
広島県立保健福祉大学誌 人間と科学 3 (1) 1 -7 2003 

患者の主体化に視座を置く真の「チーム医療論」の展開

鷹野和美

広島県立保健福祉大学保健福祉学部

1 はじめに

医療における専門領域の細分化に伴う医師以外の各

種医療従事者allied-healthprofessionals (以下メデイ

カルスタッフ)(注1)の誕生により，数種のメデイカルス

タッフが同一の医療機関に勤務する様態は日常化して

いる 1)。わが国では長年にわたり，各々の医療従事者が

国家資格により規定された医療業務を，独立性の保た

れた関係性sectionalismの中で遂行することをチー

ム医療」として捉えてきた。医師を頂点とするメデイ

カルスタッフの階層性hierarchyにおけるトップダウン

の命令系統は，医療従事者間の相互理解を困難なもの

とし，患者の治療に関する全体的イメージは医師のみ

が保有し，メデイカルスタップ聞には治療に関する全

体的合意形成のない形式的医療チーム

multidisciplinary care teamJが医療機関において常

態化している。

実際の医療場面では，患者は「回復」の希望を持っ

て医療機関を訪れるのであり，第一義的ニーズは医師

の治療行為に寄せられる。したがって，その医師の判

断と指示がなければメデイカルスタッフは患者との接

触機会さえ持ち得ない。その意味で厳密にはメディカ

ルスタッフの存在は，患者にとっては二次的なものと

ならざるを得ないという側面がある。しかし，一般の

人々が医療情報に曝露する機会が増大している現在で

は，患者が有する回復のニーズには，メデイカルスタッ

フから受ける，服薬， リハビリテーション，検査など

の医療サービスが当初から織り込まれていると考える

ことが妥当であろう。

伝統的にはチーム医療とは医師のオーダーに基づ

いて，関係する複数のメデイカルスタッフが，各々の

身分法の規定により，一連の治療という作業を分断し

て分担し遂行する医業の形式」と考えられてきたが，

メディカルスタッフ聞の連携不足(情報の共有されな

い状況)が，医療過誤の要因のひとつとして認識され

るに至り，非干渉かっ不連続を特徴とする「形式的チー

ム医療」から，情報の共有化をはじめ，患者のニーズ

を充足するために必要な機能を持ち寄り，治療目標と

チームマインド、teammindを共有する機能的チーム

医療interdisciplinaryteam careJへと質的転換の必

要性が認識されているのである 2)。

近年，患者の権利が主張され，それに呼応する形で

医療機関側は，インフォームド・コンセントinformed

consentや， ドラッグ・インフォメーションdrug

informationなどの，インフォメーション・サービス

information servicesの充実を図ってきた。診療記録の

開示，セカンド・オピニオンsecondopinionの希求な

と患者の権利意識は更に高まりへそれに応じた医療

サービスを提供するために，機能的チーム医療の形成

がこの面からも望まれている。

また，感染症から生活習慣病中心の疾病構造への疾

病の質的変化により，医療機関の医療サービスの目的

が狭義の治療cureから，広義の治療careへと拡大し，

医師とメデイカルスタッフの協働の必要性が，これま

で以上に強く認識されてきたことも，チーム医療が不

可欠とされる根拠のひとつである O

機能的チーム医療が患者サービスの充実のために重

要であり，医療現場にとって不可欠であるとされる現

在の状況は，①医療従事者の専門の細分化と高学歴化

などによる医療サービスの供給体制の構造的変化，②

患者側の権利意識の高まりと医療機関の対応の変化，

③疾病構造の変化による治療の質的変化，を主要な要

件として生じたものであると考える O

医療現場で，チーム医療という用語が使用されるよ

うになって久しいが，医療チームについての研究は医

療社会学分野に散見されるのみで，伝統的にはEフリー

ドソンE.Freidsonに代表されるごとく，医師の専門性

を頂点とする職業的階層制と，そこから生ずる職種間

葛藤に注目して，完全に対等な関係により医療サービ

スを提供することについては，否定的見解が一般的で

あった4)。しかし，患者(の必要)中心医療needsoriented 

careへの視座の転換を念頭にチーム医療を論ずるとき，
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患者の必要に対して，合理的に過不足なくサービスを

提供するために編成され，機能する医療従事者の協働

による，包括的ケアの提供手段の一方法という，新た

なチーム医療論の展開が可能になると考える O

疾病構造の変化，家族形態の変容，権利意識の醸成，

医療情報に接する機会の増大などに影響されて号、者の

ニーズは多様に変化している O それに伴い，医療サー

ビス提供のあり方が， I日来のサービス優先アプローチ

からニーズ、優先アプローチへと転換しつつある現在，

新たな患者一医療従事者関係の視座から，チーム医療の

概念を再構築する意義は大きく，わが国の大学で唯一

「チーム医療論」を開講する本学に寄せられる期待も

大である O

2 集団の捉え方

集団の形成については二人またはそれ以上の人々

が自分達をその集団の成員であると定義し，その集団

の存在が，少なくても一人の他者に認識されたときに，

はじめて集団が存在する」と解される。医療現場にお

けるチームは，一人の他者である患者の認識なしに想

定することはできず，その文脈から「医療チームは，

患者・家族の認識によってはじめて存在し，期待され

る機能も外的要因(患者の必要)によって規定される，

他律的な集団J という性格を帯びる。したがって，既

存の限定的なサービスメニューに患者を当てはめると

いう対応serviceoriented approachそのものに限界が

あり，患者の持つ様々なニーズに随って，ニーズを充

足するために医療チームは編成されると考えるべきで

あろう。したがって医療チームという集団を考える上

で最も重要なものは，それぞれの成員を一つの医療チー

ムという集団たらしむ患者のニーズ、と認識の有り様と，

その充足に向かう成員の総意としての志向性の双方で

ある O

人は，自らの肯定的な社会的同一性を維持するため

に，カテゴリ一間の比較を行い，自分の集団=内集団

in-groupと，比較される集団=外集団out-groupを区分

しようとすることが知られている。集団の成員は，内

集団を肯定的にみるが，外集団に対しては均質なもの

と単純化して，非人間化したステレオタイプでみる傾

向があり，内集団を肯定的に見る傾向は，外集団との

協働によっても消失しない。また，一般的には協働に

よって外集団に好意を生むが元来競争的」であると

認知されている集団問では協働によって外集団に対す

る好意が生じにくい傾向も指摘されている。この傾向

は， PT-OT，看護一介護，医師一歯科医師などのよ

うな近接領域に顕著である。一般の集団と同様に医師

同士，医師ーメデイカルスタップ問，メデイカルスタッ

フ同士にも，内集団と外集団が存在し，集団関には互

いに対抗する意識が本来的に備わっているため内集

団=医療機関の全ての医療従事者」と認識している場

合と同業者のみを同一の集団の成員J とみなすかに

よって，チーム医療のありかたは当然影響を受ける。

E.フリードソンが，制度化された専門技能の階層制

hierarchy of institutionalized expertiseと呼んだ，医

師とメディカルスタッフの支配一被支配関係は，メデイ

カルスタッフが職制上の上位者である医師に従属する

ということのみではなく，その保有する(と期待され

る)優れた知識，判断力，技術に対して従属している

という状況を表現したものである。つまり，医療従事

者の中に確固たる階層制が本来的に存在することを指

摘し，対称性を有する医療チーム(注2)は「理想的でユー

トピアに過ぎないJ，と結論しているのである。フリー

ドソンに代表される専門技能の階層性の見地，つまり

職能を前面に打ち出しての協働関係からは「全ての職

員を含んで内集団とみなすこと」は困難であるといわ

ざるを得ない。階層が存在する場合，上位者は保身の

ために下位者の意見を無視し，下位者は上位者に対し

て攻撃的になる。専門技能の階層性は，あくまでも技

能キ職能の階層性であって，当然ながら職種による人

間性や価値の序列化ではない。職能を前面に打ち出し

すぎると，セットされた職能の階層性に填まり込むか，

対象によって職能の定義を変化させるという姑息な対

応をせざるを得なくなる。医療機関内における地位を

確認するために，看護師は，医師に対しては「患者へ

の全人的対応」を，介護福祉士に対しては「疾患に対

する知識と技術」を対抗軸として使い分ける。こうし

た，常に上下関係を意識した関係の中では，有効な機

能を発揮する医療チームは形成し得ないばかりか，そ

こに集合した成員聞にストレスや無力感を生じさせる

原因ともなる。

患者医療従事者関係を問い直し，民主的(地域)医

療を展開するための，患者-医療従事者間の対称性の

前提として，医師一メデイカルスタッフ間の対称性は

不可欠の要素であると考える。医療は医師が単独で行

うものという旧来の認識は過去のものとなり，近年の

医療現場においてチーム医療という文言と認識は必然

的をもって生じてきたのである。未曾有の高齢化，生

活環境と医療環境の激変，患者の権利意識の高まりな

どを背景として，困難ではあるが，医療従事者の対称

性に基づくチーム医療を構築しなければならない時期

に差し掛かっている。数種から十数種の職種が一つの

職場に勤務することで，そこに自然発生的に，ひとつ

の内集団が形成され，当然のごとく良好な協働的集団

が生成されると考えることは希望的に過ぎる。その意

味において，わが国では医療従事者という専門職の集

団を対象とする研究が決定的に不足してきた。本学に

おける「チーム医療論」は専門職の集団としての医療

つ山



チームに，医療人というより大枠のカテゴリーを付与

することで，全ての医療従事者を内集固化することに

よって，より効率的かっ効果的に機能を発揮させ得る

という独自の理論に基づき，その可能性について論究

するものでもある。

3 チームであることの意義

一般に集団の生産性groupproductivityは実際の

生産性=潜在的生産性一集団過程の損失」として表さ

れてきた。潜在的生産性とは，集団の成員個々が有す

るポテンシヤノレpotentialの合算で、あり，集団過程の損

失とは，課題解決に向かう集団の過程に生ずる非効率

である。この考え方によると，集団過程は集団である

がゆえに生産性を上げることはできないことになるの

であるが集団過程の損失」の原因である「目的の不

明確性J，対立J，ストレス」などを減少させること

により，生産性を向上させることはできると考えられ，

近年は「実際の生産性=潜在的生産性一集団過程の損

失+集団過程による利得」と考えられている 5)。集団の

生産性を高めるためには，①共通する明確な高次の目

標を共有すること，②できるだけ多くの異なる視点を

もった従事者が集合することと，③カンファレンス

brains torming(注3)によって創造性を促進させる必要が

ある。

個々の患者と医療従事者は 1対 1の応答関係を保

ちつつ，オーダーメイドの医療サービスpersonalcare 

servicesを提供することが求められる。可能な限り多く

の種類の医療従事者が，異なる視点を持ち寄ってカン

ファレンスを行い，患者の生活に配慮した高次の目標

(QOL)を共有することで，創造的医療サービスを供

給することが可能となる。カンファレンスは，同時に

メデイカルスタッフの知識と技量を医師や他のメデイ

カルスタッフに伝える場面であり，医療従事者間の対

称性を得るための重要な儀式の一つでもある。

一方，医療従事者のように高度に専門化した知識と

技術を有するものが集合すると，考え方の相違や意見

の衝突などによって集団内においてストレスを蓄積さ

せ，離散や解散をする可能性が高まる。そこで不可欠

な存在が強力なリーダーシップleadershipを発揮する

マネジャーmanagerの存在で、ある。これは医師に固定

される必要はなく，患者のニーズに依存して時々に変

化することが好ましい。たとえば回復期の患者のニー

ズにとっては，最も高度な知識と技能を有するリハビ

リテーション関係職種がリーダーシップを発揮するこ

とが望まれるのである。また， リカバリー，セルフケ

ア病棟では看護職がリーダーとなり，退院を目指して

は医療ソーシャルワーカーmedicalsocial worker，退

院後は行政のソーシヤルワーカーや保健婦publichealth 
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nurse，訪問看護婦homecare nurseやホームヘルパー

home-helperへ，自律生活場面では患者本人とその家族

へと，その時々のニーズに応じてチームの主導権は移

行していく。チーム医療では，患者の多様なニーズ、に

応じて，常に関係者全員がリーダーシップとメンバー

シップmembershipの双方をもって参加することが必

要である。

4 チーム医療の類型化

これまでチーム医療を論ずる際に用いられた専門

技能の階層制」や「役割理論」といった道具立てによっ

て，医療従事者間の支配一被支配関係や，メデイカルス

タッフの医師に対する従属関係を明確化して，対称性

に基づいた機能的なチーム医療の展開は困難であると

考えられてきた。しかし，それは「ひとつの伝統的チー

ム医療というモデ、ル」について検討した結果であって，

患者のニーズを優先させて，それに応えて編成された

チームによる医療サービスの提供という視点と， 目的

と機能からのチーム医療の類型化は試みられることが

少なかった。

チームを編成する際の目的とチームが有する機能か

ら，便宜的に医療チームを 1型 2型 3型と類型し

て解説する。手術場operationroom ~こ相応しい第 1 の

型では，医療従事者はひとつのチームに属しているが，

-塊のチームとしてプレーするのではなく，固定され

た自らの専門技能を発揮すべき場にとどまって，与え

られた業務を遂行する。そしてその業務は，常に監督

(執刀医)の意図するとおりに行われなければならい，

指揮命令型のチームである。救急emergencyroomで、好

ましい第 2の型では，医療従事者は第 1型のように自

分のポジションを持つが，プレーイングマネジャー(救

急医師)が状況を判断しながらプレー(治療)を組み

立てるもので，選手は適宜ポジションチェンジを行う。

筆者が機能型チーム医療とよぶ第 3型では，医療従事

者には固定したポジションはなく，パートナーの弱点

をカバーするため，また対戦相手(患者)の出方に応

ずるために，臨機応変にポジションと役割を変化させ

る。この 3類型は，どれも真のチームであるが，行動

様式の点で「何を最もうまくこなすことができるか，

何を行うことができないかという，強味と弱味の点で

大きく異なり J，個々のチームには一つの型しかあり

得ないので 3つのチームの型を併用することはでき

ず」しかも「ある型から別の型への移行は困難であり，

徐々に転換することはできなしりとされる 6)。

第 1型の場合には，医師とメデ、イカルスタッフの支

配被支配関係により，医師の保有する優れた知識，判

断力，技術に依存して，医療サービスを提供すること

が適している O 指揮命令型のチームには「高度に制度

つd
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化された専門技能のゆるぎないヒエラルキー」が必要

とされるのである。

第 2型は，救急では専門技能のヒエラルキーは緩や

かに保たれながら成員の自由度は若干拡大する。し

かし，自由度の範囲の拡大は従事者の裁量権の拡大を

意味するものではない。あくまでも医師の専門性に依

拠した共同体としてのチーム医療である。

第 3型が，本稿で検討している機能的チーム医療の

タイプである O 成員問の濃密なコミュニケーションに

よって相互理解を深め， 目標の共有化を行い，基本的

に重層構造のないフラットな地位関係によって業務を

遂行する。しかも，コミュニケーションはチーム内に

とどまらず，患者・家族との間で常にとられ，患者の

ニーズ、を把握した上で，それを充足するにもっとも効

果的かっ効率的なチームが編成され，刻々変化するニー

ズに対応する医療サービスを提供するに最も相応しい

従事者が主導権を取りながら医療サービスが提供され

る。したがって，第 3型のチームの範囲や成員は患者

のニーズに依存して可変的であり， リーダーも交代で

務めることになる。

介護保険の施行により，高齢者ケアの先導役として

期待される介護支援専門員caremanagerが都道府県に

よって育成され，地域包括ケアを意図するケア専門家

会議が組織された。介護支援専門員の受験資格を，保

健医療福祉のほとんどの分野の従事者に拡大したのも，

可能な限り多くの視点から，要介護者と介護者の要求

demandを評価して，そこからニーズを把握し，それに

対応する有効なケアプランを計画することを目的とし

たものであると積極的に評価することもできる。

5 ディレンマとカンフアレンス

リハビリテーション従事者に，理学療法士Physical

Therapist (以下PT) と作業療法士Occupational

Therapist (以下OT)がある。もっともチーム医療が

進んでいると考えられるリハビリテーション医療チー

ムの成員に，両者の相違を問うと下肢がPTで上肢

がOTJあるいは「粗大運動がPTで、微細運動がOTJと

いう，患者の身体を上下に，あるいは筋の大小で、分断

するような答えが返ってくることが，いまだに多い。

これまで両者は他の医療従事者に対して，自らの拠っ

て立つ学問やそこから形成された一連の医療行為につ

いて，積極的に説明をしてこなかったことが原因して

いる。患者の生活の質を高めるためのアクティビティ

ケアactivitycareに視座を置く OTが，歩行について無

関係で良いはずがなく，患者の生活目標や歩行する環

境についてPTが知らなくては有効な訓練exerClseの根

拠は揺らぐ。チームの成員というコンポーネントがそ

れぞれの機能を発揮するのは，患者を順送りにたらい

-4 

回して，それぞれの段階で間歌的に治療行為を行うこ

とではなく，カンファレンスによって相互に意見交換

し，合意された治療目標を共有した場合に限られる。

歩行訓練中の患者が車椅子を使用して日常生活が自

立している場合，通常PTは車椅子 (shortterm goal) 

から杖歩行 (middleterm goal)へ，そして自立歩行

(long term goal)へと順次目標を定めて訓練を実施

していくが， OTから見た場合，退院後の自宅で車椅子

が使えるのであれば，そしてそれが自律的であり，患

者が望むのであれば，不安定な歩行よりも車椅子を使っ

て便利に生活する術を修得するための訓練をプログラ

ムするであろう。この問題の解決のためには，両者は

患者と家族を交えたチームを編成して，患者のニーズ

に即した方針を決定することになるのである。ここで

顕在化する見解の相違を調整する， 目標設定のプロセ

スこそ機能的チーム医療の根幹なのである。

患者の生活の質という高次の目標をチームが共有し

ている場合には，専門性に根ざした見解が分かれるこ

ういった場面で意見の衝突をみることになる。機能的

チーム医療が実施される場合には，医療従事者が単な

る協働関係ではなく，協調関係cooperationを保つこと

が重要である。岡本が指摘するとおりへ薬剤師法には，

疑わしい処方実についてそれを確かめることが義務付

けられ， OT協会の業務指針には医師に対する異議申立

て権が規定されている O 職能のみを軸にして実行する

ことはなかなか難しいが，患者の主体化を目途にチー

ムの機能を考えると解決は容易になる。チームには集

団的行為の意思決定の仕組みが備わっているので，常

に医療チームとしての意思決定や行為決定の手続きを

具体的に取り決めておくことによって，ディレンマdilemma

によるストレスを予防することが可能である。日ごろ

から医療従事者間のコミュニケーションを円滑にする

ために，方針や手段に問題があると感じた場合には，

子細な事柄でも議題に挙げて，透明性のある民主的な

カンファレンスを維持するように努力する必要がある。

共通の高次の目標を共有して集合したチームでは，

個々の能力の集合体であるチームの潜在的能力を充分

に発揮するために，ブレーンストーミングが必要であ

ると述べたが，その意味でも医療チームにとってよく

デザインされたカンファレンスは最良のツールで、ある。

カンファレンスにはもう一つ，成員問のコミュニケー

ションの促進という側面がある。コミュニケーション

の機能には，情報交換，課題解決と情緒の安定が上げ

られる。カンフアレンスの主要な目的は，情報交換と

課題解決であるが，成員の感情が吐露されたり，話す

ことによって浄化作用catharsisが機能し，情緒的安定

を得るという効果も期待される。患者とその家族，チー

ムの成員，保健医療福祉に係る公共政策，法の遵守を

課する社会との聞に起きるディレンマによるストレス



に晒されることの多い医療従事者は，できる限り(人

的，時間的に)開放された民主的カンファレンスを多

く持ち，常に意思の疎通を図ることを心がけておく必

要がある。また，機能的医療チームでは，奏功事例に

ついて，成員がその達成感と喜びを分かち合うことが

できるのである。

6 1患者 1カルテ

チーム内のコミュニケーションの妨げになるものに

各職種に特有な用語jargonの存在が挙げられる。ジャー

ゴンはある一定の集団内にしか通用しない言葉であり，

それを使うことによって内集団への帰属identifyを確認

したり，内集団と外集団を差別化する指標としての意

味も有する。医療従事者にはこのジャーゴンが非常に

多いことは周知のとおりである。

介護保険において，専門化会議の開催が制度化され，

チーム医療の発展にとって一つの大きな展開であると

前述したが，筆者らの調査によって，訪問調査や専門

化会議で使用される頻度が高く，基本的な用語である

「麻痘paralysisJr移乗transferJなどでさえ，職種に

よって理解が様々であることがわかった。したがって，

職種によって要介護度の理解も相違し，支援計画care

planに対する考え方も全く異なる場合が少なくない。

介護保険の開始に際して，筆者は，北海道十勝支庁

管内の20市町村の介護支援専門員を一堂に集めて，基

本調査項目とその評価基準を完全に共通化する試みを

実施した9)。完全に共通化された専門用語の解釈が前提

になければ，介護保険の公正で公平な運用はできない

と考えての学習会であったが，基本的な用語だけに，

職種間の主張は対立し，議論は白熱したため，わずか

85項目の用語の共通認識化に要した時間は， (2泊3日)

約24日寺間であった。このように集中的に時間をかけれ

ば，成員全員が同様の認識を持つにいたるケースもあ

る。医療機関においても，基本的な用語の理解と共通

認識化は，本来的に不可欠の作業である。

チーム内における情報は，全員で確認しながら業務

を遂行するための重要な要素なので，全員が容易に目

にすることのできる方法で明文化される必要がある。「ー

患者一カルテ(診療録)J方式を情報源としてみたとき

には，医療機関に勤務するどの職種であっても，その

ひとつの診療録に記録し，他職種の記録を読むことが

できるという，情報の一元化方式である。チーム内の

情報伝達をスムーズにするため，患者側からのカルテ

開示の希求に応えるためにも，誰が読んでもわかる言

葉(日常的な日本語)で， (丁寧に)記述されるべきで

ある。T.パーソンズT.Parsonsの指摘を待つまでもな

く，専門用語の共通化は困難な命題ではあるが10) 共

通認識を創り上げるためのディスカッションと，形成
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された共通認識を明文化し，共用する習慣を医療チー

ムはもつように心がけたい。

最近， クリテイカル(クリニカノレ)ノfスキチーム医

療という論調が目立つが，クリテイカルパスは形式的

チーム医療の手続きを，根拠evidenceに基づ、いて再構

築したものであって，パスの存在そのものをもって機

能的チーム医療であるとは言い難い。前述の第 1型，

第 2型のチーム医療には，クリテイカルパスは不可欠

であり，効果的であることについては議論を待たない

が，第3型のチーム医療の場合には，既存のパスはむ

しろ自由度の柳になる場合があるのではないかと危倶

する。医療機関において，独自のクリテイカルパスを

作成・導入する過程の医療従事者同士のデ、イスカッショ

ンに，機能的チーム医療の存在をみいだすべきであろ

う。クリテイカルパスを作成する段階において，チー

ムの成員は専門用語の意味を再認識し，全員の共通理

解に基づく医療サービス提供のためのパスウェイpass-way

を完成させる努力が必要とされる。

7 患者中心のチーム医療へ

2000年4月の介護保険の開始により，高齢者のケア

の場が居宅へと螺旋的に回帰(注4)する傾向にあって，病

院から地域へのスムーズな患者の移行と在宅療養を支

援する体制の構築が不可欠のものとなり，役場の担当

部局の職員(ソーシャルワーカー，保健婦，ホームヘ

ルパーなど)，開業医や支援事業者，サービス事業者な

どの他保健医療福祉機関の職員，そして患者が生活す

る地域のNPO，NGOのみならず，隣人をも含むインフォー

マル，セクターまでを成員とする広義のチーム医療の

形態が検討されている。

T.パーソンズは「病人役割の制度的定義」によって，

病気という逸脱状態において，患者とは自らの力では

どうすることもできず，援助を必要としている存在で

あると定義した。病人という役割の「制度化された期

待」は，①正常な社会的役割が免除され，②自らの力

を奮い起こして病気を克服しなくてよく，回復のため

の決然たる行為も必要とせず，③回復する義務を負い，

④医師の援助を求め，協力するべきであるとしている。

病人役割は，患者であることにより得る権利と，患者

であるがゆえに遂行すべき義務とから説明されている。

患者は，病人であることからの回復を望み，自ら医

師に援助を求め，その医師に協力して回復しなければ

ならない存在である以上，医療チームの中にあって回

復を願い援助を求めつづ、けること，つまりニーズ、を伝

え，それに充足しようと機能する医療従事者をある意

味でリードすることが求められるのである。ニーズ優

先アプローチによって，患者は医療環境の中で主体性

を保証され，医療従事者と共に自らの回復への希望と

に
d
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必要を充足させるべく機能するのである。

感染症から生活習慣病へと疾病構造の中心が移行し

たことにより，患者は社会から隔離されることなく，

日常生活を営みながら 慢性的に経過する疾患の治療

に向かわなければならなくなった。高血圧症，糖尿病，

肥満などによって，正常な社会的役割が免除されるこ

とはもはや期待できないのである。また，生活習慣病

の治療には，医療従事者との協働によって，患者自身

による生活習慣の改善という「決然たる行為」が必要

とされる。これらは，いわゆる患者の従順さcompliance

という受動的立場を意味するものではなく， 自ら積極

的に治療計画に参加する主体者の権利として，患者と

メデイカルスタッフは認識すべきである。

制度化された専門技能の階層制と呼ばれた，医師と

医療従事者間の支配被支配関係とし、う伝統的形式的チー

ム医療観では，患者はヒエラルキーの最下段か，その

外側に位置し，全てを医療従事者に委ねる存在である

と考えられてきた。患者の主体化を目標とした，ニー

ズ優先アプローチによる機能的チーム医療観への転換

により，医療従事者はその時々の患者のニーズ、に随っ

て離合集散し， 目的を明確化し共有することが求めら

れる。

メディカルスタッフは，医師の保有する優れた知識，

判断力，技術に対して従属せざるを得ないといわれて

きたが，各種メディカルスタッフが，医師をはじめ他

の従事者に対して自らの専門領域の理解を促す行動を

取らなければ，その状況に変化を期待することはでき

ないし，制度上の上位者である医師が下位者に歩み寄

らなければ，対称性を有することは不可能である。つ

まり，対称性を有するチーム医療は，患者のニーズ、に

随って集合した医療従事者が互いの領域を理解した上

で，相互に干渉しながら，共通の目的を明文化して機

能合成することによって営まれるのである O

8 早期教育

機能的チーム医療を推進するためには，医学部，医

療系学部，専門学校の学生の段階で，早期の協働体験

が必要である O 米国の大学で実施されている医学生と

医療系学生のディスカッションと，合同実習の設定は

効果的であるが11) わが国では組織だって実施してい

る大学はない。筆者は，国立大学の医学部学生と医療

技術短期大学の看護学部学生の合同実習を実施してい

たが，相互理解に果たす役割は大きいものであった。

可能であれば，専門教育の始まる前， 1年生の前期に

「早期体験earlyexposureJ としてシラパス中に位置

付けるべきであると考える。

チーム医療論の講義の感想として専門職になろう

と入学してきたが，チーム医療論を学んで，医療人に
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なるんだということが分かつた。医学科をはじめ，他

の大学の学生にもこの講義を受けさせたい」と図らず

も多くの学生が書いた。その一点だけでも本学にチー

ム医療論を開講している意義があると考える。

患者と医療者の対称性は，医師と医療従事者の対称

性の確保による機能的チーム医療によって現実化する。

機能的チーム医療の存在が患者のQOLにいかに関与す

るか，症例を重ねるとともに，形式的チーム医療のみ

で対応する医療機関をコントロールとして，治療効果，

費用対効果，過誤の予防効果を分析するなど，研究を

更に深める必要がある。

9 謝辞

機能的チーム医療を実践する医療機関は多くはない

が，筆者が勤務した長野県の諏訪中央病院では，所在

地域の診療固において，広義の機能的チーム医療を展

開している。同病院が「日本で一番患者にやさししV

と評価される要因は，容れ物の工夫やシステムだけで

はなく，職員の対称性に基づく機能的チーム医療が奏

功しているためである。職員に序列を付ける病院は必

ず患者を最下層に位置づけている O 筆者のチーム医療

論の基礎はこの病院における民主的病院運営によって

形成された。この病院における機能的チーム医療の経

験がなければ，筆者自身も(ほとんどの医療人がそう

であるように)形式的チーム医療を真のチーム医療だ

と思い込んでいたに違いない。その意味で，わが国で

唯一開講されている本学のチーム医療論はこの民主的

に運営される病院において展開される， 日常的チーム

医療そのものに基礎があるといっても過言ではない。

民主性と対称性を最も重んじた稀代のリーダ一元院

長の今井澄先生は，民主国家実現のために東大安田講

堂の防衛隊長として機動隊と闘い，長野県の辺境の倒

産寸前の病院を舞台に医療の旧体制と闘い，国会議員

として制度的に医療を改革するために闘い，医療革命

の途半ばにして 9月 1日に亡くなられた。 62年という

あまりにも短く激しい生涯であったが，予防活動の制

度化，老人デイケア，訪問看護，ホスピタルコンサー
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は多大である。生前のご指導に深謝するとともに，ご

冥福をお祈りいたします。



注1 本稿では，コ・メディカルという和製英語を用

いず，医師以外の医療従事者には「メデイカルスタッ

フ」を，医師を含んで表現する場合には「医療従事者」

をそれぞれ使用した。メデイカルとコ・メデイカルと

いう表現自体，文言の背景に階級性の隠喰があると考

える故である。このことに関しては特にリハビリ専門

医の中に，医師を含む全ての医療従事者を総称して「メ

ディカルスタップ」と呼称すべきであると提言する傾

向もある。

注2 敢えて「カンファレンスbrainstormingJという

表現を用いた。医療機関におけるカンファレンスとい

うコミュニケーションの手段は，単に患者情報を伝達

し，医師の治療方針の徹底を期するだけの場ではなく，

成員同士のデ、イスカッションによって，より有効な治

療手段を創出するための機会であり，それによって成

員の個人的生産性を向上させる装置でもある。

注 3 医療チームには完全な対等な関係が存在するの

か否か，議論の分かれるところである。専門技能間の

上下関係は本来的には存在しないとしても，職種によ

る職制上のヒエラルキーは存在すると考えられる。し

たがって「平等J r対等」という文言を用いず対称

性j という用語を本稿では用いた。ここでいう対称性

とは，チームの成員間のリーダーとしてのポジション

が入れ替わっても，職務を遂行する上での重要性に変

化は生じないという意味と，したがって患者の必要に

応じてポジションチェンジが頻回に行われでも，本来

の治療行為は一貫性をもって行われる，というこつの

意味を持つ用語として使用した。

注4 開業医による往診主体の医療体制下では，ケア

の場の中心は家庭であった。その後，収容主体の病院

医療へと変化したが，最近では介護保険の在宅指向も

手伝って，再度ケアの場の中心が家庭へと回帰する傾

向にある。ただし，その回帰は平面的なものではなく，

螺旋的に一段向上した回帰である。
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