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はじめに
　心身医学は，1960年代の発祥当時から，疾病
の「生物的・心理的・社会的・環境的・倫理
的・実存的（bio‒psycho‒socio‒echo‒ethical‒
existential）モデル（以下，心身医学モデル）」
に基づく理解を提唱してきた．筆者も 20年前
の 1999年に，本誌において「文化人類学と心身
医学」1）2）と題して，医学における社会・文化的
な視点の重要性について述べている．文化人類
学や社会学は，心身医学が「心身医学モデル」
を身体と心理だけでなく社会や環境へと拡大さ
せていくうえで，取り入れていくべき重要な学
問領域だといえるだろう．

　グローバル化する世界の流れによって，わが
国の医療も大きな転換が迫られている．日本の
外国人登録者総数も平成時代に入り急激に増加
し，それまでは 100万人以下で横ばいであった
ところが，2018年 6月の法務省の発表によると
263万 7千人となり，この 30年間で倍以上に増
加している．その急増スピードはきわめて早
く，2018年 6月末の在留外国人数は，半年前の
2017年末に比べて 75,000人も増加しており，
半年で約 3％の増加である．在留資格別にみる
と，永住者が 29％，特別永住者が 12％，留学が
12％，技能実習が 11％，技術・人文知識・国際
業務が 8％という内訳である．
　2017年に制定された「観光立国推進法」で
は，2020年に訪日外国人旅行者数を4,000万人，
2030年には 6,000万人を目指す内容が盛り込ま
れている．2018年 11月には，国会にて「出入
国管理法」の改正案が採決され，今後ますます
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日本に居住する外国人数が増えることが予想さ
れる．日本の医療は，いまや多様な文化に対応
する必要性に迫られているのである．

新医学教育モデル・コアカリキュラム
　2017年 3月に決定した「医学教育モデル・コ
アカリキュラム（平成 28年度改訂版）」の「B‒
4医療に関連のある社会科学領域」という項目
に，次のような文言が明記され，医療における
社会・文化的視点の重要性が喚起されるように
なった3）．
　 「文化的社会的文脈のなかで人の心と社会の
仕組みを理解するための基礎的な知識と考え
方及びリベラルアーツを学ぶ．臨床実践に行
動科学・社会科学の知見を生かすことができ
るよう，健康・病い・医療に関する文化人類
学・社会学（主に医療人類学・医療社会学）
の視点・方法・理論について，理解を深め
る．」
　医師として求められる基本的な資質と能力と
して，文化的・社会的文脈への理解が強く求め
られるようになったのである．この展開は，世
界医学教育連盟（World Federation for Medical 

Education：WFME）が定めている医学教育の国
際基準となるグローバルスタンダードに則った
「国際認証」の評価を，英国・米国・カナダ・
オーストラリアなどの欧米諸国だけでなく，韓
国・台湾・タイ・マレーシアなどのアジア諸国
でも 2000年頃から実施しており，わが国もそ
の国際潮流にのったものだと考えられる．ま
た，2010年に米国医師国家試験受験資格審査団
体が，「2023年度以降は，国際基準で認定を受
けた医学校の出身者にしか申請資格を認めな
い」という通告を出したこともきっかけとなっ
たと考えられる．今後は，全国の大学医学部・
医科大学において，医療人類学や医療社会学が
必修化されていくことだろう．

文化を理解し対処する能力
　それでは，保健医療者に求められる「文化
的・社会的文脈への理解」とは，どのようなも
のなのだろうか．コア・カリキュラムの B‒4に
は，14項目の「学修目標」が列記されている．
その中から重要と思われる 5項目を紹介してお
きたい．
　・病気・健康・医療・死をめぐる文化的な多
様性を説明できる．
　・自身が所属する文化を相対化することがで
きる．
　・人々の暮らしの現場において病気・健康が
どのようにとらえられているかを説明できる．
　・人の言動の意味をその人の人生史や社会関
係の文脈の中で説明することができる．
　・文化・ジェンダーと医療の関係を考えるこ
とができる．
　ここで列記したような内容は，近年北米の保
健医療の分野において「カルチュラル・コンピ
テンス（cultural competence）」と呼ばれている
概念に相当する．筆者らは，この用語を「文化
を理解し対処する能力」と翻訳している4）．
　カルチュラル・コンピテンスとは，文化や民
族の多様性が拡大する社会において，移民やマ
イノリティ・グループとの良好なコミュニケー
ションを保ち，医療の質の向上に役立つ概念と
して必要とされている4）．ヘルスケアの現場に
おいて，患者が必要としている文化的・言語的
なニーズを，ヘルスケアの専門家や専門機関
が，適切に理解して対処する力である4）．医師‒
患者間のコミュニケーションを改善するだけで
なく，患者の満足度やコンプライアンスを高め
ることにもつながり，医療的資源が適切に使用
され健康格差を縮めることになると指摘されて
いる4）．
　これまでにも海外の医療過疎地域に赴く国際
保健医療の分野においては，このようなカル
チュラル・コンピテンスは必要不可欠であっ
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た．しかし，今後は，国内の日常の医療におい
ても求められる力だといえる．この力は，日本
在住の外国人や旅行者相手の医療に必要とされ
るだけではない．すでにわが国は多様な価値観
にあふれており，身体観も宗教観も一人ひとり
違う．病気や障害を抱えるそれぞれの人の生物
的・心理的・社会的・環境的・倫理的・実存的
問題に対応していくためには，カルチュラル・
コンピテンスは必要不可欠といえるだろう．

文化とは何か
　文化人類学者タイラー（Edward Burnett 

Tylor；1832～1917）によれば，「文化とは，社会
の成員としての人間によって修得された知識・
信念・技術・道徳・規則・慣習など，その他の
多くの能力や習性などを含めた複合体である」
と定義されている5）．また，医療人類学者のキー
シングとストラザーン（Roger M. Keesing；
1935～1993 & Andrew J. Strathern；1939～）は，
「文化とは，共有されたさまざまな観念であり，
人間の生活様式を規定するさまざまな概念や規
則，価値観の体系である」としている6）．医療
人類学者ヘルマン（Cecil G. Helman；1944～
2009）は「文化とは，自己の住む世界を認識し
理解するために，そしてその世界の中でいかに
生きていくべきかを学ぶために使う“継承して
きた世界を見る眼鏡”だともいえる」と述べて
いる4）．簡略化していえば，人は，生まれ育っ
た国や地域や集団の環境に応じて，固有の「も
のの見方・感じ方・考え方」を後天的に獲得し
ていくのである．
　文化人類学者ホール（Edward T. Hall；1914～
2009）によると，文化には 3つのレベル（Fig.　
1）が存在するとされる7）．一般的に私たちが，
いわゆる「文化」としてとらえやすいものが，
社会的儀式・伝統的衣服・郷土料理・祝祭など
の外部の人間にはっきりとみえるレベルであ
る．これをホールは第3のレベルの文化と呼ぶ．
第 2のレベルは，その集団における暗黙の前提

事項であり，信念や規則である．これをホール
は「文化の基本文法」と呼び，その集団のメン
バーには暗黙に知られているが，集団外の人々
と共有されることはないものである．そして最
も深いレベルにあるのが第 1の文化である．そ
こで規定されていることは，集団に所属するす
べての者が知っており，守っており，言葉など
に表現することは難しく，話されることもない
きわめて暗黙のものであり，集団内部の人々に
よっても一般には気づかれないものである．
ホールは，異なる文化圏から来た住民の援助や
教育に従事する者にとって，第 1・第 2のレベ
ルの文化は重大な壁となると述べている．保健
医療に携わる者には，目に見える形の文化だけ
でなく，目に見えない文化に目を向け，理解し
ようとする努力が必要なのである．

自民族中心主義と文化相対主義
　私たち自身も，上記で提示したような第 1・
第 2の文化を知らず知らずのうちに身につけて
いる．それは暗黙知ともいえるものなので，私
たち自身ではなかなか気づくことができない．
コア・カリキュラムの学修項目に「自身が所属
する文化を相対化することができる」と記され
ている目標がこれにあたる．
　私たちは，今まで見たことも体験したことも
ない習慣・風俗・ものの考え方・価値観に出

Fig.　1　文化の 3つのレベル
（Edward T Hall, 1984）

・［第3のレベル］外部の人間にはっ
　きりとみえる文化（社会的儀式，伝
　統的衣服，郷土料理，祝い事）

・［第2のレベル］文化の基本文法，
　一連の前提事項や信念や規則

・［第1のレベル］最も深いレベルの
　文化．言語化されない暗黙知
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会ったとき，「それはおかしい，変わっている，
変だ，考えられない，間違っている」という印象
を最初に抱くことが多く，相手の価値観を拒否
したり排除したりしがちである．これは文化人
類学用語で『自民族中心主義（ethnocentrism）』
と呼ばれてきた態度である．18～19世紀の植民
地主義・奴隷制時代には，アジアやアフリカの
人々や，南北アメリカ大陸のネイティブ（先住
民）を，「野蛮人/未開人」と称していた．進化
した欧米人が，劣等人種である野蛮人の生活水
準を上げるために統治するのだ，として植民地
支配を正当化させていたのである．19～20世紀
初頭の帝国主義時代も同様である．ドイツ帝国
がユダヤ人を劣等人種と位置づけて支配し排除
しようとしたのと同じように，日本は韓国・中
国・アジア諸国の人々を劣等人種と位置づけ，
生活教育水準を高めようという侮辱的侵略行動
を続けてきたのである．自民族中心主義は，「自
分自身のもつ文化を至高なものとし，その観点
から他の社会・文化の優劣をつける態度や方
法」と定義される8）．この態度や方法では，人
権侵害や社会的排除が続くだけでなく，全世界
の文化や民族を超えた友好や平和は決して訪れ
ないだろう．
　英国のマリノフスキー（B. Malinowski；
1884～1942）9）や，米国のボアズ（Franz Boas；
1858～1942）10）らを代表とする 19～20世紀の近
代文化人類学者たちは，自民族中心主義という
時代を支配するものの見方を脱却する方法を編
み出した．「フィールドワークと参与観察」であ
る．フィールドワークとは，研究者が研究対象
となっている地域社会へ自ら赴き，その地域の
住民と直接対話をして触れあう調査方法であ
る．参与観察とは，フィールドワーク先の現場
社会に入り込み，その社会の中で現地の人々と
生活や行動をともにしつつ，同時に観察眼を
もって調査を行う方法である．
　マリノフスキーは調査地滞在時に第一次世界
大戦が勃発し，英国に戻れなくなったことを

きっかけに，メラネシアのトロブリアンド諸島
でフィールドワーク/参与観察を開始すること
になった．ボアズは，自身がドイツ生まれのユ
ダヤ人であり，米国に渡った後，弟子の文化人
類学者たちとともに北米各地に住むアメリカ先
住民の居住地に入り込み，彼らの無文字文化に
隠されたさまざまな価値を発見し，先住民の文
化とヨーロッパ人の文化には優劣がないことを
主張するようになった．人生の後半は，米国に
おける先住民迫害に反対し，現実的な政治的権
力関係を変える努力を行った人物である．
　マリノフスキーやボアズのように，「自分が
属している文化の価値観を極力排して，相手の
異なる社会・文化を理解し分析しようとする態
度や方法」を『文化相対主義（cultural relativ- 

ism）』という8）．いかなる考え方や行動も，そ
の文化の文脈的背景から切り離して優劣や善悪
の評価をすべきではない，とする文化の異質性
や多様性を認めていこうとするスタンスである．
　世界平和という大きな目標を達成するために
「自民族中心主義」ではなく「文化相対主義」が
必要であることも確かであるが，一人ひとりの
生命と病苦に向き合う保健医療従事者にとって
はどうだろうか．ヒポクラテスの誓いに「どん
な家を訪れるときも，そこの自由人と奴隷の相
違を問わず，不正を犯すことなく，医術を行う」
という文言がある．保健医療に携わる者にとっ
て，民族や身分の違いを超えて病める人々の生
命を救おうとすることは普遍的な価値ではない
だろうか．

フィールド医学の意義
　2009年の日本老年医学会雑誌に，高知医科大
学老年病科の松林が「“フィールド医学”の創
出―香北町からアジアへの展開」という論文を
寄稿している11）．そこでは，「病院から地域へで
てゆく“フィールド医学”」という文言を使用し
ている．松林らは，1990年から，人口 6,000人
の高知県香美郡香北町に住む，65歳以上の地域
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高齢者を対象とした予防医学的介入を目的とし
たフィールド医学研究を開始した．高齢者の健
康度を，身体面・精神面・生活面・社会的関連
の中で客観的に評価し，毎年追跡する悉皆地域
研究は，世界的にも先駆的な研究といえる．
　この「香北町方式」は，その後，滋賀県 8カ
町村・京都府園部町・北海道浦臼町・三重県大
台町・高知県土佐町などに展開されている．さ
らに，2000年以降，松林氏が京都大学東南アジ
ア研究所に異動した後は，シンガポール・韓
国・ベトナム・ラオス・インドネシア・ミャン
マー・タイなどの諸地域の調査研究に展開して
おり，病院医学では決して発見できなかったさ
まざまな知見が蓄積されていっている11）．
　本シンポジウムはこの流れをくむ研究者たち
の発表である．坂本龍太医師は，京都大学東南
アジア地域研究研究所に所属し，ブータンにお
けるフィールド医学の知見について報告した12）． 
坂本氏は，これまでの知見をもとに，ブータン
政府の保健省，そして地域住民と協力した地域
密着型の高齢者ケア計画を推進している．東京
女子医科大学東医療センター内科の石川元直医
師らは，ヒマラヤのラダック地方の高齢者らの
フィールド医学の知見を報告している13）．いず
れの報告も，健康観や幸福観が，家族関係・友
人関係といった地域における人間関係や，宗教
的な基盤，経済的な状況などが多様に関連し
あったものであることを明らかにしている．
　石川医師の発表で印象深かったのは，「最初
は貧しい地域に日本の先端医療を提供するつも
りで行ったところが，次第に，彼らの宗教観や
地域の結びつき，それに基づく健康の維持の仕
方といったさまざまなことを学びに行くように
なった」という趣旨の発言である．かつて文化
人類学者たちが，フィールドワークと参与観察
という方法を編み出したことにより，「文化相
対主義」的感覚を見い出し，現地の人々の価値
観や生き方に尊敬の念まで抱くようになって
いった変化に近い．

　早稲田大学の岩垣穂大氏は，筆者とともに東
日本大震災および原発事故後の被災者支援に従
事してきた14）～16）．現在は，社会福祉士・精神
保健福祉士として埼玉県の社会福祉協議会に所
属して，地域の保健福祉活動に従事している．
岩垣氏が強調しているのは，「ソーシャル・
キャピタル（social capital）」という概念の重要
性である．ソーシャル・キャピタルは「社会的
関係資本」とも翻訳できる，近年社会疫学領域
から提示された新しい概念である．社会におけ
る住民同士の支え合い活動の中で生まれる「人
と人」・「人と社会」のつながりや，信頼・規範・
ネットワークの状態をとらえる概念である．岩
垣氏は，自身が関わった対照的な 2人の高齢者
の事例を提示して，ソーシャル・キャピタルを
活かした地域社会づくりが地域の健康と幸福に
不可欠であることを述べた17）．岩垣氏の活動
は，医師ではなく福祉士としてのものである
が，フィールドに根ざした医療福祉といえるだ
ろう．
　本シンポジウムでは，松林11）が強調したよう
に，保健医療福祉の専門家が，病院や施設から
地域のフィールドに出て行く意義が垣間見えて
きたのではないだろうか．

調査される迷惑を考える
　最後に，フィールド医学を推進していく際
に，とても重要だと考えられる「調査される迷
惑」について考えていきたい．これは，筆者ら
が被災者調査研究を行ううえで，常に自分たち
を戒めてきたことでもある18）．
　日本全国の農村・漁村・山村・諸島部を歩い
て調査を行った著名な宮本常一（1907～1981）
という民俗学者・フィールドワーカーの示唆に
富んだ言葉である．1974年に訪れた沖縄のある
島では，調査に訪れる「博士」たちを「バカセ」
と呼ぶほど嫌な思いを経験していた．どのよう
な調査研究でも，調査者の態度や姿勢によっ
て，また調査者が背負っている社会的地位に
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よって，調査する者のほうがされる者よりえら
いという感覚が存在してしまう19）．
　宮本19）は，「人文科学（じんもんかがく）」が
「尋問科学」になってしまう危険性を挙げ，「近
頃は地元の要請もなく勝手に調査地を選定し
て，地元への調査費を出せと言っている仲間も
ある．“調査してやる”という意識が実に強い．
（中略）調査地の人びとには発言の場がせまく，
調査者の方が有利な地位にあって，実際の被害
をこうむるのは調査地の者ということになる」
と述べている．この言葉は，フィールド調査者
にとってきわめて重要である．
　「問題の多い地域を調査してやる」，「この地
域調査で業績をあげたい」というような意図（こ
こではあえて「悪意」と呼ぶ）がなくても，「科
学的真実や社会的正義のためという大義名分か
ら調査をする」，「調査地の方々に貢献できる調
査をしたい」という意図（ここではあえて「善
意」と呼ぶ）であっても，調査研究という行為
そのものに潜在的な略奪行為になりうる危険性
が秘められていることを私たちは忘れてはなら
ない．
　医療人類学者ヘルマンは，調査研究に伴う倫
理的な課題として以下の 4点を挙げている4）．
　1）その研究が，対象者やその家族，またその
地域社会にどのような利益をもたらしうるのか．
　2）その研究が，対象者やその地域社会に損
失をもたらし，他者に悪用されてしまわないか．
　3）その研究に伴う心理的影響は，対象者や
その地域社会の人々にとって肯定的なものか，
逆に否定的なものか．
　4）研究成果は地域社会に還元されるのか．
もしされるならば，誰に対して誰によってなさ
れるのか．
　これらは，フィールド医学を推進していくに
あたって，必要不可欠な事項といえるだろう．

おわりに
　本稿では，医療人類学の立場から「フィール

ド医学」の意義について述べた．筆者が冒頭に
述べたように，わが国は大勢の外国人が居住す
る時代に突入した．フィールド医学は，国外の
国際保健の場だけでなく，国内の日常の臨床場
面に必要となってくるものだと考えられる．
　世界各地の文化を背負った人々と，友好な関
係を築き，適切な保健医療福祉を提供するため
には，「カルチュラル・コンピテンス＝文化を
理解し対処する能力」が必要不可欠である．そ
のためにも，私たちに内在している「自民族中
心主義」を脱却し，積極的に「文化相対主義」
を身につけていくことが求められる．
　宮本の教えを引き継いだ安渓16）は，「基本は，
調査対象に対する人間としての誠意と友情を貫
くこと．調査の許可，公表の承認，成果の還元，
これらなしにフィールド・リサーチはゆるされ
ない」と述べている．さらに安渓は，「研究とい
う営為が，する側とされる側の一体となった活
動を意味し，研究成果の還元という言葉が死語
になる時代がこなければならない」と述べてい
るように19），私たちは調査研究を被験者や被調
査者とともに協働して行っていく道を模索すべ
きであろう．そういう意味で，本シンポジウム
における発表者らの，ブータンにおける坂本氏
の活動，ラダックにおける石川氏の活動，東日
本大震災の現場や埼玉県郊外における岩垣氏の
活動は，先駆的なものだといえるだろう．

　本稿に関して，開示すべき利益相反はない．
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Abstract

The Value of Field Medicine from the View Point of Medical Anthropology

Takuya Tsujiuchi＊,＊＊

＊Faculty of Human Sciences, Waseda University 

（Mailing Address：Takuya Tsujiuchi, 2‒579‒15 Mikajima, Tokorozawa‒shi, Saitama 359‒1192, Japan） 
＊＊Waseda Institute of Medical Anthropology on Disaster Reconstruction

　　The purpose of this article is to evaluate the value of field medicine from the view point of medical anthropology. 

Medical anthropology is one of the branches of social and cultural anthropology which explores the socio‒cultural 

understanding in health care field. The word “cultural competence” is the most important concept. This idea has 

largely resulted from increasing cultural and ethnic diversity of the population, and the need to improve communication 

with minority and immigrant groups, and improve the quality of their medical care（Cecil G. Helman, 2007）. In Japan, 

medical anthropology was designated as one of the required subjects of“core curriculum model of medical education”
by the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology（MEXT）in 2017.

　　Field medicine aims to investigate the back ground of health problems in the population rather than hospital 

situations. Field medicine tries to evaluate the whole life style including social‒cultural‒environmental and also 

religious behavior. In order to conduct filed medicine, the concept of cultural competence is essential. All the 

presenters of this symposium are the forerunners of this field, reporting the holistic evaluation of health status in 

Bhutan, Ladakh, and some regions in Japan. The original findings of these presenters are that learning from the 

population is more important than providing advanced medical treatment.

　　As the essential matters of ethical issues in performing field researches in any society, whether urban or rural, 

Western or non‒Western, diverse or not, Cecil G. Helman emphasized the following four instructive questions：
　　1．What possible benefit will such research bring to the research subjects, their families and their communities?

　　2．Will the research be exploited by others, to the detriment of the subjects, and their community?

　　 3．What might be the psychological effects, both positive and negative, of the research project on the subjects, and 

on those around them?

　　4．Will the research findings be fed back to the community, and if so, to whom and by whom?

Key words： medical anthropology, field medicine, cultural competence, cultural relativism, core curriculum model of 

medical education

 


