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随 想

理想的な医師（皿）
吉 田 修＊

He is aware of the Iimitation of his own know一

ledge and of knowledge in general．

 He constantly strives to extend his knowledgeand

to leatn for hirnself the boundaries of generally

established knowledge． He is at ali times ready

to seek the counse1 and heip of the more experi－

enced and is not afraid to say “1 don’t know．”

He learns to think 1ogically and to commit himself

to a diagnosis． However， he appreciates that any

commitment he makes to diagnosis or treatment is

subject to revision on the basis of new information，

and he doeS not hesitate to change his views under

such circumstances． The welfare of his patient takes

precedence over his personal pride．

〔彼は，自分自身の知識ならびに一般に知識というも

のの限界のあることを知っている．彼は，たえず自分

の知識を広げ，一般に確立された知識の限界まで，自

分自身で学ぶ努力をする．彼は必要ならばいつでもよ

り経験の：豊かな人の忠告や助力を求め，自分がそのこ

とについて知らないと言うことをおそれない．彼は論

理的にものを考え，専心して診断をつけることを学ぶ．

しかし彼は，診断や治療において彼が行なった決定は

新たな情報のもとには改められる性質のものであるこ

とを理解しており，またそうした状況では自分の見解

を変更することを躊躇しない．患者の得る幸せは彼の

個人的プライドに優先する．〕

 医師は驕ってはならない．自分の診断や治療方針を

変えることが論理的にみて必要なら，またそうするこ

とが患者のためにプラスになるならば，自分の誇りな

ど問題ではない．豊かな知識と経験をもった医師が，

正確で詳しい情報のもとに論理的に考えたものを，変

更しなけれぽならないということは，そうしばしばあ

ることではないかもしれない．しかしそれでもなおか

つ，その見解は必要ならば変更されるべき性質のもの

であることを忘れてはならない．

 ロンドン・イブニング・ニューズ特派員のスプリン

グハイム氏は「日本人は感情的で虚栄心が強い．日本

人には，理屈と感情とが複雑に混じっている．どんな

合理的な問題を合理的に考えても，考え方や考えの出

し方に，必ず常に感悔が出てくる．すでに合理的にた

がいに理解しあっているはずのものも，両方が感情的

になり，理屈を通り越した感情のために合理的に解決

できない」と述べている．彼の表現セこはいささか誇張

もあるが，「日本入」を「医師」とおきかえてみると

ゾッとする．感情を抜きにし，論理的に考え，議論す

ることはそんなに容易なことではない．きわめて自然

にそれができるようになるためセこは，平生の努力が必

要である．

＊京大教授（泌尿器科学）

He respects the information that comes from the

patlent．

 While apPreciating variation in patient reliab丑ity，

he recognizes that the patient is likely to be the best

source of information concerning his own condition，

with close family members or friends as important

supplementary sQurces． He knows that data derived

from the interview and physical examination provide

the basis upon which further laboratory and other

diagnostic procedures are selected， and that ordina－

rily such procedures are used to confirm， not皿ake，

diagnesis． He has learned that the indiscriminate use

of laboratory procedures is not only uneconomica！

but may be misleading．

〔彼は，患者からくる情報を尊重する．彼は患者によ

り信頼度にもいろいろあることは認めながらも，患者

に近い家族や友人が重要な補助的情報源であり，そし

て患者は自己の状態についての情報が得られる最：良の

対象となりやすいことを認識している．彼は，問診や

身体の診察より得られたデータはさらに行なう検査

室的あるいはその他の診断的検査を選択するための基

礎になるものであり，通常それらは診断を確立するの
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に用いられ，診断するのに用いられないことを知って

いる．彼は，雑然とやたらに行なう諸検査は非経済的

であるのみならず，あやまちをおこさせやすいもので

あることを学んで知っている．〕

 ジョンズ・ホプキンス大学医学部を設立させその内

科の主任教授をつとめたウィリアム・オスラー先生の

名言がある．‘‘LiSten to the patient． He is tclling

you the diagnosis．”

He is a perpetual student．

 He has developed the sequence of ．s．．gpa－thmk－read，

then think and see again． He interviews and examines

a patient， then reads about the issues bearing on his

observations． He returns to the patient to extend

and clarify his findings which he uses to plan further

diagnostic and therapeutic procedures． He never

underestimates his own ability to make a new and

original observation．

〔彼は，たえざる学徒であることをつづける．彼は，

観察し一考え（思索し）一読む（調べる），その上で

また考えもう一度観察するという一連の行動を身につ

けている．彼は問診をし，身体の診察をしその観察に

もとづいている問題点を調べる．彼は，さらに必要な

診断あるいは治療を計画するための所見を発展させ明

確にするために患老にまた相対する．彼は，自己の新

しい，オリジナルなものを観察する能力をけっして過

少評価しない．〕

 よく観察する．そしてよく考える，論理的に．分ら

ぬところ，知らぬところは調べる．成書を，論文を．そ

してもう一度考えてからまた患者に相対する．一こ

れは具体的に診断をすすめる上の心がけを説いたもの

であるが，「彼は，たえざる学徒であることをつづけ

る．」という文は大変普遍的な教訓である，

                    もんえ
 仏教では智慧に三種類あるといわれている．聞慧，

思慧修慧である．聞慧とは，耳から聞いた智慧，き

き噛りの智慧である．読書によって得た智慧も，その

ままでは聞慧である．聞いて得た智慧，読んで得た智

慧は本当の智慧とはいえない，ショウペンハウエルは

哲学者だけに痛烈な表現をするが「読書とは他人の頭

を借りて考えることである」と述べている．

 思慧とは思い考えた智慧，聞慧をもう一度心で思い

直し，考え直した智慧である．思索して得た智慧であ

る．修慧とは，実践によって把握せられた智慧である．

自ら行ずることによって得た智慧である．

 耳で聞いたもの，目で読んだものを思索し，深く考

えて思慧となし，それをさらに実践により，自ら行ず

ることにより万町となすのは誠に難しいことである．

至難のわざである．それは祈りににたものである，し

かし，あきらめないで頑張ろう．

 考えてみると，この随想を書いている時の私の脳裏

には常に研修医や医師になってまだ何年もたっていな

い若い諸君のことがあった．この拙文がこれら若い，

多くの可能性を有する諸君に少しでも参考になれば，

私のよろこびこれにまさるものはない．




