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【 About “Thinking” 】  

【 考える人、考えない人 】  



〔M.〕 Not very long.  

〔M.〕 「考える」ということは、しませんね。  

〔R.〕 The patient sits in a chair and you’ve got it done. Now that 
to me is disappointing. Despite all of the sophistication we’re 
supposed to have, all of the biological knowledge we’re supposed 
to bring to the patient, when you really sit down and look at it, you 
see what the average guy is thinking. Throw a set of models out on 
the table and let people start using value judgment. See what kind 
of very certain, very almost emotional reaction people will have 
with just the limited information they see on a set of casts“. How 
much crowding have you got in the lower arch? Let me see the 
face. See if I can take a shot at it.”Now tell me if I’m wrong, but I 
think that that came to be what really was.  

〔R.〕 患者が診察台の上に座ったとします。次に、矯正歯科医が患者
の口を覗き込んだ途端にこの作業は終わりです。臨床上の価値判断がこ
んな安易さに流されてしまう状況… 残念でなりません。かつては、洗
練された知性の習得に励み、生物学的な立場から患者に対応しようと心
がけていたはずの人々が、チェアーサイドに来て座った途端、こんなざ
まです。並の矯正歯科医の実態を、これは物語っています。テーブルの
上に診査用の模型を放り投げ、診断作業（価値判断）をぞんざいにはじ
めます。僅かな情報を頼りに、彼らは始めから決め込んだ考えやほとん
ど直情的としか思えない反応にすがって、診断作業は終わりとなります。
「下顎歯列はどのくらいガタガタなのか? どれどれ顔貌も一応観察して
おこう。俺の手に負えるかな?」… さて、今の私の話は誤っていると思
いますか? この目で私がみてきた実情なのです。  



〔M.〕 But do you think ̶ I mean, let me rephrase your 
disappointment. Maybe what you’re saying is that it’s not only the 
fact that people are not using computer-assisted diagnosis, but the 
fact that people don’t spend enough time diagnosing, period.  

〔M.〕 もしかして、このようなことを仰りたいのでしょうか? あなた
が失望なさった内容というものを、私なりに言い換えてみたいのです
が …。たぶん、コンピュータを診断の補助手段として活用していないこ
とが一点であり、その上臨床医が診断作業をなおざりにし、十分な労力
と時間を払うのを惜しんでいることをご指摘なさっていらっしゃるので
しょうか?  

〔R.〕 Or prognosing.  

〔R.〕 予後の判断についても、なおざりのままです。  

〔M.〕 Or prognosing, yes.  

〔M.〕 そちらも同様ですね。  

〔R.〕 I think that we should clarify what diagnosis, prognosis, and 
treatment planning are because I think that should be put out there 
where people will know. My feeling is that they’re inadequate in all 
three. I think that people will throw a technique at a patient. That’s 
my biggest disappointment. That we latch onto techniques and we 
throw the treatment at the patient. To me, that completely 
dehumanizes an individual. To think that I would go someplace, 
and get somebody’s standard way of treating patients thrown at 
me, rather than something that is designed specifically for me and 
all of my individual needs. And anticipating everything that is 



anticipatable at that time. To me that is probably the single most 
greatest disappointment that I have had in my profession.  

〔R.〕 思うに、診断、予後の予測（※ 1. 自然推移に任せた時の予後の
予測、 2. 介入処置を行った場合の予後の予測）、さらに治療計画の三
者は截然と区別しておかなければなりません。というのも、人々が混同
して扱ってはならないことであるからです。私がみる限り、診断・予後
の予測・治療計画の立案の、すべての判断において臨床者の訓練は不十
分であると感触されるのです。とどのつまりは、特定の治療手技を患者
に放り込んでしまうといった本末転倒な治療を、意識無意識にかかわら
ず敢行することになりましょう。これこそが、私が最も残念に思ってい
る専門領域の問題です。何か一つのテクニックに得意になっただけで、
それを患者に放り込もうとする愚行… 患者のもつ幅広い個性と人間性
を根底から否定する行為にすら感じられます。例えば、私がどこかに出
かけて矯正歯科処置を受けるとしましょう。担当医は私の特徴に合わせ
た特別なデザインや治療法で対応してくれるのではなく、彼が標準とす
るやり方で私の歯並びをいじろうとします... 普通の人なら患者の立場
として何を感じますか? その時点で、何が将来起こることになるかくら
い察しが付きます。私がこの専門医療に身を置いて、もっとも失望した
ことです。 


