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パパリリかからら見見ええるるここのの世世界界  

UUnn  rreeggaarrdd  ddee  PPaarriiss  ssuurr  ccee  mmoonnddee  

 

第 25回 2013年、パリ、ロスコフ、ニューヨークで医学の哲学を考え始める 

 

矢倉英隆 

 

「医科学の中心をなす概念について、哲学的に考え抜いて得られた知識や経験がないかぎり、

より良い結論や政策には辿り着けないだろう」 

――デントン・クーリー 

 

2013年は不思議な年になった。日本を発つ時には視野に入っていなかった医学哲学

と言われる領域の国際会議に3度も参加することになったからである。2010 年にもこ

のシリーズ第3回で取り上げた生気論に出会うことになる国内会議「医学における人

文・社会科学会議」（Congrès 2010 des Sciences Humaines et Sociales en Médecine）に参

加した。しかし、当時はこの領域の感触を掴むという意味合いが強く、その後わたし

の中では後景に退いていた。それが変わったのは昨年6月、パリ第1大学のパンテオ

ン・センター（Centre Panthéon）で開かれた若手のための第1回医学哲学国際上級セミ

ナー IASPM（International Advanced Seminar in the Philosophy of Medicine）に参加を余

儀なくされてからである。 

 

この会の総合テーマは「医科学の哲学における統一と自律」で、パリ第１大学パン

テオン・ソルボンヌ、ヨハネス・グーテンベルク大学マインツ、ピッツバーグ大学、

ロンドンのキングズ・カレッジ、ミラノのヨーロッパ腫瘍研究所の5つの施設の共催

であった。会のテーマにも表れているように、医学哲学なる領域は成長しているよう

に見えるが、その基盤が確固としたものなのかどうかを検討しようという意図の下に

企画されたものである。この会では、一般講演の他に「健康と病気の概念：まだ哲学

的解析の妥当性は残っているのか」、「医学における説明様式の複数性」、「医学に

おける知識と実践」をテーマとした3つのワークショップが予定されていた。そして

ある日突然、「医学における知識と実践」の共同座長にわたしを指名したという指導

教授からのメールが届いたのである。専門ではないのでお断りしたが、返事は戻って

こなかった。振り返れば、これが昨年を決めた出来事だったのかもしれない。 
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嬉しいことに、届いたプログラムの表紙には前年デン・ハーグで目にしたばかりの

レンブラント（Rembrandt van Rijn, 1606-1669）作「テュルプ博士の解剖学講義」（1632）

が選ばれていた。講演は5名のシニアと25名のジュニアが40分の持ち時間で「医学に

おける不確実性」、「医学哲学と医学の歴史、社会学、倫理との関係」、「医学哲学

と生物学の哲学との関係」、「精神医学の哲学の方法論」、「疾病の説明」、「臨床

試験の有効性」、「根拠に基づいた医療（evidence-based medicine）における根拠の検

討」などの多岐に渉るテーマについて発表した。この領域に入った当初は科学におけ

る発表時間との違いに驚いたが、もうその驚きも忘れるくらい時が経ってしまった。

今回驚いたのは、会が終わった後にオーガナイザーからワークショップのサマリーを

求めるメールが届いたことである。そんなことであれば、なぜ会の前に知らせてくれ

なかったのかと恨み言でも言いたくなるところだが、ここはフランス。予想できない

アドリブにも苛立つことなく、乏しいメモを基に頭の隅々まで歩き回りながら纏める

ことになった。 

 

 

レンブラント作 「テュルプ博士の解剖学講義」 （1632） 

（デン・ハーグ市美術館、2012年 6月 2日） 

 

わたしが参加したワークショップでは、アメリカ、カナダ、イタリア、フランスの

若手が発表したが、この領域の姿がぼんやりと浮かび上がっただけではなく、それぞ

れの国の特徴が見えたように感じた。北米大陸の皆さんは声が大きく、話すのが速い。

深く留まるように考えるところはなく、流してどんどん先にいく。そして、情報量が
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多い。一方、フランスの若手はアメリカ式にやる人も少なくないが、このワークショ

ップに参加していた若手はソフトな語り口で、考えながら言葉を紡ぎ出しているのが

手に取るようにわかる話し振りであった。このように話すアメリカ人やカナダ人をわ

たしは見たことがない。知識の量よりは、一つの問題を深く掘り下げて考えるところ

があるように感じた。イタリアの若手は抽象的概念を小気味よく使い、何の衒いもな

く論理を展開していた。少し引いて彼らの話を振り返ってみると、その思考様式や思

考が行われているレベルがわれわれのものとは異なっていることがわかる。それは、

われわれが抽象的概念を用いて論理的に考えを進める訓練を若い時から受けていな

いことと関係がありそうである。国際化の中で意識すべきは、言葉そのものよりは寧

ろこの点ではないかと感じた。 

 

もう一つ見えてきたのは、言語と思考の関係である。それはフランスの若手が英語

で言う muse しながら語っている様子を観ている時に浮かんできた。その時、言葉が

思索の道具として使われているのが目に見えるように感じたからである。発せられた

言葉が空疎な記号と堕しているのではなく、その場で生まれていることを想像させる

思考と密に繋がっているという関係。それが見えたのである。このように言葉を発す

る人は意外に少ない。それは時間をたっぷり取り、ゆっくり考えるという習慣がない

ところからは生れてこないと思われる。振り返れば、忙しく仕事をしている時には、

淀みなく話すことが重要であると考えていた節がある。今、暇の只中にいる身であれ

ばこそ、言葉の発し方についての多様なあり方の意味を感じ取ることができたのかも

しれない。 

 

昨年 2回目の会議は 10月、“Shifting in temporalities in (bio-)medicine”（生物医学に

おける時間の転位）をテーマに風光明媚なブルターニュにあるロスコフ海洋生物研究

所（Station Biologique de Roscoff）で開かれた。この会はヨハネス・グーテンベルク大

学マインツの医学の歴史・理論・倫理研究所、パリ高等師範学校、パリ大学ディドロ

（科学・哲学・歴史 SΦHERE プログラム）の共催で、オーガナイザーはマインツの

研究者が担当していた。この会の様子は改めて紹介することがあるかもしれない。そ

して、3 回目はその翌月の 11 月。秋深まるマンハッタンはコロンビア大学での

“International Philosophy of Medicine Roundtable”（IPMR）という会であった。こちらも

指導教授の勧めだったが、参加に抵抗がなかったのは、振り返れば多感な 30 代前半

の 5年という時間を過ごした町が開催地だったからである。実はその 2年前、ロック

フェラー大学で開かれた生物記号論の会議（11th Annual International Gatherings in 
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Biosemiotics）で発表するため、20 年振りに昔生活していた空間に舞い戻ったことが

ある。その時は久しぶりのマンハッタンで強烈なカルチャーショックを味わったが、

今回はすぐに昔の感覚が蘇り、快適な滞在になった。 

 

 

リタ・シャロン教授（コロンビア大学） 

（2013年 11月 20日） 

 

IPMR でも多くの問題が論じられたが、ここでは二つの特別講演に絞って印象に残

ったことを紹介したい。初日はコロンビア大学で“narrative medicine”を教えるリタ・

シャロン（Rita Charon, 1949-）教授が講演した。彼女の経歴は曲がりくねっている。

最初、生物学と児童教育を専攻して教師になった後、医学部に入り直し、医学の領域

で仕事をする。しかし、文学への思い断ち難く文学研究に入り、哲学者ウィリアム・

ジェームズ（William James, 1842-1910）の弟で小説家のヘンリー・ジェームズ（Henry 

James, 1843-1916）をテーマとして 50歳で文学博士になっている。おそらく、その経

験からだと思うが、その直後に“narrative medicine”という新しい領域を提唱されて

いる。現代医学が問いを出し続けて診断や治療に至るやり方を採るのに対して、最初

から問いを出すことを止め、患者さんに語ってもらうところから始めるというやり方

を採るようである。つまり、患者が医学の対象としてあるのではなく、その主体や主

観を蘇らせ、そこから発せられるすべてを医療の側が受け止めることになる。このシ

リーズ第 20 回で取り上げたネガティブ・ケイパビリティが求められる営みとも言え
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るだろう。このやり方は、特に現代医学では癒し切れない慢性や末期の病気の時に有

効になるのではないかと思いながら聴いていた。 

 

シャロン教授の基調講演の一つのテーマをわたしなりに変容させると、次のように

なるだろうか。 

 

「芸術は芸術家のためだけのものではない。患者さんをケアすることも芸術的行為で

ある。芸術的行為にしなければならない。そこには人間の創造性が生まれているはず

であり、生まれていなければならないからだ。考えることは身体活動である。体を使

い身体性を取り戻すこと、それは創造性の発露に繋がる。人間にとって創造性を発揮

することこそ、重要な価値になるからである」 

 

昼食時にお隣になったリタさんからも貴重なお話を伺うことができた。異分野に入る

ことは一見すると最初の領域から離れているように見える。しかし、以前よりも近く

に感じるという逆説が起こることがある。その逆説をわたしも感じているが、彼女は

文学での経験を医学の領域に還元することになった。これから益々混迷を深める時代

に入るが、医学の外の視点を導入することにより医学に豊かさを齎すことができると

いう点で意見の一致を見た。この「医学」をそれぞれの「専門領域」に置き換えると、

広く当て嵌まる公式になるのではないだろうか。 

 

2日目はトロント大学ロス・アップシャー（Ross Upshur）教授の基調講演 “Anamnesis, 

or the Question of the Question”で始まった。プライマリ・ケアの忙しい現場で考えてこ

られた生命倫理の専門家から見た、病歴を取る時の問い掛けがテーマであった。幅広

いお話であったが、印象に残ったところを以下に纏めてみたい。病歴を取るとは、患

者さんの過去に思いを馳せること（リフレクション）である。それをさらに進めると、

医学について考える（リフレクト）ことにも繋がる。医学は何のためにあるのか。エ

ビデンスと言うが、それはどれだけ有効なのか。病歴をどのように扱うのか。医学に

おける理性的思考とは何を言うのか、などなど。医学においては理性的で厳密な思考

から倫理に叶った医療へと向かわなければならない。つまり、すべての医療関係者は

応用哲学者（applied philosopher）であることが求められている。近年、高齢者が増加

の一途を辿っている。年齢が増すにつれて複数の慢性疾患を持つ人が増える傾向があ

る。カナダでは、80 歳以上の 10 人に一人は 5 つ以上の病気を持つという。医療関係

者は必然的に高齢者を対象にしなければならない状況が続くことになる。アップシャ
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ー教授は、老人が嫌いな人は医療に入るべきではないと強調していた。また、医療が

病気にとって良いものなのか、患者さんに対して良いものなのか、すなわち科学と価

値のバランスを考える必要がある。70～90％の診断は病歴によって決まるにも拘らず、

哲学の対象になっていないという。病歴を取る時に重要になるのは、どのように問い

を繋げ、進めていくのかということ。さらに言えば、どのような問いを出すのかが医

療の質を決めることになる。問いを出すことについて、ドイツの哲学者ハンス・ゲオ

ルク・ガダマー（Hans-Georg Gadamer, 1900-2002）は次の言葉を残しているという。 

 

「問いを出すとは、可能性の扉を開け、開いたままにしておくことである。疑問を出

すことなしに、われわれは経験することができない。問い掛けることにより、問題に

していることをあるパースペクティヴのなかに入れるのである。問いの技術とは、問

いを続ける技術であり、それは取りも直さず思考の技術なのである」  

 

 医学の哲学研究が盛んになってきたのは、意外にもここ 10年から 20年くらいのこ

とだという。日本では大阪大学の澤瀉久敬（1904-1995）博士が戦中から戦後にかけ

て「医学概論」なる領域を始められた。その苦労談は『医学の哲学』（誠信書房、1964）

などに詳しいが、その流れが力を増すことはなかったかに見える。現代の医療関係者

は、その重要性に目が行かなくなっているのだろうか。アメリカの心臓外科医デント

ン・クーリー（Denton Cooley, 1920-）博士は、Concepts of Health and Disease: 

Interdisciplinary Perspectives（Addison-Wesley, 1981）（『健康と病気の概念：学際的視点』）

の巻頭言で医学の現状を省み、エピグラフの他に次のような言葉を残している。30

年ほど前の言葉が、遠望する現代医学の現場にもそのまま当て嵌るだろうことに驚か

ざるを得ない。 

 

「医学教育に携わる者が現代社会における医師に求めることは、純粋科学以外の領域

に触れること、それはまさに哲学教育に匹敵する広い人間教育である。歴史、哲学、

倫理などに精通した医師こそ人間を取り巻く種々の問題について判断を下す資格を

持つだろう。これからの医師は単なる医学や科学の徒であるだけではなく、教養と智

慧を備えた学徒でなければならない」 

 

このように医学の哲学や倫理について思いを巡らす時、わたしがこちらに渡る直前、

旭川医科大学在籍時にお隣の病理学講座を主宰され、第三代学長でもあった下田晶久

（1924-2009）教授から 18年の時を経ていただいた手紙の一節が思い起こされる。 
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「今後は蓄積を活かして科学哲学に挑戦されると伺い、悦びに耐えません。医学の進

歩が齎した生命倫理の課題は、二十一世紀の人類に課せられた大命題ですが、これに

正面切って立ち向かわれる貴兄のフランス留学に満腔の賛意を捧げたく存じます」 

 

当時はこの領域のことが頭になかったため読み流していたが、新たな意味を以って迫

ってくるように感じる。パスカル（Blaise Pascal, 1623-1662）の言う「気晴らし」

（divertissement）の中に生きるわれわれは、人間として考えなければならない重要な

問題から目を逸らしている。あるいは、目を逸らすために「気晴らし」の中に生きて

いる。今、現実の営みから距離を取り、世俗の垢を洗い落とした生活の中からこの世

界を眺める時、「こと」の最後は哲学や倫理に行き着くのではないかという感触が生

まれつつある。これからその入口に立ち、長い道を歩み始めようとしているのか、2013

年は特殊な年に過ぎなかったことになるのか。そんな想いの中で 2014 年の新年を迎

えている。 

 

 

コルシカ島南端の町ボニファシオの旧市街を地中海から望む 

（2013年 12月 29日） 

 

（2014年 1月 3日） 


