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―― 解 説 ――

シェイクスピアが描く医療面接
―喜劇『終わりよければすべてよし』から学ぶ

患者と医師のコミュニケーション―

Shakespeare’s Medical Interview:
A Doctor-Patient Relationship in All’s Well That Ends Well

高本 愛子１） １）東京歯科大学千葉病院（Tokyo Dental College Chiba Hospital），２）東京歯
科大学オーラルメディシン・口腔外科学講座（Department of Oral Medicine,
Oral and Maxillofacial Surgery, Tokyo Dental College）
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ウィリアム・シェイクスピア（William Shakespeare，１５６４～１６１６）は，世界的に有名なイギリスの詩
人・劇作家である。喜劇『終わりよければすべてよし』に患者と医師が会話する場面がある。患者は
フランス王である。国中の医師たちが治療できないような重い病に罹り，治療に疲れ医療不信に陥っ
ている。医師は無学で貧しい若い女性へレナである。ヘレナが自分の治療の正しさを主張し治療を勧
めるという態度で接すると，王は治療を拒否する。しかしヘレナが王の治療への同意を得るよう努力
すると，王の態度が変わり始める。ヘレナが治療への熱意と覚悟を示すと，王は自発的に治療に同意
しヘレナを信頼する。今日，患者中心の医療が求められ医療面接の大切さが強調されている。シェイ
クスピアは４００年前に患者と医師の関係を作品中で取り上げていた。彼が描いた患者と医師の会話か
ら，我々は，患者と信頼関係を築く上で大切なことを現代でも学ぶことができる。
キーワード：医療面接，インフォームド・コンセント，ラポール，シェイクスピア，英文学

（２０１２年３月１６日受付，２０１２年４月１８日受理，歯科学報 １１２：４７５～４８５，２０１２．）

William Shakespeare（1564-1616）was a world-famous playwright and poet who lived in England．
Shakespeare described a doctor-patient relationship in his comedy All’s Well That Ends Well．
The King of France was suffering from a serious disease． Many physicians tried to cure him，
only to give up． The King became very tired due to these treatments and strongly distrusted
medicine． Helena was a poor，unlearned，and young lady． Her deceased father had been a
famous doctor． Helena decided to cure the King using her father’s receipt． Helena firstly
tried to persuade the King by defending her treatment，only to make the King stubborn． He
once refused her treatment． However，when Helena tried to obtain the King’s consent，the
King began to listen to her． Lastly，when Helena showed her passion and preparation to cure
the King，he understood her and decided to try her treatment． In this way，he relied on her，
and a relationship of trust was established between patient and physician． This play was writ-
ten by Shakespeare 400 years ago． It is remarkable that Shakespeare treated the subject of the
doctor-patient relationship such a long time ago． It is a universal problem for both patients and
doctors how to communicate with each other during the process of medical treatment．
Although written 400 years ago，this play still tells us something important about communicating
with patients，thus building a relationship of trust between patients and us．

（The Shikwa Gakuho，１１２：４７５～４８５，２０１２）
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１．シェイクスピアと医学

ウィリアム・シェイクスピア（William Shake-
speare，１５６４～１６１６）は，世界的に有名なイギリス
の詩人・劇作家です。１５６４年にイギリスのストラト
フォード・アポン・エイヴォンに生まれ，１６世紀末
頃から１７世紀初頭にかけて，ロンドンで劇作家・俳
優として活躍しました。その作品は，４００年以上
経った今でも世界中で上演され，愛読されていま
す。特に有名な作品として，『ハムレット』『リア
王』『ロミオとジュリエット』などが一般に広く知
られています。

シェイクスピアは，人間の心理を描く達人でし
た。彼は，哲学・神学・歴史学・地理学など，あら
ゆる分野の学問について幅広く正しい知識を持って
おり，その知識を活かしながら人間の心理を深く描
写しました。シェイクスピアは，医学にも詳しかっ
たようです。彼は，生理学，様々な病気，処方，治
療法等に詳しかったと推測できます１）。彼の作品の
中には，当時ロンドンで恐れられていた病気であ
る，ペストや梅毒への言及が多く見られます。ペス
トは黒死病（the Black Death）として恐れられ，１７
世紀のロンドンでは１６０３年，１６２５年，そして１６６５年
の３回大流行し２），このうち１６０３年はまさにシェイ
クスピアが活躍していた時です。彼の全作品の中で
ペスト（plague）という言葉は９８回使われ，受動態の
plagued や複数形の plagues も合わせると１００回を
超えます３）。梅毒は，現在では syphilis という単語
が使われますが，シェイクスピアの作品では pox
と呼ばれています２）。梅毒（pox）という単語は２３ヶ
所に登場し４），梅毒の症状を思い起こさせる描写も
含めるとさらに多くなります。精神疾患は多くの作
品で取り扱われています。医師の登場する作品もあ
りますし，「治癒」「再生」を脚本全体の大きなテー
マとして扱った作品もあります。シェイクスピアが
どのようにして医学知識を得たかを正確に突き止め
ることは困難ですが，ルネッサンス時代に，ヒポク
ラテスやガレノスによるギリシャ医学の古典がラテ
ン語に翻訳されていたため，それらを読んで学んだ
可能性はあると考えられます１）。作者自身が医師で
なかったにもかかわらず，これほど“the healing
art”（治癒の技＝医術）を作品中で頻繁に，また敬意

を持って扱っている著明な作家は他に見受けられま
せん５）。

喜劇『終わりよければすべてよし』（All’s Well
That Ends Well）は，１６０３～１６０４年ごろに書かれた
と推定され６），医療が取り扱われている作品の一つ
です。本稿では，医学についても詳しかったシェイ
クスピアが，この劇の中で患者と医師の対話を描い
ている一場面に注目し，そこから今日の医療面接に
役立てられる点を考察したいと思います。

なお，本文中のシェイクスピア英文引用はすべて
リバーサイド版シェイクスピアを使用しました７，８）。
英文引用の後の数字は，幕・場面・行数を表します。
日本語訳は，既に出版されているものを参考にしな
がら９－１２），本稿著者による訳を行ったものです。

２．『終わりよければすべてよし』の医療面接

１）患者：「医療不信，かつ生きる希望を失った王
様」フランス王
フランス王が病気になりました。その症状はとて

も重いようです。王の病状について，貴族たちがこ
のように話し合っています。

Ber. What is it, my good lord, the King lan-
guishes of?

Laf. A fistula, my lord.
Ber. I heard not of it before.
Laf. I would it were not notorious.

（I. i.３２－３６）
バートラム 陛下が苦しんでおられる病は何で

すか？
ラフュー 「瘻」です。
バートラム 聞いたことのない病ですね。
ラフュー こんな病が，有名になってほしく

はないものです。

“Fistula”は瘻孔のことですが，シェイクスピア
の時代，この単語は一般的にはもっと広い意味で使
われることも多く，膿瘍や傷を指す言葉として使わ
れることもあったようです。“Fistula”の明確な定
義は中世から伝わり，エリザベス朝の外科医にとっ
てはよく遭遇するありふれた病で，当時の外科医に
よる書物にも記述されています１３）。直腸部にできた
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場合，外科医がさじを投げるような重い病気として
認識されており，観客は，王の深刻な病が“fistula”
だと聞くと，それを思い浮かべただろうと推測でき
ます。シェイクスピアはそのような意図でこの病名
にしたと考えられます１３，１４）。難病に侵されたフラン
ス王を，国中の多くの医師が治療しようと試みまし
たが，王を治すことはできませんでした。王の状態
について，貴族の一人がこのように説明しています。

He hath abandon’d his physicians, madam,
under whose practices he hath persecuted
time with hope, and finds no other advantage
in the process but only the losing of hope by
time. （I. i.１３－１６）
王様は，医師たちを追放してしまいました。治
るという希望を持って，彼らの治療を受ける苦
しい時を過ごしていましたが，その治療の過程
で何も良いことを見出せず，時が経つにつれ希
望を失っただけだったのです。

こうして治療を受けることにすっかり疲れてし
まったフランス王は，“Let me not live”（１．２．５５，
５８）「もう生きていたくない」と繰り返し口にして，
さらにこう言います。

The rest have worn me out
With several applications. （I. ii.７３－７４）
医者たちは，こぞって数々の治療をやらかし，
私の体をぼろぼろに疲れさせてしまった。

この台詞から，フランス王が，多くの医師からそ
れぞれ違う治療を受けたことによって疲れきってし
まい，強い医療不信に陥ってしまったことがわかり
ます。

医療従事者は「患者のために」医療行為を行いま
す。しかし多くの場合，医療行為は患者の体に対し
何らかの負担あるいは侵襲を与えます。そして，そ
のような負担を強いられても治療が効果を現さな
かった場合，患者はいとも簡単に医療不信に陥って
しまいます。

２）医師：「貧乏で無学な小娘」ヘレナ
ヘレナは若い女性です。医師役ではありますが，

正確には医師ではありません。ヘレナの父親は高名
な医師でしたが，半年前に亡くなりました。ヘレナ
の父親がどのような医師であったかは，以下の一言
に集約されています。

whose skill was almost as great as his honesty;
（I. i.１８－１９）

彼の技術は，その人柄の誠実さと同じくらい素
晴らしかった。

「誠実な人柄があり，その人柄に見合う技術を
持っていた」医師であった父親は，ヘレナに処方箋

（receipt）を遺しました。ヘレナは父の遺した処方
箋の中に王の病状に有効なものがあることに気付
き，処方箋に従って王を治療することを思いつきま
す。しかし，周囲は当然，反対します。

If you should tender your supposed aid,
He would receive it? He and his physicians
Are of a mind; he, that they cannot help him,
They, that they cannot help. How shall they

credit
A poor unlearned virgin, when the schools,
Embowell’d of their doctrine, have left off
The danger to itself? （I. iii.２３６－２４２）
あなたが治療を申し出たとして，王様がそれを

受け入れるかしら？
王様もお医者様たちも，みんな同じお考えなの

よ。
王様はお医者様には助けられないと考えておら

れるし，
お医者様たちも王様をお助けできないと考えて

おられる。
様々な学派が理論を出しつくしても治すことが

できないのに，
どうして，あなたみたいな，貧しく学のない小

娘を信用するかしら？

シェイクスピアは，この劇の舞台を，医学が一部
の学者たちの独占的なものであった時代に設定して
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います５）。そのような舞台の上で，ヘレナは，学歴
のない若い女性という，患者から最も信頼を得るこ
とが難しい立場の医師として設定されています。同
時に，病人はフランス王という国の中で最上の身分
で，医療不信に陥り，回復をあきらめているとい
う，治療を行っていくことが非常に難しい患者とし
て設定されています。

しかし，ヘレナはこう答えます。

I’d venture
The well-lost life of mine on his Grace’s cure

（I. iii.２４７－２４８）
私の命を失う危険を冒してでも，
王様の治癒には，それだけの価値があります。

ヘレナの答えには，王を治せるかもしれない知識
を持っている者，つまり医療者としての使命感が表
れています。こうしてヘレナは，王の治療のためパ
リに向かうこととなります。

３）フランス王とヘレナの対話
いよいよ，フランス王とヘレナの対面です。ヘレ

ナは王に，“I come to tender it”（II. i. １１３）「私は
あなたを治療するために参りました」と話しかけま
す。しかし王はこう答えます。

We thank you, maiden,
But may not be so credulous of cure,
When our most learned doctors leave us, and
The congregated college have concluded
That laboring art can never ransom nature
From her inaidible estate; （II. i.１１４－１１９）
娘さん，ありがとう。
しかし，あなたの治療で治ると，ばか正直に信

じることはない。
博学な医師たちが見放し，医学会も，
人間の技がどんなに苦労しても，自然の産物で

ある私の体を，
今の状態から開放することはできない，と結論

づけたのだ。

この台詞からは，フランス王の医療への不信がか

なり強いこと，治療を完全にあきらめていることが
わかります。さらにフランス王はこのように言いま
す。

Thou thought’st to help me, and such thanks I
give

As one near death to those that wish him live.
But what at full I know, thou know’st no part,
I knowing all my peril, thou no art.

（II. i.１３０－１３３）
あなたは私を助けようとしてくれたのだから，
死に直面している者として，それに対するお礼

は言おう。
しかし，私が全て理解していることの，一部分

さえもあなたは知らない。
自分の体の危険な状態を，私は全て知っている。

あなたは全く知らないのだ。

このフランス王の台詞を，医療従事者は常に心に
留めなければならないのではないでしょうか。患者
が痛みを訴えて受診したとき，医療従事者は，どれ
ほど努力しても，その痛みを完全に理解することは
できません。だからこそ，医療面接においては「共
感的態度」が望ましいといわれます。「共感的態
度」とは，患者の不安等を受け止めたというサイン
を，言葉と態度で患者に示すことです１５）。患者の苦
しみを完全に理解することはできないことを認識し
た上での，心からの「共感的態度」が，医療従事者
には求められています。うわべだけの「共感のふ
り」は，必ず患者に伝わり，それが医療への不信感
となります。

このようなフランス王に対し，ヘレナは説得を試
みます。

What I can do can do no hurt to try，
Since you set up your rest ’gainst remedy.

（II. i.１３４－１３５）
治療は無駄だとあきらめておられる以上，
試しに私の治療を受けてみても，何も害はない

でしょう。

ヘレナは，フランス王に治療を受けてほしい一心
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で懸命に語りかけています。しかし，多くの医師か
ら様々な治療を受けて疲れきっている王に対して，
医療者側から発せられるこの言葉は受け入れがたい
ものです。王は，いくら治療が“no hurt to try”「試
しても何も害はない」と言われても，簡単に信じる
ことはできないでしょう。自分が治療によって負担
を受けた事実を否定されたように感じるかもしれま
せん。

患者の思いを受け止める共感的態度を示し，患者
に医療者側が自分の思いを受け止めてくれた，とい
うことを感じてもらうことはとても大切です１５）。し
かしヘレナは，気づかないうちに．それとは逆の態
度をとってしまっています。治療を受けたくないと
思っている患者に対して，その思いを受け止めず，
治療を受けるように勧めることは，共感的態度とは
言い難いものです。

ヘレナは熱心に言葉を続けます。

Oft expectation fails, and most oft there
Where most it promises; and oft it hits
Where hope is coldest, and despair most［fits］.

（II. i.１４２－１４４）
予測は外れることがあります。
絶対に大丈夫だと思っていたことが駄目なこと

もあれば，
絶望的だと思っていたことが叶うこともあるの

ですよ。

ヘレナの言葉が，やや，患者へのお説教のように
聞こえることにお気づきでしょうか。フランス王
は，数々の医師からつらい治療を受けた結果とし
て，治療に対して絶望的になっています。ヘレナ
は，王のそのような現状を受け入れるステップを飛
ばして，「絶望的なことが叶うこともある」と教訓
じみた話で説得しようとしています。

医療面接において医師が避けるべき態度の一つに
「評価的態度」があります。これは患者の考えにつ
いて善し悪しを評価し，口頭で伝える態度です１５）。
ヘレナは決して王を評価するつもりはなく，ただ説
得しようと熱心に話したのですが，結果的に，王が
治療をあきらめていること，絶望的になっているこ
とを否定して，評価的な態度を取ってしまったこと

になります。ヘレナの言葉は，かえってフランス王
に治療を拒否させてしまいました。

I must not hear thee; fare thee well, kind maid,
Thy pains not us’d must by thyself be paid.
Proffers not took reap thanks for their reward.

（II. i.１４５－１４７）
あなたの話はこれ以上聴かない。帰りなさい，

優しい娘さん。
あなたの苦労は私には無駄だったから，あなた

がその報いを受ければよい。
しかし，治療の提案が採用されなかった以上，

私からの褒美は感謝の言葉のみだ。

ヘレナの言葉は王の心をさらに頑なにしてしまい
ました。その結果，王の医療不信を解くことも，治
療への同意を得ることもできませんでした。患者に
対する批評的な態度は，患者の心を閉ざしてしまう
ことになります１５）。まさにそのような状況が描かれ
ていると言えるでしょう。

しかし，ヘレナはここであきらめませんでした。

Dear sir, to my endeavors give consent,
Of heaven, not me, make an experiment.

（II. i.１５３－１５４）
王様，どうか，私の努力に同意して下さい。
私ではなく，天の力を信じて，試してみてくだ

さい。

ヘレナは“give consent”（同意して下さい）と王に
言います。コンセントと聞けば，医療従事者ならば
当然，インフォームド・コンセントという言葉が頭
に浮かぶことと思います。インフォームド・コンセ
ントは，文字通りには「知った上での同意」を意味
し，「医師は診療に先立って，患者に適切な説明を
行ったうえで，患者から同意を得なければならな
い」という法理を表す言葉です１６）。
「患者の同意があってはじめて医師の診療行為が

正当化される」という考えは古くからあったわけで
はありません。１８９４年に，ドイツ帝国大審院が，患
者の承諾のない手術は違法という判決を下していま
す。ニュルンベルグ綱領（１９４７年）は，言葉こそ使わ

歯科学報 Vol．１１２，No．４（２０１２） ４７９

― ２３ ―



れてはいないものの，インフォームド・コンセント
の倫理原則を最初に打ち出したものと理解されてい
ます。１９５７年に，アメリカにおける医療裁判の判決
文でインフォームド・コンセントという言葉が述べ
られ，単なる同意ではなく，治療について患者が
知った上で与える同意でなければならないというこ
とが示されました。ヘルシンキ宣言においてイン
フォームド・コンセントという言葉が使用されるよ
うになったのは１９７５年版からです１６）。日本において
は，１９９７年に，医療法に医療の担い手の努力規定の
趣旨として追加されました１７）。このように，医師が
患者の同意を得るというのは比較的新しい考え方で
す。

西洋で医の倫理といえば，長らくヒポクラテスの
誓いを指していました。ヒポクラテスの誓いにはパ
ターナリズムの考えが見受けられます１６）。前述した
とおり，シェイクスピアの時代においてヒポクラテ
スはよく知られており，シェイクスピアも読んでい
た可能性があります１）。喜劇作品の一つである
『ウィンザーの陽気な女房たち』（The Merry Wives
of Windsor）には，ヒポクラテスへの言及がありま
す。

Page. I think you know him: Master Doc-
tor Caius, the enown’d French physi-
cian.

Evans. Got’s will, and his passion of my
heart! I had as lief you would tell me
of a mess of porridge.

Page. Why?
Evans. He has no more knowledge in Hi-

bocrates and Galen ―
（III. i.６０－６６）

ページ 知っているでしょう。キーズ先生
です。有名なフランスのお医者様
ですよ。

エヴァンズ ああ，神よ！とんでもない奴で
す。どろどろのお粥を食べさせら
れるほうが，まだましですよ。

ページ どうして？
�

エヴァンズ あいつはヒボクラテスもガレノス
も勉強していないんです。

エヴァンズという登場人物には訛りがあるという
設定のため，“Hippocrates”（ヒポクラテス）を故意
に“Hibocrates”（ヒボクラテス）と表記しています。
エヴァンズは牧師，ページはウィンザー市民です。
この二人の会話にヒポクラテスやガレノスが出てく
るということは，シェイクスピアの時代，医師が勉
強するものとして，彼らの名が一般的に知られてい
たことが推測できます。また，当時，教育を受けた
人々の中には，たとえ医師でなくとも，医学の知識
を得ようと自らこれらの書物を読んだ人もいたで
しょう１）。

以上の流れを図１に年表としてまとめました。こ
のような時代背景を考慮すると，パターナリズムの
考えが含まれるヒポクラテスの著書も読んでいたで
あろうシェイクスピアが，４００年前のイギリスにお
いて，医師と患者の会話の中で“consent”という言
葉をすでに用いていたこと，ヘレナに患者の同意を
得させた上で治療を開始させようとしたことは，驚
くべきことと言えます。

続いてヘレナは，治療に対する情熱を率直に示し
始めます。

I am not an imposture that proclaim
Myself against the level of mine aim,
But know I think, and think I know most sure,
My art is not past power, nor you past cure.

（II. i.１５５－１５８）
私は詐欺師ではありません，
自分の力以上のことができると宣言することは

いたしません。
けれど，私は確信しているのです。必ず，王様

を救うことができると。

王はヘレナの情熱に，少し心を動かされたようで
す。

Art thou so confident? Within what space
Hop’st thou my cure? （II. i.１５９－１６０）
そんなに自信があるのか？
どのくらいの期間で治るのだ？

王の態度が少し変わりました。さっきまで「話は
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聴かない」と断言していた王が，彼女に質問をし
て，ヘレナの話を聴こうとしています。この質問に
対し，ヘレナは治療期間を明確に答えます。

しかし王も，そんなに簡単に信用するわけではあ
りません。さらに質問します。

Upon thy certainty and confidence
What dar’st thou venter? （II. i.１６９－１７０）
もし，あなたの確信と自信が間違っていて，
私を治すことができなかったら，どうするつも

りだ？

「治せなかったらどうする？」と，医師を試すよう
な質問です。しかしヘレナはこれに臆せず答えます。

ne worse of worst-extended
With vildest tortune, let my life be ended.

（II. i.１７３－１７４）
可能なかぎり最も酷い拷問にかけて，

死刑にして下さい。

ヘレナの，医療者としての責任を負う強い決意と
覚悟が現れている台詞です。王の病状は，国中の博
学な医師が治すことができなかったほど深刻である
ため，ヘレナが治療できないということは，すなわ
ち王の命が助からないことを意味します。ヘレナ
は，患者の命を救うことができない場合，自分の命
でその死を償うほどの覚悟をしています。一見矛盾
しているかもしれませんが，命がそれほど大切なも
のであると患者に伝えたいという信念の現れです。
半年前に父を亡くすという経験をしたヘレナは，そ
の想いは一層強いと言えます。

ヘレナの言葉を聞いてフランス王は驚き，こう答
えます。

Thy life is dear, for all that life can rate
Worth name of life in thee hath estimate:

（II. i.１７９－１８０）

*ヒポクラテスの生誕・死去年は，岸本良彦訳：エペソスのソラノスによるヒポクラテス伝，新訂 ヒポクラテス全集 第一巻
（大槻真一郎編訳），６１～６８，東京，エンタプライズ株式会社，１９９７を参考にした。

図１ インフォームド・コンセントに関連する出来事の年表
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あなたの命は，いとおしい大切なものだ。
命という名にふさわしい尊いものが全て，あな
たの命の中に存在している。

劇の最初のほうの場面で，王は，“Let me not live”
「生きたくない」と繰り返し話していました。その
王が，今，“life is dear”「命はいとおしい」という
言葉を自然に発しました。これは注目すべき王の心
の変化です。ヘレナの決死の覚悟が，王に命の大切
さを理解させたのです。

Thou this to hazard needs must intimate
Skill infinite, or monstrous desperate.

（II. i.１８３－１８４）
その大切な命に危険を冒してまで治療したいと

いうことは，
あなたの医術に無限の可能性があり，ここまで

必死になれるのだろう。

同時に，王は，なぜこれほどヘレナが治療に対し
て熱心なのかを理解しました。ヘレナの情熱が，よ
うやく王に伝わったのです。

そして王は言います。

Sweet practicer, thy physic I will try,
（II. i.１８５）

美しい医者よ，私はあなたの治療を受けること
にしよう。

王は，ついにヘレナの治療を受ける決意をしまし
た。フランス王の治療に対する自発的な同意です。
そして，これまでずっとヘレナのことを“maiden”

“maid”（娘さん）と呼んでいた王が，ここで初めて
彼女を“practicer”（＝practitioner，医師）と呼び，主
治医として認めています。

So make the choice of thy own time, for I,
Thy resolv’d patient, on thee still rely.

（II. i.２０３－２０４）
治療を始める時期はあなたが決めなさい。
私はあなたによって治療の決意をした患者だ。

あなたを信頼しよう。

“Thy resolved patient”という言葉には，多くの
意味が含まれています。ここで“resolve”という単
語が示す最も重要な意味は「決心」で，治療を決意
した患者という意味になります。また，“resolve”
は「解決」という意味もあるので，王の抱えている，
病気や医師への不信感といった問題が解決された，
という意味合いも含まれるでしょう。さらに，“re-
solve”の語源を紐解くと，“re”は元に戻すという
意味，“solve”は“loosen”つまり緩めるという意味
で，合わせて「緩めたり解いたりして元の状態に戻
す」という意味になります。ここから，“resolve”
には「固いものを溶かす」という意味もあり１８），王
の頑なになっていた心をヘレナが融かして元の状態
に戻した，とも読み取れます。

そして王は言います。“On thee still rely（＝I rely
on you）．”「私はあなたを信頼しよう。」患者と医師
の間にラポールが形成された瞬間です。

More should I question thee, and more I must
―

Though more to know could not be more to
trust ―

From whence thou cam’st, how tended on,
but rest

Unquestion’d welcome and undoubted blest.―
（II. i.２０５－２０８）

もっと，あなたについて聞かねばならないこと
がある。

例えば，どこから来たのか，従者はいるのかな
ど―

だが，それを知ったからといって，その分信頼
が増すわけでもない。

今はこれ以上問いただすことなく，あなたを歓
迎し，

疑うことなく，あなたを祝福しよう。

続く王の台詞は，ヘレナへの厚い信頼を表してい
ます。王は，ヘレナとは治療について話をしただけ
で，彼女自身のことについてはほとんど知りませ
ん。それでも，ヘレナを歓迎し，治療を受けること
になります。確立された信頼関係があれば，余計な
会話や情報は必要ないということを表しています。
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図２ フランス王とヘレナの会話（ラポールが形成されるまでの流れ）
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以上の対話の要点を，図２にまとめました。
ヘレナの治療を受け，王は回復します。回復した

王の，感謝の台詞を最後に紹介します。

Sit, my preserver, by thy patient’s side,
（II. iii.４７）

あなたは私の命をつなぎとめた恩人だ。あなた
の患者の横に座りなさい。

王は，治癒して健康になった後も，「自分はヘレ
ナの患者だ」と思い，感謝しているのです。

３．考察およびまとめ

なぜ，医師ではなく，学歴もなく，貧しい一人の
若い女性に過ぎないヘレナが，王の深刻な病を癒す
ことができたのでしょうか。父親の残した処方箋が
素晴らしかったからでしょうか。もちろんそうです
が，それだけではありません。ヘレナが，患者であ
る王との間に，信頼関係を確立することができたか
らです。医師は，患者の同意なしに治療を始めるこ
とはできません。どんなに技術があっても，患者と
の間に信頼関係がなければ，医師は患者を救うこと
はできないのです。

問診は診断に必要な情報収集を医師が主導で行う
ものでしたが，患者中心主義の医療が求められるよ
うになり，医療面接という形態に変化しました１９）。
シェイクスピアは４００年前に，すでに患者と医師の
関係に注目していました。医療行為を行っていく過
程において，患者と医師がどのようにコミュニケー
ションを取ればよいのかは，時代を超えた普遍的な
問題であると言えます。

シェイクスピアは，フランス王とヘレナの対話の
中に，患者と医師のコミュニケーションで問題に
なってくる点を多く盛り込みました。信頼関係を構
築する上での患者サイドの問題点として，⑴医療に
対する不信感，⑵治療の拒絶，⑶回復にたいするあ
きらめ，⑷患者の身分が高くプライドが高い，と
いった点が挙げられます。患者から信頼を得る上で
の医師サイドの問題点として，⑴貧しく若く無学で
ある，⑵当時としてはありえなかった女性医師であ
る，⑶医師としての経験がない，が挙げられます。
このようにシェイクスピアは，最もコミュニケー

ションを取ることが難しい状況を設定した上で，医
師が患者の同意を得て，二人の間でラポールが形成
され，治療を開始するプロセスを描きました。

ヘレナが自分の治療の正当さを主張し，患者を説
得しようと試みていたときは，患者の信頼を得るこ
とはできませんでした。けれど，ヘレナが治療への
真剣な情熱を示し，治療の大切さを真摯に訴えたと
ころ，王は心を動かされ，医師を信頼し，治療に自
発的に同意することになりました。これらの点は，
今日でも，医療従事者が患者と接するにあたって参
考にできると思われます。

多くの人に“医学は理系”という先入観がありま
す。しかし，臨床で実際に患者と関わるようになる
と，“医学は文系の学問かもしれない”と気づいて
いきます。医学は文系の学問でありながら，病人を
相手にする科学と考えるべきです２０）。医学という学
問がもつ文系的な要素を学ぶにあたり，文学作品は
大きな助けになることがあるでしょう。
『終わりよければすべてよし』は，シェイクスピア

によって約４００年前に書かれた，劇作品であり文学
作品です。その中で描かれたフランス王とヘレナの
対話の場面から，医療従事者は，患者と信頼関係を
築く上での多くの大切なことを，現代でも学ぶこと
ができます。
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