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本稿では、精神科診療場面において、治療の方針と治療の実施の決定権を有する医師と、そ
うした権利を持たない患者双方が、非対称性をどのように達成しているのかを、会話分析の観
点から考察する。身体を対象とする医療においては、患者を説得するために検査結果といった
生物医学的事実を用いることができるが、精神科の場合は、それだけでは患者を説得する資源
として十分ではない場合が多い。そこで医師は説得の技法を駆使して、患者の同意を得なけれ
ばならない。本稿では、段階的な説得を試みる際の医師の発話デザインや、患者が医師との
非対称性を利用して自らの要望を伝える際に、正当ではない位置で訴えを開始するといった方
法を明らかにした。これらは非対称性から生じる権力によって患者の要望を医師が聞き入れな
かったり、漫然と同じ処方を続けるといった単純な医療批判を超える論点である。
キーワード： 会話分析、医師患者関係、非対称性、精神科

Ⅰ．はじめに
医療については様々な学問からのアプロー
チが存在するが、医師と患者の非対称性とい
うテーマはそれらに共通する課題であり、今
日においても大変重要なトピックであり続け
ている。そしてこうした非対称性が、「医師
の権力」「受動的な患者」というように表現さ
れ、診療場面における様々な問題を生じせし
めているとして、非対称性を解消する試みが
長らくなされてきた。たとえば患者が診療に
参加することを是とする「患者参加型医療」
や、患者の立場にたって治療をする「患者中
心医療」、あるいは科学的なエビデンスにの
み基づいた医療モデル（EBM）ではなく、患
者を生活者として捉え、その声を重視する
モデル（NBM）構築などがそれである（松
繁 2010）。これらの立場に、診療場面におい
て、「医師が患者を抑圧する」「患者の言い分
が無視される」といった前提があるのは見て
たやすい。とりわけ本稿が対象とする精神医
療の場合、多くの場合画像診断といった明確
な生物医学的根拠が使えないという特徴を有
することから、医師による決定に権威性を見
て取る傾向が強い。

しかし、精神医療が有する権威性として
具体的に言われることの多い「話を聞いても
らえない」「薬漬け」といったことはどのよ
うなことなのだろうか。あるいは、精神医療
を批判するにせよ肯定するにせよ、精神科の
診療場面で行われていることを私たちはど
れだけ理解しているのだろうか。もちろん
その内実として、先行する研究や、患者の
自伝、告発本などで、「薬漬け」や「3分診
療」がどのように経験されたかという点につ
いて多くのことが語られてきた。また「患者
の訴えや声を聞かない」医師と、それに「抵
抗できない」患者という非対称な関係におい
て、具体的にどのようなやり方で患者の声
を聞かなかったり、医師の決めることに抵
抗できないのかという点について取り組ん
だ研究にもある程度の蓄積がある。こうし
た点に関しては、会話分析が積極的に取り
組んできた。たとえば ten Have（1991）と
Maynard（1991）は、非対称性は所与では
なく、診療場面での医師と患者の相互行為を
とおして達成されるものであるということを
示した。しかし会話分析研究のなかでも、当
の精神医療を対象とした研究は、その蓄積も
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数も少ないのが現状である。そうした現状で
も、精神科の診療場面についての会話分析研
究は、治療の決定に際し、患者と意思決定を
共有するために用いられる方法を記述してき
た。本稿ではこうした先行研究の知見を踏ま
えつつ、会話分析の観点から実際の精神科外
来診療場面で行われている活動、とりわけ患
者の要望に対する医師の応答における説得の
なされ方についての分析を行う。
そこで第 II章では、精神科診療場面の会

話分析による研究がこれまで示してきた知見
のいくつかを確認する。第III章では、デー
タの概要について述べ、第 IV章と第V章で
は、具体的な場面の分析を行う。そして第
VI章で精神科診療場面と身体疾患を対象と
した会話分析研究との比較を行うことによっ
て、精神科に特有の課題を検討する。

Ⅱ．精神科診療場面の会話分析研究
まずはKushida and Yamakawa（2018）
の整理を参照しながら、精神科外来診療場
面の会話分析研究がどのような知見を見出
してきたかを素描する。会話分析の方法に
基礎づけられた精神科外来診療場面の調査
が取り組んできたトピックには、2つの研
究があることが指摘される（Kushida and 
Yamakawa 2018）。第一に、精神科医と患
者が治療について決定する方法を記述した研
究である。共有された意思決定における医師
の圧力の様々なタイプ（Quirk et al. 2012）、
治療を正当化する医師の実践（Angell and 
Bolden 2015）、治療の提案のためのターン
デザインの選択（Kushida and Yamakawa 
2015; 串田 2018）、治療を求める患者の実
践（Quirk et al. 2013; Kushida et al. 2016）
などの諸研究である。第二に、医師がどのよ
うに患者の問題や見解に関わらないようにし
ているかを探求してきた研究である。たとえ
ば、精神科医は、患者の精神医学的な症状
の報告（McCabe et al. 2002）あるいは眠気
の報告（Seale et al. 2006）に関わらないよ
うにしていることが示されてきた（Kushida 
and Yamakawa 2018: 94–95）。
これらのうち、治療についての意思決定に
着目した研究は、精神科医が “diplomatic外

交的”（Quirk et al. 2012）あるいは “middle 
ground中立的”（Angell and Bolden 2015）
アプローチを取るということを見出した。た
とえばQuirk et al.の研究で「外交的」とい
うことで言われているのは次のようなこと
である。Quirk et al.は、患者が「自分はも
う良くなったので薬を飲みたくない」と訴え
る場面を取り上げている。こうした訴えに
対して医師は「統合失調症はそんなに簡単に
治るものではない」と主張し、服薬を続ける
ように説得する。しかし、もし医師の説得を
患者が受け入れた場合、患者にとっては、自
らの状態がまだ悪いということを認めるこ
とになってしまう。このような場合、医師
は、患者の訴えの問題性を不問に付す代わり
に服薬を求め、患者も抵抗をやめる代わり
に、実は自分の症状が良くなっているわけで
はなかったという主張の問題性を軽視するこ
とを医師に求めることになる。つまり両者
は「取引」に志向しているということだ。こ
のことは、医師が患者に処方の提示を行う際
に、選択肢に限定をかけることによって、現
実的に選択可能な選択肢を患者が選ぶしか
ないようにし、医師の思惑通りの処方を「患
者とともに選択したかのように」決定する
方法においても示されている。また副作用
について説明する際に、最も頻度の高い副
作用についてのみ説明し、さらに「副作用は
毎日ではない」と説明することによってその
問題性を軽減することがある。そして、素
早く処方箋を出すことによって、患者が再
考する機会を与えないようにするといった
対処にも現れている。他方で、Kushida and 
Yamakawa（2015, 2018）や、串田（2018）
では、治療場面の早い段階で意思決定へと向
かう軌跡を医師と患者はどのように操作する
のかという点に着目した分析が行われてい
る。これらの研究では、処方を決定する連
鎖を処置決定連鎖と呼び、この連鎖に入る前
に、相互行為の環境を整え、患者の反応を見
極めながら、発話デザインを調整している医
師の実践が分析されている。
このように、患者の訴えに対して何らかの
交渉を行った結果、処置等の内容が変化した
り（Quirk et al. 2012）、そもそも処置の決
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定に入る前に様々な手立てを用いて、相互行
為の展開を操作することによって、患者の懸
念を相互行為から引き離す方法に関する研究
（Kushida and Yamakawa 2018）が既にあ
る。しかし、このような何らかのトラブルが
生じないようにあらかじめ相互行為の軌跡を
操作してもトラブルが生じたり、患者の要望
を聞き入れ、それを組み込んだ処置を行うこ
とが望ましくない場合もある。本稿では、患
者の抵抗といったトラブルに対して、医師が
用いる方法に焦点を当てることで、「医師が
患者を抑圧する」「患者の言い分が無視され
る」といった批判が向けられることの多い精
神科診療場面において、患者の要望に対して
医師がどのように応じるのか、その一端を明
らかにする。

Ⅲ．データと倫理的配慮
用いるデータは診療場面の録音データ22
件のうちの1件であり、その内容は診療情報
提供書を他科に向けて書くかどうかというこ
とをめぐる医師患者のやり取りと、患者が副
作用に対する心配を示すなかで、処方が決定
されるやり取りである。診療情報提供書は、
他科との連携において重要な意味を持つ。
様々な診療科や職種との連携が求められる今
日の医療において、この場面を取り上げるこ
とは意味があると考える。また処方場面につ
いては、精神科に対する批判の多くが、薬物
療法についてのものであることを考えると、
処方薬決定のプロセスを検討することは、そ
うした批判に対して何らかの示唆を与えるか
もしれない。以上の理由により、この二つの
場面に着目した。
データは201X年Y月に精神科単科クリ
ニックで行われた16分28秒の診療場面であ

る。患者（断片ではPと表記）は30代の男
性で、当該クリニックにかかってから一年以
上経つ。診断は双極性障害 II型と神経痛寄
りの慢性疼痛である。今回取り上げる場面の
参与者である患者は、以前からリンパの腫れ
にともなう痛みの問題を訴えていた。そして
大きい病院で検査をすることを希望し、診療
情報提供書（いわゆる紹介状）を出してもら
うよう医師に頼んでいた。調査を行うに当た
り、一橋大学大学院社会学研究科大学院生研
究倫理規範に諮り、治療上不利益が生じない
こと、調査中に体調の変容等があればただち
に調査を中止できるという点について同意書
を得た。

Ⅳ．診療情報提供書の発行をめぐるやり取り
1. 要望すること
本節で分析するY月Z日の診察に先立っ
て、その2週間前に最初の診療情報提供書に
ついての要求がなされたが、その点について
はY月Z日の診察に先送りされていた。診察
が開始してから6分32秒が経過した212行
目までは、近況を患者が報告することに費や
された。その後痛みのほかに花粉症の症状が
出始めたことを話し始め、耳鼻科で処方され
た薬を、「お薬手帳」を参照しながら医師が
確認をする。
その際、鎮痛薬があることを医師が確認
し、痛みがリンパの腫れとなって現れている
こと、そして患者は大きい病院で検査を勧め
られたことを報告する。そしてそれにしたが
い、まずは大きい病院の耳鼻科の予約を取っ
たことが報告される。患者が以前その病院に
かかったことがあることの確認がなされた後
の断片が抜粋1である（1）。

【抜粋1】
292 D:  あの：：まあ（1.0）（ ）初診以外であれば、
293   まあ（0.4）つ＝つねに＞かかってお（h）ら（h）れ（h）るわけだから＜
294   ［紹介状ってことに限らないかと思うんですけれども
295 P: ［はい はい
296  （1.0）
297 D: –＞  なくても（0.4）＞よろしいですかそれは？＜
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298 P: –＞  え：：と、できれば［ちょっと（.）あってほしい［かなってところはあります＝
299 D: 　　　　　　　　　  ［うん　　   　　　　　　　［＞あそうですか＜
300 P:  ＝あとはもし：：（0.6）ま、あの：：JJ（（病院名））だけではなくて
301 D: ええ
302 P:  もしほかに先生↑がまあお考えになっているようなところがあれば（.）
303   そちらの方にはちょっとかかってみたいかなとは思っています　

まず292行目から294行目で一般的な意見
を医師が述べ、その上で297行目でいる・い
らないを尋ねている。そして297行目の「な
くても（0.4）＞よろしいですかそれは？＜」と
「なくてもよい」方向へと答えを導くようデ
ザインされた質問に対し、患者は298行目で
「あってほしいかなってところはある」と答え
る。つまり医師による「なくてもよろしいで
すか」という問いの組み立てに対しては「な
くてもよいです」と答えるのが優先されるの
に対して、ここでは「あってほしい」という
非優先的な応答がなされている。このことは、
298行目で患者が「え：：と」と前置きをし、
「ちょっと」と言いよどんでいることから、患
者自身が自らの応答が優先的ではないという
理解を示していることからもわかる。また患
者が「ほしい」と答えたことに対する299行

目の医師の「＞あそうですか＜」という、意
外性を示すと同時に、「ほしい」という応答
を単に受け止めることだけをしていることに
よっても示されている。既存の会話分析研究
は、肯定の疑問文（平叙疑問文）で聞かれた
場合は肯定の表現で答えることが優先され、
否定の疑問文で聞かれた場合は否定の表現
で答えることが優先されることを明らかにし
た が（Pomerantz 1984; Boyd and Heritage 
2006＝2015）、ここでも同様のことが行われ
ていると言えよう。抜粋では省略しているが、
このあと医師は、以前の経緯を知っているJJ
病院の方が良いのではと言い、「書くのは良い
んだけれど」と述べてから、それまでかかっ
ていた内科から耳鼻科に診療情報提供書が提
出されたことを患者に確認する。その次の発
話からのやり取りが抜粋2である。

【抜粋2】
335 D: –＞ ˚あ：：˚それであればでも¿
336  （0.8）
337  どうだろうな：あまり：
338  （0.6）
339  .hh
340  （0.6）
341   –＞  必要性は低いんじゃないかしら？
342 P: –＞ ˚ああ：：˚
343  （0.8）
344 D: ˚どうでしょう ˚
345 P: –＞  いやぼく（h）よく：そこのあたりっていうのはそんなに
346 D: ああ［：：
347 P: –＞  　　 ［わかっていないんですけども＝どうしてもその：：（0.2）
348   医者のい-い-いっこかかる（.）時間っていうのはそんなに長くとってもら
349  えないところが［あるので：
350 D: 　　　　　　　  ［ええ：：

抜粋2では、すでに内科から診療情報提供
書が提出されているということを300行目

から334行目で確認した上で、335行目から
341行目にかけて、そうであるのならば、精
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神科から出す必要性は低いのではないか、と
いう医師の見解が述べられている。その後
345行目から患者は、診療情報提供書が必要
な理由を「説明する時間を長く取ってもらえ
ないため、診療情報提供書があった方がよ
い」と述べる。ここまでを確認した上で、次
節では医師が同意を引き出す際に用いている
やり方を検討してみる。

2. 同意を引き出す段階の変化
ここで抜粋1の297行目と、抜粋2の341
行目に再度着目したい。297行目の「なくて
も（0.4）＞よろしいですかそれは？＜」とい

う医師の発話が、患者が「ほしい」と答えに
くい質問として組み立てられている点は既に
述べた。他方、341行目では医師が「必要性
は低いんじゃないかしら？」という見解を示
している。患者は342行目で「ああ：：」と
だけ発話するが、これは医師の見解に対し、
同意も非同意も示していない。そして医師は
343行目の0.8秒という比較的長い沈黙によっ
て示されているように、患者による追加発言
を待つが、それが産出されないので、344行
目で「どうでしょう」と質問を再度し直して
いる。この後のやり取りを見てみよう。

【抜粋3】
363 D:   実際そのリンパ節の問題っていうこと：：にフォーカスしてもらう
364   （0.4）
365    専門的に診てもらうっていうっていう意味では？
366 P:  はい
367 D:   まあちょっとこう：（0.4）なんてかな（0.4）誤解を与えかねないというか
368 P:  ［ああ：：
369 D:   ［＞かえってね？こちらで出した場合に
370 P:  はい
371 D:   その：：：：：：：なんていうかな
372   （1.0）
373  –＞  耳鼻科的問題ではないのでは？っていうことを¿
374 P:  ［ああ：：
375 D: –＞  ［優先されちゃうおそれがある＞な（h）くは（h）ないちょっとこれはまあ＜
376    変な（h）意見かもしれませんが：：
377 P:  はい
378 D:  あ：：：：
379   （1.0）
380  –＞  ＜いったん＞でもそのまま行かれた方が：：むしろ
381 P:  ［はい
382 D: –＞  ［色なく診てもらう（え）んじゃないかな ˚と思うんだけど ˚
383 P:   わかりました＝JJ（（医療機関））の方はそれでいいかとは思うんですけども：

抜粋には含まれていないが、355行目で医
師は「あのあんまりメリットがないっていう
のは＞そのつまりね＜」と発話している。こ
の発話は341行目を参照する形で発せられて
おり、「＞そのつまりね＜」以下で、どのよ
うな誤解が生じていたのかについての医師の
説明モデルが続く。その説明モデルにあたる
部分が抜粋3である。ここで382行目の「色

なく診てもらう（え）んじゃないかなと思う
んだけど」という発話に注目したい。この発
話では患者にデメリットが生じないという
理由提示がなされているといえる。その点
で、297行目と341行目とは明らかに同意の
求め方が異なっている。すなわち、①297行
目「なくても（0.4）＞よろしいんですかそれ
は？＜」、②341行目「必要性は低いんじゃ
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ないかしら？」、③382行目「色なく診ても
らう（え）んじゃないかなと思うんだけど」
と、段階的に患者にとってのデメリットが生
じないということを示すことで、患者が拒否
しづらくなっていくよう組み立てられている
ことがわかる（2）。①では単になくて良いか
どうかを聞き、②ではなくても良いことに対
する医師の見解が述べられ、③は②の根拠を
示している。こうした段階を踏まえることに
よって、結果として383行目で患者は「わか
りました＝JJの方はそれでいいかとは思う
んですけども：」と同意に至るのである。
ここまで医師が患者の同意を引き出すに当
たり、段階を踏んで患者の同意を引き出して
いるのを見てきたが、患者はそれにどのよう
に応じたのだろうか。ここで抜粋2の345行
目と347行目に着目したい。341行目の「必
要性は低いんじゃないかしら？」、さらに344
行目の「どうでしょう」という医師の見解の
段階的な表示が、同意を引き出そうとしてい
るのに対して、「いやぼく（h）よく：そのあた
りっていうのはそんなにわかっていないんで
すけども」と患者はこれから述べることの責
任を避けた言い方をしている。そしてこの発
話のあとでは、医師の主張に対する同意を示
すことなく、患者による理由説明が続く。つ

まり、同意／非同意を示すことを延期させ
ることで、医師の同意の求めに抵抗してい
るといえる。Beach and Metzger（1997）、
Hutchby（2002）、Weatherall（2011）によ
る研究は、こうした「よくわからないんです
けれども（I don’t know）」の使用が、他者が
招来し、要求した行為についての受容を延期
あるいは控える働きをすることを指摘してい
るが（3）同様のことが起きていると言えよう。
ここまで、患者が医師の提案に対して、同
意／非同意を示すことを遅延させることで抵
抗したのに対し、医師は段階的に患者の同意
を引き出すことで対処していたことを見てき
た。次章では、患者の抵抗に対して医師が取
り得る対応を更に検討する。

Ⅴ．処方決定をめぐるやり取り
薬物療法が中心となる精神医療において、
処方薬を決定することは決定的に重要であ
る。しかしその処方をめぐって、医師と患者
の見解が対立する場合はままあることであ
る。本章では、患者の懸念を医師が却下する
にあたり用いられる方法を分析する。本章の
事例は前章の事例の続きである。前章で診療
情報提供書の問題が解決した後、471行目か
ら処方についてのやり取りがはじまる。

【抜粋4】
471 D: –＞  それからあの：：（0.8）まあ（ ）デパスかワイパックスどれか希望あります？
472 D: –＞  その辺はどちらかは使った方がいいかな：って感じ#するんだけど？ #＝
473 P: –＞  ＝あの：：副作用みたいなところが［：：とか離脱症状みたいな
474 D:  　　　　　　　　　　　　　　　　  ［う：：ん
475 P: –＞  ものが［：いわゆる：：あまりこう：：：リスクとして少ないものの方が僕はあ

りがたい
476 D:  　　　 ［う：：ん
477 P:   （．）ですね：：やっぱり［いずれ：（．）この薬をこう：：（．）やめていくタイミ＝
478 D:  　　　　　　　　　　　［う：：：ん
479 P:   ＝ング［みたいなところですごくそういう離脱症状みたいなのが苦しんで
480 D:  　　　  ［（（マウスをクリックする音））
481 P:   る：：（0.2）人の話も聞く↑とやっぱりそれは（0.2）があまりこ：：（0.2）傾向  

としてでにくいもの：：

まず医師は471行目で、処方薬の候補を提
示したうえで、472行目において「どちらか
は」に強勢をおいて、服薬を提案する。それ

に対して患者は、473行目から481行目で次
のようなことを行っている。（1）希望を聞か
れた機会を利用して、自らの主張を展開して
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いる。（2）医師に順番を取られないように、
文と文との間隙を限りなく埋め、理由説明を
行っている。（3）「あの：：」とおずおずと
発話を開始することによって、その後に何ら
かのトラブルが来ることを予示している。こ
れらのことがまずは観察できる。これに対し
て医師は、474行目、476行目、478行目で
「う：：ん」を発しているが、これは順番を
とらずに、聞いているということを示す継続
子continuerとなっている。ただここでは継
続子という形式を取りつつも、同時に、否定
的な評価を示しているとも言える。たとえば
474行目では473行目の「副作用」という言
葉を聞いてから「う：：ん」が産出され、476
行目の「う：：ん」も473行目の「離脱症状」
という言葉を聞いた後で産出されている。こ
れらの「う：：ん」の位置は、そのタイミン
グで明確な非同意こそしないものの、「副作
用」や「離脱症状」といった患者の懸念に対
する非同意をにおわせていると言えよう。そ
の後患者は475行目で「リスクとして少ない
もの」と発話し、481行目で「傾向としてで
にくいもの」とその形が類似した発話を発し
て、自らの訴えを終了させている。
ここで（1）希望を聞かれた機会を利用し
て、自らの主張を展開している点を考えてみ

たい。471行目から472行目で医師は、「は
い／いいえ」で答えること、さらに「はい」
であればデパスかワイパックスという薬の名
前で答えるよう、患者に求めている。こうし
た質問に対しては、それに対する返答が来る
ことが規範的に期待されている。これを会話
分析では隣接対という、発話の順番交替にお
ける重要な規範として論じてきたが、抜粋4
で患者は、質問に答えることが規範的に期待
される位置でそれをせず、さらには副作用の
少ないものがありがたいと要望し、その根拠
を述べている。
また479行目と481行目で、自らの主張

の根拠を第三者に帰属している（Maynard 
and Gill 2006＝2015: 157）。そして481行
目で「それは（0.2）が」と「が」を強調す
ることで、まさに離脱症状といった副作用こ
そが懸念であるという主張の明確化をしてい
るが、ここで一連のやり取りの軌跡が変わる
ことが、この後のやり取りを見ることで見て
取れる。抜粋では省略するが、作用の早さに
ついての薬理学的な説明が482行目から496
行目まで続けられる。これらの薬理学的な説
明を挟むことによって医師は冗長ともとれる
説明をしているといえる。その続きを見るこ
とで、そのことを確認しよう。

【抜粋5】
497 D:   ただ ˚＞どちらかってっと＜˚いつも使うのが良いのか回数を減らしていくよ
498    うな方法方向に：：また：：：（0.4）した方がいんではないかなと思うんで？
499 P:  はい
500 D:   そうすると（.）その：：（0.6）だんだんこう頓用にしていくとかね？
501 P:  はい
502 D: –＞  そういうので（0.6）今＝今までの経緯で特にお薬やめにくくて困って（.）は
503  –＞  い-おられ（h）ないような#感じ（h）［（ ）ので#
504 P: –＞ 　　　　　　　　　　　　　　　 ［はい（h）はい（h）
505 D: –＞  .hhだからどっちかっていうと：：（0.4）ちゃんと効くものを選んだ方が＝
506  –＞＝私はいいのかな：：と（.）思うんですが：：

抜粋4から5を通してみると、患者の「あ
りがたい」という発言（475行目）に対し
て、医師の判断はその発言の直後には与えら
れないということが見て取れる。そしてここ
で患者の要望は、医師による処方についての
判断のアカウントに組み込まれている（500, 

502, 503行目）。497行目から500行目では、
医師はいつも使うのではなく、使う回数を頓
服という形で少なくしていく方向性を示して
いる。そして505行目で「だから」を用いる
ことによって、頓用にもすることができると
述べることで、「ちゃんと効くものを選んだ
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方が私はいいのかな：：と（.）思う」が、そ
の際、患者の副作用に対する懸念という問題
を単に先送りにするのではなく、減らすこと
もきちんと考えているということを示してい
る（500行目）。
抜粋4と5は、結果的に患者の副作用に対

する懸念をいったん脇に置き、まずは「ちゃ
んと効くもの」すなわち副作用も大きいもの
を処方することを提案し、後に続くやり取り
で患者はそれを受け入れるに至るという意味
では、患者の懸念は置き去りにされたままで
あるともいえる。しかし482～496行目（掲
載トランスクリプトでは省略）で医師は、患
者の副作用に対する懸念にかかわらないどこ
ろか、薬理作用について冗長ともとれるくら
いの説明を組み合わせた上で自らの見解を示
し、処方内容についての合意を形成している
といえる。

Ⅵ．考察
ここまでの分析では、医師と患者が協働で
診療場面を形づくっていくその方法がいくつ
か示された。本章ではまず、既存の精神医療
の会話分析研究との違いを検討し、次にこれ
らの方法を非対称性という観点から考えてみ
たい。第 II章で紹介したように、既存の精
神科の診療場面に関する研究は、医師が「外
交的」（Quirk et al. 2012）アプローチを取
ることで、意思決定に患者を組み込みつつ
も、医師が望む処置へと方向づけていくとい
うことを見出した。言い換えれば、これらの
アプローチはあくまで「取引」であって、や
り取りの末に、結果が変わるような「交渉」
ではないことを示している。外交的アプロー
チでは、医師の望む治療へと患者を方向づけ
るために、圧力を強くしていく方略が取られ
ていた。そのひとつとして質問を同意へと方
向づけるようデザインすることは、本稿で
の事例でも用いられていた。しかし、こうし
た「外交的」アプローチと本稿で観察したや
り方では違いも見受けられた。たとえば医師
は、アドバイスに患者が従わなかったときに
生じるデメリットよりも、アドバイスに従う
ことのメリットを示すことで、医師のアドバ
イスが圧力として受け取られにくいように発

話をデザインしていた。
このように、精神科の診療では、度合いや
目的、やり方は異なるとは言え、患者を意思
決定へと巻き込む実践が行われている。本
稿で検討してきた事例も含め、医師と患者
は、診療情報提供書の提供や、処方内容の決
定権を医師が所有するのに対して、患者はそ
うした権利を持たないという非対称な関係に
ある。だからといって、そのことが直ちに医
師の一方的な処方決定へと至るわけではな
い。医師は診療情報提供書の提供や薬の処方
の根拠を丁寧に説明をし、患者の同意を取り
付けるよう、診療場面でのやり取りを組み立
てていた。しかし、患者にしてみれば、自ら
の要望は医師による質問に答えるなかでしか
伝えることが難しいと言える。たとえば抜粋
4の471行目から始まる医師の質問は、患者
の要望を聞くことをしてはいるものの、その
答えは医師が示した選択肢の中からしか選べ
ないように組み立てられていた。それに対し
て患者は、医師の質問に対して返答すべき位
置で、副作用の少ない薬物の処方という要望
を繰り出している。こうした要望という行為
連鎖を始めることが構造的に用意されていな
い位置における要望の開始は、精神科に限ら
ず、その他の診療場面においても見られるも
のである。たとえば、妊婦健診での同様の位
置での問題提示の開始を西阪らは「非正当的
位置」（西阪ほか 2008: 212）と呼び、考察
を加えている。こうした患者による問題提示
のなされ方はそれ自体更なる検討が加えられ
るべき重要な事柄であるのは間違いないが、
ここでは、本稿の目的に照らして、こうした
問題や要望の提示に対して医師がどのように
応じるのかを、他の診療科との比較を通して
考察していきたい。
西阪らが既に分析をしているように、本来

問題提示を行うために構造的に用意された場
所でない位置で問題の提示や要望を行うとい
うことは、それなりの根拠を示さなければなら
ない。たとえば479行目と481行目で、患者は
自らの主張の根拠を第三者に帰属しているが、
そのことによって自らの主張が単なる独りよが
りの危惧ではないこと、したがって問題提示を
行う正当な位置でなくとも訴えるに値する問題
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であることを示していると言える。そのことは
同時に医師に対しても、その訴えに対して十
分な説得力をもって答えなければならないと
いう相互行為上の課題を課している。
こうした患者の要望に対する医師の応答に
ついて、ターニャ・スタイバーズは小児科医
療における抗生物質の処方をめぐるやり取り
の分析を行っている。その分析では、医学的
には抗生物質の処方が必要ではない場合で
あっても、患者（やその親）が処方を望むと
き、医師は抗生物質を必要としない根拠を、
検査所見へ立ち戻って示し、代替案を提示
することが報告されている（Stivers 2007）。
ただ、スタイバーズが対象とした場面は急
性疾患に対処する一次医療であったことか
ら、医師も結果的に譲歩をし、抗生物質を処
方する余地が存在した。それに対して、II型
糖尿病という慢性疾患の治療における治療強
化を医師が提案する場面を調べたケーニヒら
は、生物医学的な血糖値の基準として120と
いう値をベンチマークとして医師が用いてい
ることを示した（Koenig et al. 2014）。そし
て、治療強化のための処方変更をほのめかし
たり、実際に変更する際に、患者の血糖コン
トロールの不足を非難する根拠としてベンチ
マークを用いることで、患者の希望と医学的
な処置とのバランスを取ることが可能となっ
ていた。とりわけ慢性疾患では、患者の日頃
の健康管理に対する道徳的な評価を医師がし
なければならない場面があり、より繊細なや
り取りが求められるが、生物医学的な基準を
用いることによって、そうした困難を乗り越
えているという。
しかし、本稿で対象とした精神科において
は、こうした生物医学的な指標や検査所見、薬
理作用だけでは、説得の資源として十分では
ないことがある。そこで医師は患者の要望に対
して、それを退ける際に、生物医学的な事実だ
けでなく、段階的な説得技法を用い、同意を取
り付けなければならない。その際、患者の要望
を気にかけていることを示すことで、双方が納
得できる合意へと至るよう、配慮が示されてい
た。一方で患者も「そのあたりっていうのはそ
んなにわかっていないんですけども」と、自ら
の知識状態を示すことによって、医師の知識と

の非対称性を利用し、自らの要望の明示性を
減じていた。これらの方法によって、処方をす
る権利や診療情報提供書を出すことについて
の権利の非対称性に双方が志向しながら、診
療場面を組み立てていたと言える。

Ⅶ．まとめ
精神医療に対する批判には、患者の話を聞

かない、詳しい説明もなしに薬ばかり処方さ
れる、薬漬けといったものがあげられる。も
ちろん、こうしたことが行われていることを
否定することはできないだろう。とりわけ精
神病患者には、認知機能の低下といった問題
から、こうした医師の対応に遭遇する機会も
多いといえる。だが、本稿での分析を通して、
患者の要求を聞き、それを即座に却下するの
ではなく、また単に生物医学モデルに基づく
のでもなく、説明を組み立てていく医師のや
り方の一端が明らかとなった。本稿の事例が
たったひとつであることから、今後より多く
の事例を検討することで、こうした現象を特
定し、様々なやり方を記述していく必要があ
るだろう。しかし、少なくとも本稿での分析
が示しているのは、批判としてあがっている
「医師による患者の抑圧」という点を避け、お
互いの立場の非対称性に志向しながら発話を
組み立てていくやり方であり、それが医師だ
けでなく患者との協働によって達成されてい
るということだ。確かに、精神医療に対する
批判の根底にある非対称性は相互行為上存在
する。だが、非対称性が一様に患者の訴えな
り経験なりを抑圧するかといえば、そうでな
い場合があることを本稿の事例は示している。
むしろ本稿で取り上げた事例では、そうした
非対称性を利用して、合意へと至る医師患者
双方による方法が示されていたのである。

付 記
本稿は2018年10月に一橋大学大学院社会学研究
科に提出予定の博士論文（未公刊）の一部を改稿し
たものである。また調査にご協力頂いた方々と、分
析に対して有益なアドバイスをいただいた査読者に
感謝いたします。

補 注
（1） トランスクリプトで用いた記号は以下である。
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［／］発話の重なりの開始・終了；［↑／↓］極
端な音調の上昇／極端な音調の下降；［イコー
ル］つながれた2つの発話の間に間隙がない；
［＞文字＜］目立って速く発話されている場合；
［（数字）］沈黙の秒数；［．／？／¿／、］下降調
／上昇調／やや上昇調／まだ続くように聞こえ
る抑揚；［（．）］0.2秒以下の短い間：［＜文字＞］
目立って遅く発話されている場合；［文字：：］
直前の音の引き延ばし。コロンの数はその相対
的な長さ；［#文字#］声がかすれている場合：
［.h］吸気音；［（　）］聞き取り困難な場合；［¥
文字¥］発話が笑い声でなされている；［（文
字）］聞き取りが確定できない場合；［˚発話 ˚］
相対的に小さい声での発話；［（（注記））］注記や
発言の要約

（2） このことは、Quirk et al.（2012）で述べられ
ているような、すべての質問が構造的に同意へ
と方向づけられる医師のやり方とは対照的であ
る。

（3） これらの研究では、「I don’t know」は文字
どおりの意味で、認識論的な知識の欠如を示し
ているだけではないことが議論されている。た
とえば、次に位置づけられる意見や評価、トラ
ブルについての懸念をマークし、別の人が始め
たトピックの終わりに加わらず、同意と非同意
を弱めるためにデザインされた中立的な立場を
形づくるなどして、次に来る会話に完全にはコ
ミットしないということを示す前置きされた境
界として機能する、という点が指摘されている。
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英文要約
Psychiatrists are entitled to submit documents, 

such as prescriptions and medical information, 
whereas patients are not. This paper uses con-
versation analysis to focuses on the asymmetry of 
the psychiatric outpatient setting. When patients 
receive physical medical care, biomedical facts may 
be used to persuade them; however, these resources 
are often not adequate for convincing psychiatric 
patients. Thus, doctors often have to resort to per-
suasive speaking techniques to obtain the consent 
of patients. This article clarifies the way in which 
doctors select turn designs when trying to persuade 
patients gradually and how patients can initiate 
complaints at improper position when their asym-
metry with doctors affects their communication of 
their needs. These are issues that surpass simple 
medical critiques, such as physicians not hearing 
patients’ needs or continuing inappropriate pre-
scription, due to the power arising from asymmetry.
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