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はじめに

医療現場での
コミュニケーションの性質

患者のからだに起こっていることを正しく知

（1）パワーバランスの意識

るために、また治療を効果的に進めていくため

診察室の椅子に腰掛けた途端に
「頭が真っ白

に、医療現場で交わされる会話の一つ一つはと
ても大切な役割を持っています。
しかしながら、

になって話そうと思っていたことの半分も伝え

医療者―患者間のコミュニケーションには、両

られなかった」
という経験はないでしょうか。日

者の意思疎通を難しくするさまざまな特徴があ

本の医師―患者関係は、長い間、医師が保護者の

ることが知られています。医師の説明を聞いて

ような立場で患者の治療を選択するパターナリ

いても、頭にすんなり入ってこない、自分の話

ズム
（父権主義）
の関係にありました。そして、医

していることがうまく医師に伝わっていないよ

師は社会的地位が高い職業という印象が人々の

うな気がする、患者がそんな思いを抱くのは、

中に根付いています。そのため、今でも医師の

そのような特徴のせいかもしれません。
医師は、

前に座ると緊張して血圧が高くなったり
（白衣

まず患者から伝えられる来院目的や症状の報告

高血圧）
、
「先生にすべてお任せします」
と医師に

などを手掛かりに、その問題を解決すべく検査

全権委任したりする人もいます。近年、医療者

や診断に向かっていきます。そして、その患者

に対しては
「患者中心の医療」
の考え方を重視し

にとっての「最もよい医療」
を目標に診療を進め

た医学教育が施されており、患者の話を聞く姿

ていきます。目的も目標も同じであるようにみ

勢は変わりつつありますが、人々の中に根付い

える両者の間で、なぜ、コミュニケーションの

た意識を払拭することの難しさがうかがえます。

ふっしょく

また、相手が医師ではあるものの、初対面で、

難しさが生じるのでしょうか。
ここでは、医療者と患者（消費者）の間のコ

もしくは知り合って間もないうちに自分のから

ミュニケーションに存在する性質と、コミュニ

だのことや、生活、価値観などプライベートな

ケーションに基づいた意思決定のあり方、そし

ことを話すには少なからず抵抗があったり、気

て実際に医療者と対面することになった際に備

を使ったりするため、初回の診察時には医師の

えておくとよい心構えについて取り上げたいと

質問に答えることに終始し、患者として聞きた

思います。

いことが聞けずに診察が終わることもあります。
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（2）解釈の違い

緊張感を伴う医師との会話の中でさらに
「数字」

例えば「この治療が効く確率は 20％です」と

が多用されると、説明された内容が頭に入りに

いう説明に対して、「20％しか可能性がないな

くいかもしれませんが、そこにはこのような理

らやめておこう」と考える人と、「20％も可能

由があるのです。

性があるなら試してみたい」と考える人とで意

（3）
「意味」
の違い

思決定につながる認識は異なります。これはそ

患者はもちろん、医師も
「患者さんにとって

の人の持つ価値観や経験などが引き起こす事実

最もよい医療」
をめざしています。
では、
なぜ「患

の見方、認識の違いです。同じように医師が説

者さんのためにどうすればよいか」と日々考え

明した内容に対して、医師が想定していた認識

ている医師の説明は患者に伝わりにくく、患者

と患者の認識が異なることはよくあります。

の思いもまた医師に届きにくいことがあるので
しょうか。

治療を施すときには、必ずその効果とリスク

コミュニケーションがうまくいかないとき、

（副作用や合併症）
について説明されますが、
「こ
の手術によって起きる可能性のある合併症は、

そこには、背景に想定している
「意味」
に違いが

神経麻痺が 10％、肺炎が 7％、心筋梗塞が 3％

生じていることがあります。医師は主に
「命を

で……」と、病名と数字が並ぶと、急に治療に

救う」
「 病気を治療する」教育を受けています。

対する不安感が高まることがあります。一つ一

身体的な機能や病気のことについては豊富な知

つの合併症が起こる確立は数％という小さな数

識を持ち、さまざまな患者を診察してきた経験

字ですが、人はわずかな確率であるほど、リス

から、病気や治療によって先々に起こることを

クを過大評価してしまったり、起こる確立は低

当たり前のことのようにイメージできることも

くても、結果に対するイメージが重大であった

あります。そのため、
「最もよい医療」を
「生命

り、未知であると感じるものに対しては過剰に

の維持や病気の治癒」の意味としてとらえる傾

反応してしまう心理的な特性を持っています。

向があります。そして、医療に関する専門家で

医師としては、
「可能性は低い」
と思っていても、

あるがゆえに患者と持っている情報量に差があ

患者に治療を施す場合には、その可能性につい

り、患者が直観的に理解できるように説明する

て説明しなければなりません。

ことを難しいと感じていることもあります。一

ま

ひ

こうそく

それならば「まず起こらないと思いますが」
な

方で、患者は、自分自身のこと
（症状、仕事や

どの前置きを付けるなどの、感覚として分かり

家庭などの事情、生きがいや趣味、価値観など）

やすい、安心感を与える説明を、と思うかもし

についての専門家です。
「これまでどおりの生

れませんが、このような医師の解釈を添えた説

活を」と願う場合には、それがどのような生活

明には、それはそれで問題があるのです。

なのかイメージできていることでしょう。仕事

例えば、医師が
「まずないでしょう」
と説明し

で重要なプロジェクトを任されていて、ある期

た際に、患者は、医師が想定している確率より

間は治療のために休むことができない、動けな

も 15％以上そのリスクを低く見積もるといわ

くなるような治療は困るなど、さまざまな思い

れています。このように、同じ言葉でも、その

があるのではないかと思います。患者は、自分

人が置かれた状況や立場、受け取る人の性格や

の
「人生や生活」
の中に治療を位置づけていきま

価値観などによって受け取り方は異なります。

す。患者にとっての
「最もよい医療」
は、生物学

医療者は、このようなコミュニケーションの行

的な
「生命」
だけでなく、より広く深い
「人生」の

き違いを防ぐために、より客観的な情報として

意味の上に成り立つのです。しかし、医師は、

「数字」でリスクに関する情報を伝えています。

患者に教えてもらわなければ、そのような事情
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や大切にしていること、すなわち
「患者側から

表

医師―患者関係の類型表
医師の権力

みた最もよい医療」については知ることも、イ
高

メージすることもできないのです。この
「最も
高

通して医師・患者双方が、分かってもらえるよ

い

うに伝えよう、聞こう、そして理解しようと努
めることでしか埋めることはできません。

い

インフォームド・コンセント
から意思決定の共有へ

タイプ

低

い

① 相互参加型

② 消費者主義

交渉

患者が設定

協働して検討

患者が定義

助言者

技術的な相談役

タイプ

③ 父権主義

④ 機能停止

目標設定

医師が決定

不明瞭

患者の価値観

医師が推測

不明瞭

保護者

不明瞭

目標設定
患者の価値観
医師の役割

低

患者の権力

よい医療」が意味するところの違いは、対話を

い

医師の役割

インフォームド・コンセントとは、日本語で
は「説明と同意」
と訳され、患者が、行われる医

②消費者主義
（コンシューマリズム）
：患者が診

療行為に対して十分な説明と理解のもとで合意

療の目標や内容を決め、単独で意思決定し責

することをいいます。この
「理解のもと」
という

任を負います。市場取引のように提供される

のはとても大切で、治療の必要性や効果が理解

医療サービスが自分の求めるものであるか見

できないまま診療が進められていくと、通院や

極め、買うか買わないかは買い手
（消費者：患

内服を自己判断で中断してしまったり、適切な

者）
が医師からはもちろん、広く情報を集め、

自己管理が行われなかったりすることで、治療

それに基づいて自分で意思決定します。医師

の効果が思うように得られないことがありま

の役割は、買い手の好みに合う情報とサービ

す。患者が行われる治療に対して理解し、納得

スを提供する技術的な相談役に限定されます。
③父権主義
（パターナリズム）
：古典的な医師―

したうえで参加することが、結果として治療効

患者関係で、医師が診療の目標や内容を設定

果を高めることにつながります。
さらに、治療法の選択肢が複数ある場合は、患

し、意思決定を支配します。患者の価値観と

者が自分の価値観や希望を伝え、医師との話し

好みが医師のものと同じであるという仮定に

合いを通して合意を形成していくことが重要に

基づき、医師は保護者として
「患者の利益」の

なります。こうした意思決定のあり方は Shared-

ために行動します。

decision-making( 協働的意思決定 ) として近

④機能停止：患者と医師の期待が相反する場合、

年注目されてきました。このような意思決定や

それが修正できないと、両者の関係は機能不

コミュニケーションに影響を与える医師―患者

全に陥る可能性があります。共通の目標や患

間の関係性について Roter

＊1

らは 4 つのかたち

者の価値観、医師の役割が不明瞭なことが特

に整理しています
（表）。

徴となります。いら立ち、怒った患者は不適切

①相互参加型：比較的対等な立場で、話し合い

なサービスを要求したり、医療機関に来なく

を通じて診療の目的や内容を設定します。医

なったりすることもあります。医療管理の効

師はアドバイザーとしての役割を持ち、対話

果が低くなることもあり、医師の側からみる

により患者の価値観を明確にし、意思決定を

と
「難しくて困った患者」
となってしまいます。

行います。
＊1

医療技術の進歩とともに治療の選択肢が増

Roter D : The enduring and evolving nature of the patient-physician relationship. Patient Educ Couns. 2000 ; 39(1): 5-15.
石川ひろの
『保健医療専門職のためのヘルスコミュニケーション学入門』
（大修館書店、2020 年）より
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え、人々の価値観が多様化するなかで、相互

活用できます。
空欄を順番に埋めていくことで、

参加型の医師―患者関係が必要とされる場面

頭の中が整理され、よりよい意思決定のために

が増えています。納得のいく医療を受けるた

何をすればよいかが分かるように構成されてい

めには、医師からの説明を聞くだけではなく、

ます。日本語版はインターネット上で公開され

自分自身のことも医師に伝える必要がありま

ています＊ 2。
また、
協働して意思決定を進めていくために、

す。自分にとって何が大切か、自分はどのよ
うに生活しており、どのような生活がしたい

事前に医師に聞きたいことをまとめた
「質問リ

のかを医師に伝えることで、医師もあなたに

スト」を作っておくと、診察時のコミュニケー

とっての最良と思われる医療を提案できるの

ションがより有効なものとなります。どのよう

です。

なことを質問すればよいか分からないという場
合には
「質問促進パンフレット」
を活用するとよ
いでしょう。これは、診察中に患者と医師との間

よりよい医療を
選択するために

に交わされる一般的な質問をリスト化したもの
で、患者が質問したいことを質問しやすいよう

人は話を聞いてすぐに行う意思決定では、そ

に整理されています。国内では、国立研究開発

の時の感情やさまざまな心の癖が反映された短

法人国立がん研究センターによって開発された

絡的な判断となり、よい意思決定をすることが

ものがインターネット上で公開されており＊3、が

難しいといわれています。自分自身の健康や人

ん以外の疾患の場合にも参考にできます。この

生に影響を与えるような大事な選択をしなけれ

ようなリストを準備していても、その場の雰囲

ばならないときは、一度持ち帰って、きちんと

気で聞きづらさを感じる場合には、リストに記

迷う時間を設けましょう。より重大な決断
（手

入してそのまま医師に渡しても問題ありません。

術や抗がん剤治療、生命維持治療の開始や中止

最後に、自分で医療に関する情報を収集する

など）を迫られたときは、自分の生活の中で大

ときは得られた情報をよく吟味する必要があり

切にしたいことを考えて、整理することが大切

ます。インターネット上の情報は、万人向けの

です。治療を選ぶときは、治癒する確率と副作

情報です。不安に思うことや理解できないこと

用の重大さ、スケジュールなどをてんびんにか

がある場合は、最終的に主治医に確認したうえ

けて、自分のしたい生活が続けられるかなど、

で自分にとって適切な情報であるか判断するこ

自身の価値観と照らし合わせて決めることにな

とが大切です。そのためにも、身近な医療機関

ります。そして、そのような情報や価値観を整

に信頼のおける自分にとっての主治医を決めて

理する際の有効なツールとして
「ディシジョン

おき、風邪などで通院する機会があれば、その

エイド」が挙げられます。日本では
「意思決定ガ

つど少しずつ会話を重ねて、自分のことを少し

イド」とも呼ばれ、近年、さまざまな疾患の難

でも知っておいてもらうとよいでしょう。いざ

しい意思決定場面に対応したものが開発されて

というときに気軽に相談しやすくなります。会

い ま す。 そ の 1 つ で あ る、 オ タ ワ 大 学 の O’

話を重ねることで、
双方の会話の背景にある「意

Connor らによって開発された「オタワ意思決

味」を共有できる対話が成り立ち、それをもと

定ガイド」は、疾患を問わずさまざまな場面に

によりよい意思決定が可能となるのです。

＊ 2 「オタワ意思決定ガイド

（個人用）」 https://decisionaid.ohri.ca/docs/das/OPDG_Japanese.pdf

＊ 3 「重要な面談にのぞまれる患者さんとご家族へ―聞きたいことをきちんと聞くために―」
https://www.ncc.go.jp/jp/ncce/clinic/psychiatry/psychiatry_panfu.pdf
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