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旨： 本稿は総合診療科の立場から，心療内科で取り扱う病態の特徴を「病いと疾病のギャップ」と考え，
そのギャップが医師・患者双方にもたらす影響について先行研究をもとに考察した。このギャップ
は疾病を扱う医師だからこそ生じうるが，医師が病いを認知しギャップに折り合いをつけようとす
る試みは，患者の視点を踏まえた患者中心的医療の実践そのものといえる。本邦でも卒前・卒後教
育において患者中心的医療の重要性が増していることを踏まえ，病いの語りと患者中心的医療を学
ぶことができる心療内科の可能性を改めて認識しつつ，その特徴を生かす卒前教育を考察した。既
に卒前心身医学教育において様々な取り組みが行われているが，それ以外にも特徴的な学習方略と
して，異文化理解の学たる文化人類学が卒前医学教育に関わっている事例と，医師の仕事が共感的
態度を必要とする感情労働であることを踏まえて共感 Empathy の学習を紹介した。共感の学習に
ついては，その学習方略を認知的学習と技能的学習に分類して学習方略の持つ性質を明らかにし，
それらが心身医学に応用できる可能性を模索した。心療内科だからこそ持ちうる教育の場とその臨
床実践が卒前教育において有効に活用され，心療内科が患者中心的医療の実践において主導的な役
割を担うことを期待している。
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Comments on undergraduate medical education about Biopsychosocial medicine
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Abstract :

This article was written from the viewpoint of general physician. The typical condition covered
by Biopsychosocial medicine seems to be featured as the gap between illness and disease. It
will be unavoidable to face the gap between disease on which doctors usually focus and illness
with which patients are experiencing. The author discussed about the miscommunication between
doctors and patients caused by this gap. The endeavor to recognize and overcome the gap will
be regarded as 'patient-centered medicine'. In Japan, as the importance of patient-centered
medicine has been stressed recently, the author considers Biopsychosocial medicine would be
in the most appropriate position to promote it. There are various undergraduate educational
curricula in Japan for teaching Biopsychosocial medicine, the author proposed two additional
useful curricular examples. One is the co-work with medical anthropology from the point of
"learning cultural difference". The other is the learning about empathy. The ability of health-
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care providers to show empathy to patients is a principal part of communication skills.
According to the systematic review of educational interventions about empathy, leaning strategies about empathy were divided into two categories as "cognitive learning" and "skills learning". Through the discussion, the author considered that Biopsychosocial medicine would have
a great potential to let medical students learn patient-centered medicine through learning both
of illness and disease.
Key words: Illness; Patient-centered medicine ; Undergraduate medical education;
Medical anthropology; Empathy

はじめに

この心理社会的要因が密接に関与した病態の特徴
について，少し考えてみたい。心身医学は主に取り

著者は現在，大学病院総合診療科で外来診療に従

扱う病態を「器質的ないし機能的な障害が認められ

事する傍ら，卒前医学教育において医療面接実習の

る病態」と記述している。機能的な病態に限定され

教育・研究に携わっている。今回心療内科的な問題

るが，例えば心療内科では機能性身体症候群 FSS

を卒前教育で学ぶことをテーマにして論述するあた

（Functional somatic syndrome）という疾患群が知ら

り，欧米の研究についての考察のみならず著者の独

れている。これは「身体症状の訴え，苦痛，障害の

自の視点にもとづいて，心療内科的な問題点の特徴

程度が，個々の疾患に特徴的な構造や機能によって

について考察し意見を述べる。

説明できる障害の程度に比べて大きいという特徴
をもつ一連の症候群」と定義されている 4）。症状と
は患者自身の体の変化の主観的体験 5）で，症状や患

背

景

うことに伴う患者の体験を表現したものを「病い
」6），医学的に記述される客観的な身体異常
（illness）

我が国において，
「扱う問題の広さと多様性」が特

を「疾病（もしくは疾患）
（disease）」5）と定義されて

徴に挙げられる総合診療科の外来には，心因性要素

いる。これらを踏まえて神原 7）は，FSS において病

との深い関わりが考えられる患者が 20％前後受診

いと疾病とのギャップが症状の維持・遷延・増大・病

1）

する 。一方心療内科とは心身医学を実践する診療

態の複雑化に影響すると説明している（ 図１）
。ここ

科であり，心身医学が主な対象としている心身症は

で「病いと疾病のギャップ」という概念が登場する。

「身体疾患の中で，その発症や経過に心理社会的な

これは，家庭医療学 8）や患者中心的医療 9）でも認識

因子が密接に関与し，器質的，ないし機能的障害が

されているが，心療内科は FSS の定義の通り，病

認められる病態をいう。ただし，神経症やうつ病な

いと疾病のギャップを，より明確に取り扱う疾患の

2）

と定

特徴としてとらえている。このギャップが医師と患

義されている。心理社会的な因子へ着目することを

者双方に一体何を生むのかを，心療内科的な疾患を

明記している点で，心療内科は Bio-Psycho-Social

もとに考察したい。

ど他の精神障害に伴う身体症状は除外する」

model

3）

を踏まえて医療を実践しているといえる

が，総合診療科においてもしばしば Bio-Psycho-

病い（illness）と疾病（disease）のギャップ

Social model を念頭に診療することを考えると，心
療内科と総合診療科は，対象とする患者群や対応方

病いと疾病のギャップは，どのような時に問題に

法について一定の共通点を有しているといえる。
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い換えれば「患者の主観的に語られる体験」と「医学
的に記述される客観的な身体異常」とのギャップと
いえる。これらは並列的に書かれているが，実際は
患者が病いを語りそれを医師が医学的な記述に変換
するため，病いを疾病に変換する作業は医師に任さ
れている。よって両者は並置されるものではなく，
「病いと疾病のギャップ」とは「医師が患者の語りを
医学情報に変換する際の問題」と考えるべきである。
患者に生じる主観的な体験を，他者である医師が制
限することはできないことからも，このギャップが
図 1 機能性身体症候群 FSS（Functional somatic syndrome）
の病態概念

FSS に関する神原 7） の解説をもとに，病いと疾病に関するス
9）
チュワート の概念図を引用して，FSS の病態概念図を著者が
作成した。FSS が表現する病いと疾病のギャップは，病いとい

生じた時の原因を，患者側のみに帰することはでき
ず，病いから疾病への変換作業を任された医師側の
問題としてもとらえてみる必要がある。
このギャップに生じた問題を医師側の問題ととら
えたとき，医師の視点が医学的に記述される客観的

う患者の主観的体験が疾病で説明できない状態（太線矢印）とし
て説明できる。しかし同時に病いと疾病のギャップとは，患者
の主観的体験に入らない出来事が疾病として説明できる状態（破
線矢印）として存在している可能性もある（例；無自覚の発作性
心房細動が偶然みつかった状況，など）
。ただし後者は患者が病
いという主観的な体験をしていないことになるため，本論では
前者を想定して考察を進めている。

な身体異常へ限定される，
「疾病への視野狭窄」とい
うべき状況が浮かび上がる。診断とは，医師が患者
の病いの語りを疾病に変換し，それを患者に宣言す
る行為といえる 6,10）。それを踏まえると医師にとっ
て診断できるとは，患者の病いを疾病に変換する作
業に成功することといえる。これには，病いの経験
の本質的な何者かが失われるという「副作用」が存在

なるのか（図 1）
。一言で表現すると「患者の主観的

することは既に知られている 6）。さらに野島 10）は

体験である病いが，ほとんど疾病では説明されない

MUS（Medically Unexplained Symptoms）に関する

状態」もしくは「患者の主観的体験に入らない出来

考察のなかで，診断という行為の，医師・患者双方

事が，疾病として説明できる状態」時が考えられる。

への影響について言及している。そのなかで医師に

両者は異なる問題を生じさせうるが，FSS で生じ

とって診断できないことは，患者が患うことの否定

うる病態は前者といえる。後者は例えば，無症状の

や，原因を患者自身に帰せる「犠牲者非難」を生じさ

発作性心房細動が偶然見つかった状況，などが挙げ

せやすく，身体症状に検査による裏付けが得られな

られるだろう。これは偶然みつかった戸惑いを患者

ければ，一切の症状を無視した，心理的側面だけに

に生じさせる可能性はあるが，患者自身が患う経験

着目した診断につながるとしている。一方，患者に

をしていないため，特に心療内科領域で問題になる

とって診断されることには，患者の主観的な体験が

ことはないと考えられる。よって本論では「病いと

医学的な承認状態へ移行するという意味があり，さ

疾病のギャップ」を，FSS で生じうるような「患者

らに「普通の市民（ordinary citizen）としての社会的

の主観的体験である病いが，ほとんど疾病では説明

地位の回復 11）」も随伴させることを指摘している。

されない状態」として考察を進める。

この，患者にとって診断される意味を明らかにした

病いと疾病のギャップに関して，患者と医師の役

一節は，診断されないことに，患者の主観的な体験

割を考えると，問題の所在がより明確になる。病い

の医学的な未承認状態が継続し，必要な治療・支援

と疾病とのギャップとは，前述の神原

7）

へのアクセスが不能な状態が継続するという意味が

の解釈を言
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あり，さらに「普通の市民」としての社会的承認も得

病いを学ぶことによる患者中心的医療の
実践と卒前教育

られないという影響があることを示している。医師
が患者の病いの語りを疾病に変換し，それを患者に
伝える行為は，診断できる・できないという二元論
的な枠組みが採用されることで，一般的には双方に

疾病を扱う医師が病いを扱うことの難しさを承知

利益をもたらすものである。しかし一方で二元論に

した上で，病いを学ぶことは医師にどのような変化

こだわるあまり「疾病への視野狭窄」状態に陥ると，

を生じさせうるのか。それについてクラインマン 6）

「診断できない（されない）
」ことへの葛藤を医師だけ

は以下のように記述している。

患者や家族の説明モデル（解釈モデル）を引き出す

でなく患者にも生じさせる危険があるといえる。
病いと疾病のギャップには，病いから疾病への変

ことによって，治療者は，その患者の視点を真剣に

換作業を任された医師側の問題と考えるとき，もう

受け取るようになり，臨床的ケアのための治療戦略

一つ別の問題が浮かび上がる。クラインマン

6）

をたてる際にそれを取り入れるようになる。（中略）

は，

医師が病いを疾病に変換する際に患者の主観的な体

お互いの説明モデルの間の際立った対立に関して，

験を切り捨てることに言及していたが，それだけで

患者と治療者の間でネゴシエーションが交わされれ

12）

は乳がん患

ば，効果的なケアの妨げになる重大な障害を取り除

者の事例において「医師は 71％の乳がん患者が乳房

くことができ，ほとんどの場合，より共感的で心の

温存を最優先していると考えていたが，患者で実際

こもった治療を進めることができる（括弧および傍

にそう考えているのはわずか 7％であった」ことか

点は引用者による）。

はなく誤変換の問題もある。Mulley

�

�

�

�

�

�

ら，
「医師が考える患者の希望」と「実際の，患者の

クラインマンは，病いという患者の語りを患者の

希望」にはギャップがあることを示している。これ

説明モデル（解釈モデル）とし，疾病という医師の記

を‘Silent misdiagnosis’ と呼んで問題提起している

述を医師の説明モデルとして，両者を並列関係に

が，このような「患者の解釈モデルの読み違い」とい

し，それらを融合させる手段としてネゴシエーショ

える問題は，患者 − 医師間のコミュニケーションが

ンを位置づけている。これは，定義や疾患概念が規

成立する状況で常に生じうるといえる。

定されている疾病とでは患者の主観的な病いの語り

�

�

�

しかし医師が「疾病への視野狭窄」をしてしまう

が融合しえなかったのが，医師・患者それぞれの説

のも「解釈モデルの読み違い」をしてしまうのも，病

明モデルという解釈に変換されることで，両者が融

いを疾病に変換する役割が医師にはあり，その役割

合する可能性を生じさせているといえる。そのネゴ

を任されているからといえる。疾病を扱う医師が病

シエーションは，医師にしてみれば「患者自身が用

いに目をむけることの難しさを McWhinney

�

8）

は以

�

いた言葉や概念を取り入れた説明モデルを選択す
る」13）といった一見些細なものかもしれない。しか

下のように指摘している。

患者の経験に注意を向けるのは簡単ではない。そ

しネゴシエーション行為そのものによって既に医師

れは患者の病いに対して，通常私達が行うものと異

は患者に対して共感を示しているともいえる。さら

なる方法を用いなければならないからだ。私達は病

に，ネゴシエーションの結果融合されたモデルの臨

いを，疾患を定義するための徴候としてとらえるよ

床実践は，患者自身に，考えや感情，期待を表現す

うに訓練されている。（中略）一方で，患者は病いを

ることを促し，医師がそれに責任を持つ患者中心的

彼・彼女の「人生への影響」の観点からとらえてい

医療 9）そのものともいえる。

る。だから医師は，病いを科学用語に変換し分類し

このような患者中心的態度の養成は，卒前教育か

てしまう前に，病いを生きることそのものとみるこ

ら取り組む必要性が指摘されている。医学生は，学

とを学ばなければならない。

年が進むにつれて病いに関する興味を失う，つまり
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患者中心的態度を失うことが知られている 14）。病

おいて，臨床実習での経験をもとに患者と学生自身

いを疾病に変換する主な手段である医療面接の教育

という異なる二つの視点から物語を作成し，学生の

でも，以下のように，卒前教育自体の影響について

患者への共感的理解の促進を目的としてグループ討

教訓的に記述されている

15）

論を行っている。また，福永 18）は，医学部 4 年生

。

生物医学モデルで訓練された学生は，「医師中心」

において心理社会背景を含めたシナリオ作成とロー

の面接プロセスで疾患の症状を引き出すことを教え

ルプレイを行う学習を紹介している。近年ロールプ

られる。面接において医師中心であることは，疾患

レイは，医師・患者の視点の双方を経験できるだけ

をみつけるのに役立つような症状やその詳細，その

でなく，患者役体験が心理社会的理解を促進するこ

他データを得るという彼らの必要を満たすようなや

とも含めて有用性が知られており 19），実際の患者

りとりに学生や臨床医が専念することである。患者

情報に基づく学生相互ロールプレイは，患者の視点

の個人的な関心事はほとんど無視され，学生は疾患

理解を促進させることが解っている 20）。心療内科

の診断をすることのみに専念させられる。

が患者の病いの体験を取り込んだ患者中心的医療を
実践する診療科として，卒前教育においても引き続
き主導的な立場を担うために，このようなシミュ

卒前医学教育において
心療内科が果たしうる役割

レーション学習にこだわらず，心療内科の特徴を生
かした卒前教育を行いうる学習方略について紹介し
たい。

病いに目を向けることの難しさや卒前医学教育に
おける患者中心的態度の喪失は，心療内科だけの問

卒前教育における文化人類学との
学際的協働

題ではない。そして患者中心的医療の実践も，心療
内科だけが求められるものではなく，むしろ医師の
基本的臨床能力に位置づけられるものである。本邦

McWhinney 8）が，疾病を扱う医師だからこそ，

でも 2004 年に医師臨床研修制度が見直され，患者

病いを扱う難しさが生じていると指摘していること

のニーズを全人的に把握することが，臨床研修の行
16）

動目標「医療人として必要な基本姿勢・態度」 と

は既に言及した。同時に McWhinney は我々に対し

して位置づけられ，その影響を受けて卒前教育にお

て，病いは疾病とは別に学ぶものであるという発想

いても患者中心的医療は重視される傾向にある。病

の転換を迫っている。本邦でも病いを学ぶものとと

いと疾病についても決して新しい概念ではない

らえた，新たな卒前教育が行われている。文化人類

，社会の要請に応じて患者中心的医療の卒前

学者である飯田 21）は患者と医療者の相互理解を異

教育を行おうとするとき，病いと疾病をともに学ぶ

文化理解になぞらえて，
「異文化理解の学」たる文化

ことができる心療内科の価値が明確になる。なぜな

人類学の体系を卒前医学教育に持ち込んでいる。医

ら，基本的な医療面接に加えて，病いを語る患者と

師・医療福祉専門職にとって，患者や支援対象者を

のコミュニケーションは，心理社会的側面を認識

理解することが非常に重要であると同時に困難とい

し，学生がその有効性を実感する非常に良い教育の

う前提に立ち，
「文化相対主義（文化の違いを優劣で

場となりうるからである。またその臨床経験を豊富

はなく対等なものととらえて互いに尊重しようとす

に有する心療内科の医師は，良い教育者となる可能

る考え方，ものの見方）」や「ホーリズム（例えば医

性を秘めている。

療に関する調査であっても，対象社会に関して，経

が

6,8）

済，教育，宗教等も含めて包括的な理解につとめる

既に卒前心身医学教育のなかで様々な取り組みが
行われている。例えば斎藤

17）

は，医学部 5 年生に

という考え方）」といった文化人類学で用いられる
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表 1 共感に関する学習方略

Batt-Rawden 23）が行ったシステムレビューに掲載されていた学習方略について，著者が一覧表を作成した。

さらに著者が各学習方略の解説文を検討し，認知的学習と技能的学習に分類した。共感に関する各教育的介
入の効果や該当件数については引用の主旨と異なるため割愛した。

概念を持ち込み，医学生に向けて患者の解釈モデル

いう意図で用いられていると思われる。しかし近

理解や病いと疾病のギャップの橋渡しについて学習

年，医師の仕事には共感 Empathy を用いて患者を

機会を提供し，他者理解の視点の養成を試みてい

より効果的に治療する感情労働の一面があることか

る。疾病を学ぶ医学の枠組みに当てはまらない患者

ら，共感そのものも学習目標と認識する動きがあ

の病いの体験は，文化人類学をはじめとする人文・

る。共感とは「主に患者の経験，関心事，考え方の

社会学系の学問領域において研究されていることは

理解を含めた認知特性のことをいい，コミュニケー

6）

既に知られている（クラインマン 他）が，卒前教育

ションスキルと結合し患者にその理解を伝えるこ

においてもそのような学際的協働が実現可能である

と」である 22）。医師が共感を示すことで，患者の満

ことをこの事例は示しているといえる。

足度が向上し，治療へのアドヒアランスが上昇し，
臨床上のアウトカムも改善するとされている 23）。
この共感に関する卒前教育での教育的介入につい

学習目標としての共感 Empathy

て，複数のデータベースを用いて系統的にレビュー
をした報告 23）から，共感の学習方略について概観

クラインマンは，医師と患者の説明モデルを融合

を試みた（表 1）
。共感というと情意領域の学習と考

するためにネゴシエーションが行われれば，それは

えられがちだが，このレビューに取り上げられた

6）

「共感的な治療」につながるとした 。この際の共感

18 文献の教育的介入に関して各学習方略を検討す

的態度は，医師・患者の説明モデルがネゴシエー

ると，認知的学習と技能的学習に分類することでき

ションによって融合した結果，自然に表現されると

た。これは，共感の卒前教育には大きく二つの流れ
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があることを示しているといえる。しかしそれだけ

る可能性を秘めている。病いと疾病に向き合うこと

でなく，共感には，その定義に記述されている通

を診療の基本に位置づけている心療内科は，患者中

り，患者の経験，関心事，考え方の理解を含めて共

心的医療の卒前教育において主導的な役割を担うこ

感自体を学ぶ認知的側面と，それを表現し患者に伝

とが期待される。

えるという技能的側面があり，どちらに学習目標を
設定するかによって学習方略が変化するととらえる

告 示
本稿は第 18 回日本心療内科学会学術大会「シンポジウ
ム６：医学教育・卒後教育」での著者の発表内容を加
筆・修正したものである。その際，タイトルを一部修正
した。執筆にあたり有益な助言を下さった名古屋大学医
学部附属病院総合診療科 青松棟吉講師と名古屋大学大
学院医学系研究科総合医学専攻臨床医学領域発育・加齢
医学講座総合診療医学分野 伴信太郎教授に心より御礼
申し上げる。

こともできる。特に認知的学習の方略をみると，患
者へのインタビューや学生自身のエッセイ，患者体
験学習が挙げられている。これらによって得られる
学びは，患者の病いの語りそのものを理解すること
に直結すると考えることができる。共感には測定尺
度が国際的に存在するが，本邦でも日本語版の信頼
性・妥当性が検証され始めており 24,25），定量的な
共感の評価も含めて，各学習方略の特徴を踏まえた
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