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〈書評論文〉

忌避 され る 「予後」

            Nicholas A. Christakis, 

Death Foretold:Prophecy and Prognosis in Medica 

        (University of Chicago Press, 1999)

l Care.

加 藤 源 太

は じめに

「prognosis」 一 医療の現場ではご く日常的に使用 される語彙であ り、日本語に直訳

す ると、 「予後」 と言い表 され る。 しか し一般 には、あま りな じみのあ る言葉 ではない。

一言でいえば、ある疾患 に罹患 した患者に、その後 どのような経過が予想 され るか、 とい

うことである。た とえば、「予後 は良好 であ る」 とい う場合、それは患者の経過が よい方

向に向かう可能性が高い ことを示す。

この 『DeathForetold:ProphecyandPrognosisinMedicalCare』 は、医者が患者に対

して説明する 「予後」 について、医者 の視点か らの詳細 な検証 をほどこ した書物である。

Christakisは 、HarvardMedicalSchoo1の 医療 社 会 学 教授 であ り、 かつ 現 在 も

MassachusettsGeneralHospitalに て終末期医療に積極的にたずさわっている医師でもあ

る。

医療社会学において、患者 一医者関係 については、古 くか らの議論の蓄積があ る。 しか

し、当事者の視点か らなされる議論は、い きおい、患者の権利の代弁者めいた もの とな り

が ちであった。片や社会学者に よってなされる研究は、統計、インタビュー、撮影、潜入

などの手法 によ り両者の関係 に肉薄 しようとする ものの、研究対象 に対す る 「他者性」

「外部性」が前面に出て しまうのはまぬがれない。

この著作 は、そのいずれのスタイルに も与 していない。Christakisは 、患者 一医者関係

における当事者ではあるが、医者側の視点をあえて強 く打ち出した格好で研究 を展 開して

お り、従来型の当事者 による研究 とは違った観点を味わうことができる。それでいて、社
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202 加藤:忌 避 される 「予後」

会学にたずさわ り培 った調査方法を用いることで、過剰な当事者性 を緩和 させている。

こうしたスタンスの医療研究 は、今の ところ日本ではあま り見受けられないが、今後 こ

うした研究が もっ と広 まっていってもいいのではなかろ うか。私 も現在、医師 として活動

す る傍 ら、社会学の研究のとば口に立っている者であるが、こうしたChristakisの 研究ス

タイルは、私 にとって、非常に示唆 に富んでいる。今回、書評論文の題材 としてと りあげ

た所以である。

Christakisは 近代医療 の発展 とともに、医者が 「予後」の重要性 を軽 ん じ、目をそらす

ようになってきた と考える。こうした潮流 に対 し、彼はこの書物で、現在で も医療 におけ

る 「予後」の重要性が依然 うしなわれていないという認識 を提示する。そ してその認識を

敷街するかたちで、先行す る論文、各種統計調査、さまざまな立場 にいる医者の意見 を統

合 しつつ、「予後」 に対す る医者の認識を多角的 に明らかに している。以下、1)か ら6)

でChristakisの 見解を概観 し、7)で この著作の、医療社会学 における意義について、 日

本の事例 との比較 を概略的に付 け加 えたうえで述べることとする。

1)近 代医療 における 「予後」の軽視

Christakisは 近代医療 の特徴を、診断、治療 、予後の三要素が相補的に機能 しあってい

る点においた。 これは過去においても現在 においても、変わ りがない。 しか し、20世 紀初

頭の医療にさかのぼってみると、現在 と比べて、予後 に大 きな比重がおかれていた という。

現在 と比較 して当時の診断、治療 が圧倒的に未発達であった ことをその理由に挙げている。

このころは病理学が漸 く発展段階にさしかかった時期で、疾患 ごとの細かい分類な どにつ

いていえば、現在の レベ ルには遠 く及ばない。 また、治療技術 も限られたものであ り、重

度の疾患 をわず らえば、 たちまち治療に窮することとなった。 こうした状況では、医者の

仕事の多 くは、予後、つ ま り 「あ とどの くらい生 きられるか」「これか らどの ように状態

が悪化 してい くか」 を正確に患者、あるいはその近親者に伝えることであった。

しか し、20世 紀 もすす むにつれ、診断お よび治療の技術が飛躍的 な進歩 を遂げてゆ く。

それ まではただ看取る しかなかったような疾患に対 しても、適切な診断が下されて治療が

ほどこされれば、劇的な改善が もたらされることも少な くな くなって きた。 もしも治癒 の

確率が高いのであれば、つ まり治 りさえするのであれば、予後の如何 は、患者 にとって必

ず しも主要な関心事ではな くな りうる。こうした潮流を受け、ひ とたび診断がつ けられて

治療が開始 されると、その後の経過は レールに乗 った列車 の行 き先のように定 まって しま

うのではないか、 という考 えが、近代医療の発展 とともにその内部で醸成 されていったの
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である。予後は、診断および治療 によっておお よそ決定 されて しまう、とい うものであ る。

その結果、予後 を伝 える とい う営みは、医者の主要な仕事ではな くなっていった。いいか

えれば、医者の側が、そ うした理論のもとで、 自分たちの仕事 から予後を予測す ることを

排 除 していったのである。

こうした傾 向は、医学教科書 において も認められる。20世 紀初頭 と現在 とを比較 して、

診断お よび治療 に割かれているペー ジ数が増加 しているのに対 し、予後 について割かれて

い るペー ジ数は減少の一途をた どっていると、Christakisの 先行調査で明 らかにされてい

る。

2)現 代医療における 「予後」の復権

この ように して近代医療 において徐 々に脇へ脇へ と追いやられてきた予後であるが、そ

うした予後の軽視が患者の側の要求に合致 してい るのか というと、決 してそうではない。

この点につ き、Christakisは さまざまな例 を用いなが ら、力説 している。

まず、近代医療はあらゆる疾患 に対 し、完全に治癒への方途をつけ きることがで きたの

だろうか。当然であるが、そんなことはない。

20世 紀初頭 まで、医療 がたずさわる疾患の首座を占めていたのは、肺炎をはじめ とす る

急性の感染症であった。 しか し20世 紀中盤以降、悪性腫瘍や脳血管障害、さらには糖尿病、

高脂血症など、現在生活習慣病 と日本で呼ばれている慢性 の疾患が、疾患の首座 を占め る

ようになってい く。そうした疾患 に対 しては、近代医療 といえども、完治をもた らす こと

は困難である。適宜薬 を使用 しなが ら、症状 を軽減 させる、 これが近代医療 による慢性疾

患治療の要諦である。 となると、 こうした治 らない慢性疾患 に罹患 した患者は、 自分の予

後の如何 に興味がおよぶはずだ。「いつ ごろ、 どんな合併症が出て くるのだろうか」 「腫瘍

が転移すればどんな症状が出て くるの だろ う」「歩けな くなった りす るんだろうか」 など

といった疑問である。 しか し近代医療は、 こうした慢性疾患に対 しても、あいかわ らず急

性期疾患 に対するスタンスを崩 さず に対応する。あ くまで、原因疾患 を特定 し、それ に対

す る治療 をお こなうことで片付けようとす るのである。近代医療は、そ うした慢性疾患の

予後を予測す ることについて決 して重 きをおいているとはいいがたい。また、近代医療の

内部で、慢性疾患 の予後の予測について体系的な教育が展開されているともいいがたい。

あるいは、1960年 代以降、医者 一患者関係 において、構造的 に下位に位置付け られる患

者の権利を守るべ く、医療 における患者の 自己決定権が主張 されるようになって きた。 し

か し医者が予後を見誤ることにより、こうした患者の 自己決定権が保証 されないばか りか、

京都社会学年報 第10号(2002)



204 加藤:忌 避 され る 「予後」

む しろ侵害 されさえするおそれがある。たとえば6ヶ 月の命と医者 に見立てられた患者が、

それを信頼 して人生設計 をたてたにもかかわ らず、3ヶ 月で絶命 した場合などは どうだろ

うか。

さらに、限 りある医療資源 を有効に使 うべ きだ とする経済的な見地か らも、正確 な予後

の判定は重要である。予後の判定を誤 ったがゆえに、莫大な苦痛お よびコス トを伴 う治療

をほ どこしたに もかかわらず、かえって患者の死期 を早めることケースも、散見されるの

である。む しろこれ らの新 しい医療の流れに対 し、医者が予後に対 して従来どお りの取 り

組みでしの ぐことには、限界が生 じてきているのではないだろうか。

こうした傍証 とともに、Christakisは 予後の重要性 を説 く。それ も最近になって、その

兆候が顕著になってきた、 とい う見解 をとる。

3)「 予後」の判断につ きまとう問題点

しか し、その 「予後」 に対す る医者の忌避 には、根強い ものがある。その原因 として、

まず は予後 を予測することの困難 さがあげられる。多 くの医者は、診断や治療 よりも、予

後を予測す るこ とのほうが難 しい、 と考えている。これが先入観 によるもの なのか、それ

とも実体験 に基づ くものなのかは、はっきりしない。 ただ、彼 らの多 くは、診断や治療 と

比較 して、予後 については十分な教育 を受 けていないと感 じているようだ。 これは、予後

についての記載が漸減 している医学教科書の現状をかんがみて も、納得のい く話 である。

その結果、医者による予後の予測は しばしば、正確 さを欠 くものとなる。それを示すデー

タであるが、た とえばある調査 によると、末期癌の患者 に対 し主治医が述べる 「予後」は、

その8割 が実際の余命よ りも長 く、楽観的な ものであった という。つ ま り、医者が語 る余

命予想 よりもはや く死 を迎 える患者が圧倒 的に多かったというのだ。 これに対 し、集中治

療室 で治療 される患者 に対 し主治医が述べ る 「予後」 は、逆 に実際の余命よ りも悲観的な

ものであることが多かった、 とす る報告がある。末期癌患者のケース と集中治療室の患者

のケースで正反対の結果が 出る理由 として、前者の場合、医者 と患者 との関係が長期 にわ

た り構築されているか らではないか、 との予想が なされていた。その実際の理由は ともあ

れ、片や慢性疾患の末期、片や急性期疾患の極期、いずれの場合 において も、死 に近 くあ

る患者の予後について、医者の語 る余命 と実際の余命 とに乖離が見 られ るとい う報告は無

視できない。

また、首尾 よく予後の予測がつけ られたとして も、その答えが望 ましくない ものであっ

た場合、なかなか患者には伝 えに くい。医者 も患者 も、期待 しているのは 「快方へ向かう」
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「ほ どなく治癒する」 といった類の、良好な予後である。 そうでない場合は、それが正確

な ものであれ不正確な ものであれ、医者は予後 を伝 えることをため らわれる。患者の顔色

をうかがいなが ら、虚偽 にな らない範囲で、最大限いい方向 に解釈 した予後 を伝 えようと

することさえ、十分 にあ りえよう。Christakisは 、マー トンのいう 「預言の 自己成就」の

ような機能を、医者 による予後の予測のなかに見出 している。これには、経験的に賛同す

る医者 も多いようだ。つ ま りは、医者の語 る予後が、患者の態度、行動、心理をも規制す

る力 をもつ、とい うことである。死が近いことを耳にするやいなや食事 もとれず意気消沈

し、早々に死 を迎えて しまう患者や、あるいは予後が良好であると聞 くと、 とたんに快活

にな り実際に経過が良好 となる患者の例 などがそれである。

さ らには、近代医療の目標は、で きるだけ死を遠 ざけ、生 を維持することである。 とな

ると、近代医療 を遂行す る医者 にとって、患者の死を予測す ることはす なわち、自分の能

力の限界を悟 ることにつ なが りかねない。 ましてや、死の近いことを患者に伝えるという

ことは、自分の無能 をさらけ出す ことに等 しい、 と考えることもで きるのである。実際 に

こうした心境か ら、死の告知をため らう医者 も多 く存在 しているはずだ、とChristakisは

分析する。

このように、医者が予後 を予測することを忌避する背景には、正当なもの、正当でない

もの も含めて、数多 くの理由が存在 しているのである。

4):避 けて通れない 「予後」

医者の語る予後が当てにな らず、また偏 っている可能性があるのなら、患者はそれに耳

を貸す必要がないのでは、 とい う考 えが生 じるか もしれない。 しか し、そうはいかない。

患者にとって最 も知 りたい情報は、診断名で も治療方法でもな く、結局 「あ とどの くらい

生 きられるか」 「これか らどの ように状態が悪化 してい くか」 といった こと、即 ち予後だ

からであ る。先にChristakisが 提示 した近代医療 の三要素、診断、治療 、予後の うち、患

者の病いや苦 しみが軽減 された り、 目途がつけられた りするのであれば、診断名や治療方

法な どは、患者にとってそんなに大 きな問題 とはなるまい。患者が診断名にこだわるの も、

自分の知識 に照 らし合わせ て、重症そ うなのか軽症そ うなのか をいちはや く知 りたい、 と

い うのが根底にあるか らだろうし、治療方法 に興味 を示すの も、効果の程度や及んで くる

合併症の如何を知 りたいか らであろ う。 これらはすべ て、患者本人が予後期待 を形成す る

ために使用 される情報である。やは り患者の最大の興味は、予後 にあるといえるのではな

いだろ うか。
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となると、どれほど医者が避 けようとも、患者の予後を予測せ ざるをえない時が、いつ

かはやって くる。医者、患者 ともども、深い 「予後」の闇へ投げ出される瞬間である。 し

か し、医者にその能力はない。 また自信 もない。それで もなお、予後を予測せねばならな

いo

5)そ れらを乗 り越えて構築 される 「予後」

このような局面に対時 した ときの医者の行動には、Christakisの インタビューによれば、

さまざまな ものがあ るようだ。 ある医者は、 「私 には人の命 を予想する能力 なんてない」

と、患者の前で正直 に告 白するという。 当人によると、こうす ることで案外、患者に受け

入れ られるようだ。 しか し圧倒的多数のケースでは、医者は患者の要望に対 して何 らかの

予後を提 示する。不確かな心境のなか発せ られる予後は、一体 どのような形態 をまとって

いるのであろ うか。

ひ とつのパ ター ンとして、積極的な、楽観的な予後を語 り、医者が意図的に患者 を励 ま

そうとす るものが多いようだ。場合に よっては、こうした予後説明を通 じて、医者が考 え

る治療 を受け入れて もらうように方向づけることもあるとい う。これは多 くの医者の共通

す る心境のようであ る。医者 にすべて任せろ、 といった古 きパ ターナ リズム と比較する と

非常 にソフ トな対応だ と思 われるが、それで も、「どうせ なら良いように話 して、勇気づ

けたほうがいい」 とする判断の底には、形 をあい まいに した医者のパ ターナ リズムが潜 ん

でいるように思 われな くもない。 しか しその背景には、「熱心 に予後 を知 りたが る」患者

の存在があるだろうし、先に述べた 「預言の自己成就」 に対 しての、経験に基づ いた医者

の配慮 というもの もあるだろう。そ して、たびたび指摘 されるこ とだが、こうしたコミュ

ニケー ションを通 じて、医者 一患者関係が、知 らず上下関係へ と変容 されてゆ くのであ

る。

さらには、医者に よる 「予後」の予測が、預言めいたものにまで昇華するケースもみ と

め られる。同時に、道徳的な色彩 を帯 びた もの となることもある。 これは、患者 にとって

は、医者 による予後予測が未来を予測 して語ることにほぼ一致す るためである といえよう。

しか しChristakisは 、死の宣告 に際 して人間の能力や科学の限界 を知 った医者が、予後 を

語 ることを恐れるあま り、多分に宗教的、魔術的な発言を生み出 しているのではないか、

という分析をほどこ している。その瞬間、予後 を予測することに伴 う幾多の重荷、負担か

ら医者が解放 されるのでは、 とも述べている。
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6)よ りよい 「予後」の ために

さまざまに構築されている 「予後」ではあるが、その背景には、死 を宣告することへの

おそれが潜んでいよう。 これについては、非常 に興味深い研究がある。1989年 か ら1997年

にかけてアメリカの諸施設で、余命が6ヶ 月以内である確率が50%と された患者を対象に、

大規 模 ス タデ ィーが お こ なわ れた 。TheStudytoUnderstandPrognosesand

PrefbrencesfbrOutcomesandRisksofTreatment(SUPPORTと 略 され る)で は、約

5000人 の患者を二群 に分け、片方のグループでは看護師やコメディカルか ら予後 に対する

さまざまな情報 を医者に与 え、 もう片方のグループにはそう した配慮 は行わない、 とい う

条件設定 を行い、患者 と医者の予後 についての情報共有に両群で どの程度差が生 じるのか、

あるいは どの程度両群の患者の予後に変化がみ られるかを調査 した。結果は、残念なこと

に、いずれのグループにおいて も、医者 と患者 との間の コミュニ ケーシ ョンに変化はみ ら

れず、予後について も変化 は認め られなかった。 これはつ ま り、予後 を忌避する、 とい う

医者の態度が変化 しない限 りは、 どれほ ど環境 を整備 したところで、医者 と患者 との間に

は死 を前 にしての積極的なコミュニケー ションは生 まれない、 とい うことを示 しているの

である。

医者のなかには、患者に対 してい くら厳 しい説明を したところで、聞 く耳 を持って くれ

ない、 となげ く向 きもある。 しか しだか らといって、医者が末期の患者に対 して予後の説

明を忌避する、 というのはどうだろうか。患者のほ うが医者 よりもさらに自身の病状につ

いて楽観的に しか認識 していない、という報告 もある。医者の側がそうした患者の認識を

変化 させ、医者 と患者の両方が疾患の末期 に際 して状況を正 しく認識 しあ うことこそが、

お互いに納得のい く終末期医療 を展開す るうえで も、是非 とも必要な活動ではないだろ う

か。Christakisも 、医者が患者に対 し予後を正 しく伝える必要性を訴えるとともに、患者

にも、そ うした医者の説明 を真摯に受け止める態度をとるよう、訴えている。

7):お わ りに

彼が近代医療の三要素 として とりあげた診断、治療、予後のうち、多少なりとも科学性、

あ るいは科学的言語をまとうことに成功 したのは、診断 と治療 である。数多の患者のなか

か ら類似す る症状を とりあげて共通性 を見出 し、普遍性 をもたせ ることでこれを診断とし

た し、原因となる器質的疾患を改善 させて患者の症状、 または客観的 デー タを改善 させる

ことでこれを治療 とした。そ して診断、治療 のいずれもが、生物医学的アプローチを用い
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ることで、科学的言語の枠内で世界 に流通す ることが可能 となったのである。

しか し、そ うした科学化 に最 も抵触するのが予後であった。 たとえ同 じ疾患 にかかった

として も、20歳 の健康な若者 と100歳 の衰弱 した老人が、同様の経過 をた どるはずがない。

ここでの差異 は年齢であるが、合併症の有無 といった身体 に関わる差異から、経済力、血

縁背景、地域、所属 団体 などの社会的 な差異 に至 るまで、患者の予後を変えうるのであ

る。

科学 との親和性 に乏 しい こともあい まって医者から目をそ らされつづけた 「予後」であ

るが、そのす ぐれて感情的な、社会的な、個別的な事象には、なかなか統一 された学問体

系が成立 しに くい。結果、現在の教育 システムか らも抜 け落ちてい くし、専門職 としての

医者同士での議論の狙上 にものぼ りにくい。せいぜいが、守秘義務 をまもったうえでひ と

つの 「思い出話」 として、一患者の事例 を取 り上げる程度である。 しか し、そうした事象

が案外、個々の医師の内奥に深 く刻み込 まれている。医者の回顧録 において、往々にして

話の要点が一患者の生死の瞬間であった りする ように思 うのは私だけだろ うか。

Chris七akisが 「prognosis」(「 予後」)を トピックとして呈示 したのは、彼が医療 をおこ

な う際 に感 じられ た、地 に足のついた疑問に端を発 してい る。 そ してその研究か らは、

「予後」 をとりまいて噴出す る問題 ひとつひとつが、その まま近代医療 に対する問題提起

につなが ってい ることが明 らか にされた。 しか し、 ここか らである。正確な予後の予測 を

めざすことが重要であるにはちがいない。 しか し、はた してそれは可能なのだろうか。仮

に既存の医学体系では困難だとしても、何か別の知識体系を もって した ところで、計測可

能 なのだろ うか。多変数解析の ようなかたちで計測することは可能なのだろ うか。た とえ

ば年齢、性別、家族構成、収入、職業などを入力 し、 さらに疾患 名、血圧、脈拍 、各種画

像所見、血液検査所見、投薬 などを入力すれば、アナライザーが予後をは じき出せるよう

な時代が、はた して到来す るのであろうか。また仮 にその ようなシステムが構築 された と

して、患者はアナライザーによ り下 される予後に対 して、十分 な納得が得 られるのだろ う

か。た とえば占いを考えてみればいい。人が列 をな しているのは、廉価 なコンピュー ター

占い機の前ではなく、高価な占い料 を要する占い師の前である。

患者の死の周辺にまつ わる先行研究 としては、た とえば、BarneyG.GlaserとAnselm

L.Straussに よる 『AwarenessofDying』1965(=1988、 木下康仁訳、『『死のアウェアネ

ス理論』 と看護 死の認識 と終末期ケア』医学書院)な どがあげられ よう。か なり古

い著作 ではあるが、病院の医師お よび看護師が患者の死が近いことを予測 しなが ら、それ

を患者の前でどう隠すか、あるいはどう示すかについて、患者側 と医療側 との相互認識 に

着 目して、分類がほどこされている。対 してChristakisの 著作は、医療側が 「予後」に対
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してどう認識 し、対応 しているかについて、論考が加え られている。それ も、「予後」を

直視 しづ らい医療側の認識 を、お もにインタビューを用いなが ら拾いあげ、そのうえでや

は り医療側が もっと 「予後」の重要性に着 目すべ きである、と結論づ けている。

『DeathForetold』 は、海外では主要医学雑 誌である 『NewEnglandJournalof

Medicine』 や 「JournaloftheAmericanMedicalAssociation』 で も、書評に取 りあげら

れている。 しか し、たとえば先ほどの 『AwarenessofDying』 の 日本語訳に 「看護」 とい

うタイ トルが付与されているこ とか らも、 どうやら現在の 日本の医療 においては、「予後」

を論 じる主役 となっているのは、医師ではな く、看護師 となっているようだ。 日本の医師

の、患者の死の周辺 に横 たわる問題へのかかわ りが、まだまだ不十分であることが うかが

われる。 しか し、 日本の医療ではそ もそ も 「予後」について、積極的な認識や実践が展 開

されているのだろうか。Christakisは 、アメリカの 「予後」 をとりまく現状がなお不十分

なものである と、この著書の中で繰 り返 し述べている。 しか し日本では、癌告知す ら、西

洋諸国に比 して行われ る確率が低い といわれている。つ まり 「予後」 を云々する以前 に、

完治の望めない病気 に苦 しむ患者に対 して さえ、「大丈夫、治 ります よ」 と声 をかけつづ

けるケースだって、あ りうるのである。 こうした問題について、 日本では残念なが ら、認

識の レベルで も、あるいは実践の レベルで も、 まだ まだ深化 した検討がなされているとは

言いがたいのではないだろうか。

Christakisの 著作か らは、当事者 としての問題意識が ところ どころ重た く感 じられる き

らいがある。それで も、問題設定 自体 は主観的なものであ りなが ら、そ して自身がその当

事者であ りなが ら、その問題をなるだけ 「物 として」客観的に捉 えん とし、統計、 インタ

ビュー、自己の体験の回想な ど、 さまざまな手法お よび記録 を動 員することで、何 とか解

き明かそ うとす る姿勢がうかがえる。 この姿勢は、事象 に対する問題意識を大事に しよう

とする点で、社会学の原点 といえるのではないだろうか。ほどよい当事者性 と客観性 を意

識 して研究することは、最終的 にはその質を研究者個 々のバ ランス感覚にゆだねてしまう

ことになる。それで もなお、そのバラ ンス感覚を信 じて、問題点 に切 り込 もうとす る姿勢

が重要であることは、なにも医療社会学にのみ限った話ではないはずだ。
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