流による刺激感覚に置き換えて評価することが可

能な機器などが開発されてきました．こうして，

私たち医療従事者は，「痛み」の頻度や強度とい

った量的側面と，「痛み」の自覚に伴う感情や記

‘億といった質的側面の両方を理解しようと努めて

きました．皆さんは，日常の臨床場面でよく耳に

する「今日は腰が痛い｣，「なんとなく身体がだる

い」という訴えに医療従事者としてどのように応

えていますか．

2．自覚症状の「語り」と可視化

自覚症状を可視化するということは，対象者の

病，不安，体験などに関する「語り」に耳を傾け

ることに他なりません．そのためには，「いつ頃

から体調が悪いと感じましたか?｣，「どの辺りが

痛いですか?」など，心身の不調をなんとなく感

じ始めた時期，感じ始めた前後の環境，その時の

感覚や感情の具体に焦点を当て，対象者の「語

り」に傾聴する必要があります．山岡6)が指摘す

るように，医療面接の重要'性を改めて考えてみな

ければなりません．また，「語り」を可視化する

ことは言語的表現を目に見える形にする作業のよ

うに考えがちですが，「語り」の可視化は言語的

表現の可視化に限定されるものではないというこ

とを再確認したいと思います．例えば「痛み」の

強さを数字で表現するならば，レベル10だから

これまで感じたことのない「痛み」を感じている

と想像することが可能ですし，レベル10がレベ

ル5になれば「痛み」が和らいでいると判断する

ことも可能です．しかし，数字の上がり下がりで

は表現が難しい不安や心配，治療への満足度とい

った「痛み」の内面を理解するには，まだ多くの

課題があるようです．

もちろん，頭の中で考えていることや身体のど

こかで感じていることをすべて画に描いて可視化

することは不可能かもしれませんが，言語的表現

が難しいことを可視化していくこうしたアクショ

ンリサーチは，患者と医療従事者の対話と協働を

ファシリテートする1つの方法として有効なので

はないでしょうか．さらに，違ったアプローチと

して，例えば，対象者の「痛み」という自覚症状

を「硬い毛のブラシを触った時に感じるような感

触」というように身の回りの物品を引き合いに出

して表現したり，「辛い食べ物や苦い食べ物を食

べた時の舌の感じ」というように味覚などの別の

体’性感覚に置き換えて表現したりすることは可能

でしょうか．

多‘忙を極める日々の臨床場面で，まだ手付かず

のリサーチやクエスチョンが数多くあるかもしれ

ません．
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