
．はじめに

獣医療面接における獣医師と飼主のコミュニケーションの内容や質は、罹患動物の生命や

健康状態に影響するだけでなく、獣医師と飼主の信頼関係構築や飼主の再来院の有無、ひい

ては動物病院経営に影響を及ぼす可能性がある。このような点を意識してか、近年、臨床獣

医療における対人コミュニケーション・スキルへの関心が高まりつつある。コミュニケー

ション科目を授業カリキュラムに積極的に組み込む大学は未だ少ないように見受けられるも

のの、飼主や病院スタッフとのコミュニケーションに関する研究会や勉強会、セミナーなど

が、臨床獣医師や動物病院関係者、獣医学生などを対象に行われている様子が窺われる。し

かし、獣医療コミュニケーションに関する資料や講演の中には、コミュニケーションという

概念の定義が明確になされないまま、そのノウハウや重要性ばかりが論じられているものも

見受けられる。論者によってコミュニケーションの認識が異なっていたり、コミュニケー
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ションの定義が曖昧であったり、さらにはコミュニケーションの意味を取り違えているよう

にさえ思われる場合もある。

これを受け、本稿ではまず、コミュニケーションとは何かを見直す意味で、コミュニケー

ション学の視点からその定義と仕組みについて述べる。次に、獣医療コミュニケーションの

目的とスキルを概観する。そして最後に、全国の臨床獣医師を対象に行った調査データの分

析結果を基に、獣医師のコミュニケーション行動の特徴とコミュニケーション・スキル受講

の効果について考察する。

．コミュニケーションとは

コミュニケーションについて数多くの視座や定義があることは、既に指摘されているとこ

ろである（古田 ）。ここでは、 メッセージの授受 という概念を中

心にコミュニケーションの仕組みを解説した （ ）の定義を引用す

る。そして、それを参考に作成したコミュニケーション・モデル図を提示した後、日常生活

で用いられている日本語の コミュニケーション との違いについて言及する。

．コミュニケーションの定義

（ ）は、コミュニケーションの基本前提を

［コミュニケーションとは、他者と交流したいという欲求から起こる人間の行動の一形態で

ある。］”（ ）と述べる。その上で、 行動 メッセージ 観察 意味付与 反応 を

キーワードにコミュニケーションとは何か説明している。その要点を簡単にまとめてみよ

う。

他者に観察される 及び 他者の反応を引き起こす の つの要件が満たされた場合

に、人間の行動はメッセージになる。 他者の反応を引き起こす 行動には、言語・非言語

行動、意識的・無意識的行動、意図的・意図的でない行動が含まれる。つまり、言語以外の

非言語行動を始め、爪を噛む、貧乏ゆすりをする、見つめるなどの本人が無意識に取った行

動や、恥ずかしい時などに思わず赤面したり、口ごもるなどの本人が意図せずに取った行動

であっても、他者がそれを見て反応すればメッセージになるということである。

ところで、他者が誰かの行動を観察し、それに反応する過程においては、その行動に意味

を付与するという活動が行われている。人間は自分の過去の経験に照らし合わせて、その状

況に応じた最も適当と思われる意味を観察した行動に付与する。よって、ある行動に付与さ

れる意味というのは相対的なものであり、各個人の知識や経験、社会的状況などによるとこ

ろが大きい。このため、時には、観察された行動に間違った意味が付与され、メッセージが

間違って解釈される場合もある。

以上の見解からは、次のようなコミュニケーションの定義の基盤が導かれる。
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対人コミュニケーションにおける非言語メッセージの効果（杉田）

［コミュニケーションは、誰かの行動や行動残

余 ）に他者が反応すればいつでも起こるもの、と定義されるであろう。他者が

我々の行動や行動残余を観察して、それに意味を付与すれば、我々の行動が意識的

であろうが無意識的であろうが、意図的であろうが意図的でなかろうが、コミュニ

ケーションは起こるのである。］（ ）

他者による行動の観察と意味付与、ならびに他者の反応の誘発に焦点を置いた上記のコ

ミュニケーションの概念に基づくと、本人が意図しないところでその行動がメッセージとし

て他者に受信され、コミュニケーションが成立することは珍しくない。しかし、何らかの目

的をもって、そのためのコミュニケーション・スキル（以下 ）を伸ばす、という視点に

立った場合は、本人が意図的に行うコミュニケーションに特定して考えなければならない。

この場合、コミュニケーションは次のように定義される。

［したがって、コミュニケー

ションは、他者から特定の反応を引き出すために人間が意図的に行動する、動的で

交流的で行動に影響を与える過程、と定義される。コミュニケーションは、意図し

た行動が意図した受け手によって観察され、その受け手がその行動に反応し、その

行動に影響された場合にのみ完結する。］（ ）

このコミュニケーションの定義に基づくと、コミュニケーションは 送り手（

） コード化（ ） メッセージ（ ） チャンネル（ ） 受

け 手 （ ） 解 読 （ ） 反 応 （ ） フィー ド バッ ク

（ ） の つの構成要素から成り立つと （ ）は述べる。次

節では、これらの要素に （ ）の提示した ノイズ（ ） の概

念を加え、 者間で起こるコミュニケーション・モデル図を作成する。

．コミュニケーション・モデル

（ ）によると、 送り手 とは、自身の内的状態（

）を他者と共有するために、コミュニケーションを図りたいという欲求をもつ者の

） （ ）によると、行動残余とは人間の行動の記録として残るものを指す。研究者
が調査し、考え、ワードプロセッサーを使用するという一連の行動に携わった結果出来上がった論文や、
煙草を吸った結果発生した残り香などが、その例として挙げられる。



ことである。内的状態はそのままでは他者と共有できないため、シンボル化する必要があ

る。ここでコード化が行われる。つまり、 コード化 とは、状況や言語ルールに応じて言

語あるいは非言語行動を選択し、内的状態を メッセージ に変換するという、 送り手

の内面活動のことである。

メッセージ とは、 送り手 から 受け手 に送信される言語・非言語シンボルのこ

とである。言語メッセージは音声言語と文字言語から成る（古田 ）。非言語メッセー

ジについては、研究者によってその分類が異なるが、声の質や出し方、間の取り方などの周

辺言語、顔の表情や身振り、手振り、姿勢などの身体動作、相手との距離や空間の取り方な

どの近接空間、相手に触れる、撫でるなどの身体接触など ）、言語以外のあらゆるものを指

す（古田 石井 リッチモンド マクロスキー ）。 チャンネル と

は、 送り手 と 受け手 の間を メッセージ が移動するための物理的手段のことであ

る。具体例として、対面してのやり取りに加えて、電話や手紙、 メールなどが挙げられる

であろう（ ）。

受け手 とは、 送り手 の行動を観察する者のことであり、 解読 とは、 送り手

の行動に意味を付与するという、 受け手 の内面活動のことである。 反応 とは、 受け

手 が メッセージ に対してどうすると決めたのか、その決定内容を指す。例えば、その

メッセージ に対して何もしないでおこうと決めた場合であっても、それが 受け手 の

反応 になる。 フィードバック とは、コミュニケーションがうまくいっているかどう

かを 送り手 が知ることのできる情報のことであり、普通は 反応 が フィードバッ

ク の元、つまりコミュニケーション効果を知る情報源になる。
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）このほかにも、体型や毛髪などの身体的特徴、服装や化粧品などの物品、香りや臭い、時間の概念など
がある（古田 石井 リッチモンド マクロスキー ）。

図 コミュニケーション・モデル図



対人コミュニケーションにおける非言語メッセージの効果（杉田）

以上の つの構成要素に ノイズ ）、さらに コンテキスト（ ） の つの要素

を加えて、コミュニケーションの仕組みの図式化を試みたのが図 である。 ノイズ とは、

メッセージ の授受の障害となるあらゆるものを指す。ノイズという名称ではあるが、騒

音など物理的あるいは外因的なものに限らず、病気などの生理的なものや不安や緊張などの

心理的なものもある（ ）。

コンテキスト とは、コミュニケーションが起こる環境あるいは状況であり、コミュニ

ケーション・ルールに関与してくる。 （ ）はコミュニケーションの

特徴を つ ）挙げているが、その つに、コミュニケーションは物理的コンテキストなら

びに社会的コンテキストの両方で起こる、というものがある。物理的コンテキストとは、家

具や窓、照明、騒音レベルといった物理的環境を指し、社会的コンテキストとは、先生と生

徒、雇用者と従業員、医師と患者といったコミュニケーター同士の社会的関係性を指す。椅

子の座り心地や壁の色、部屋全体の雰囲気といった物理的環境がコミュニケーションに影響

を及ぼすのと同様、コミュニケーター同士の関係性は、それによって各々の取るべき行動

ルールが決まってくるため、やはりコミュニケーションに影響を及ぼす。

送り手と受け手の間で起こるメッセージの授受を一方向の線形モデルで表したものとして

有名なのは、 （ ）のコミュニケーション・モデルであろう。しか

し、この線形モデルでは、メッセージの送り手と受け手が固定してしまう。実際のコミュニ

ケーションにおいては、メッセージの送り手と受け手の役割は常に変化しており、各コミュ

ニケーターはメッセージの送り手であると同時に受け手にもなる。さらに言えば、各コミュ

ニケーターはメッセージの送信と受信を同時に行っている（ ）。図

のモデル図では、コミュニケーションのこのような特徴を踏まえた上でメッセージの流れ

を表そうとしているため、便宜上、各コミュニケーターから発信される メッセージ と

反応 、そして フィードバック を重ねて表記した。

．日本語の コミュニケーション との相違

以上、コミュニケーションの定義と仕組みを一通り見てきた。このように見てくると、コ

ミュニケーション学の視点から捉えたコミュニケーションの概念は、主に意識的で意図的な

言葉のやり取りを指して用いられる日本語の コミュニケーション とは、その意味すると

ころが異なることがわかるであろう。非言語行動を始め、無意識に取った行動や意図しない

行動であっても、誰かがそれを観察して意味を付与し、反応すればコミュニケーションは成

） （ ）は ノイズ をコミュニケーションの構成要素に加えていないが、
（ ）はその対人コミュニケーションに関するテキストの中で、コミュニケーションに影響を及

ぼす重要な要素として取り上げている。
）コミュニケーションの仕組みを理解する上で役立つと思われるので、あとの つの特徴についても短く
言及しておく。まず、コミュニケーションは動的、つまり進行形で常に変化している活動である。これ
は、日常における他者とのコミュニケーションによって、我々は常に影響を受け変化しているという意味
を含んでいる。次に、コミュニケーションは相互作用的である。コミュニケーションはそれぞれの背景や
経験を背負った 人以上の人間が、お互いに影響を及ぼし合っている状況である。各コミュニケーターは
相手からある反応を引き出そうと、お互いに同時にメッセージを送っている。最後の特徴として、コミュ
ニケーションは取り消すことはできない。すなわち、一度解読されてしまえば、そのメッセージをなかっ
たことにすることはできない。



立する。この （ ）による概念に基づけば、日常生活において 彼と

はコミュニケーションが成り立たない とか、 彼女とコミュニケーションを図るのは無理

だ という状況は起こりえない。お互いに話さず、無言であっても、 者間にはコミュニ

ケーションは起こっているし、お互いの存在をわざと無視し合うような場合に至っては、充

分に意図的なメッセージの授受が行われている。極端な言い方をすれば、

という、コミュニケーション学ではよく引用されるフレーズが示すよう

に、人間は常に何らかの行動（特に非言語行動）をする生き物である以上、生まれてから死

ぬまで他者とコミュニケーションしているのである。

また、このコミュニケーションの概念に基づけば、コミュニケーションとは意思の疎通を

指すわけではない。例えば、本人が無意識に取ったある非言語行動で、本来なら隠しておき

たい癖や知られたくない本音が相手に伝わってしまうような場合がある。この場合、コミュ

ニケーションは起こっているが、必ずしもコミュニケーター同士の意思の疎通がなされてい

るわけではない。意思の疎通は、コミュニケーター同士の間で様々なメッセージの授受、す

なわちコミュニケーションが行われた結果生じる可能性のあるものであり、むしろ意図的に

行うコミュニケーションの目的の一つといえるであろう。

さらに、日本語の コミュニケーション は、肯定的な意味合いを含んで使われる場合が

多いように思われる。例えば、 仲良くなるためにもっとコミュニケーションしよう と

いった表現をよく聞くが、現実のコミュニケーション活動においては、その結果、お互いに

対する誤解が深まり、関係がさらに悪化するような場合もある。メッセージのコード化や解

読の方法は、コミュニケーター個人の知識や経験、価値観や文化規範、さらにコミュニケー

ションが起こる物理的・社会的コンテキストなどによって異なってくる。また、相手に対す

る先入観や不安や緊張などが、メッセージのコード化や解読の障害となる場合もある。した

がって、必ずしも送り手が意図したように受け手がメッセージを解釈するとは限らない。コ

ミュニケーションにはこのような危険性が含まれていること、そしてコミュニケーションに

よって必ずしもお互いが理解し合えるようになるわけではないことに留意する必要がある。

しかしながら、人々がコミュニケーションによって目指すところは、相手と情報を共有

し、意思の疎通を図り、理解し合うことであろう。それには、 （ ）

が述べた、意図的なコミュニケーションを行うスキルをどう伸ばしていくかが問題になって

くる。獣医療コミュニケーションをテーマとする本稿では、次章で対飼主コミュニケーショ

ンの目的に言及し、先行研究で提示されている獣医療 の具体例を紹介する。

．獣医療コミュニケーションとは

．獣医療コミュニケーション・モデル

人医療面接では、多くの場合、医師のコミュニケーション相手は診療対象の患者である

（図 参照）。診療に対する患者の満足度や理解度を高め、医師との信頼関係を築くことで

より高い治療効果が期待できるという点から、医師のコミュニケーション能力の向上が重視

されている（前田・徳田 真野 松村・箕輪 ）。一方、家庭で飼育される
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対人コミュニケーションにおける非言語メッセージの効果（杉田）

ペットの診療を行う小動物獣医療面接では、診療対象は罹患動物であるものの、獣医師がそ

の動物の症状に関する情報を得たり、今後の治療方針について説明を行い、同意を得る相手

は飼主である（図 参照）。よりよい治療効果を得るためには、動物の疾患や治療方法や予

後などについて飼主に理解してもらい、選択された治療方針について協力を得る必要があ

る。また、診療に対する満足度を高めて信頼関係を築くという点においても、その対象とな

るのは飼主である。このようなわけで、獣医師にとって対飼主 は、診療技術と同じく、

臨床には不可欠なものといえる。

．獣医療コミュニケーション・スキル

人医療と獣医療のコミュニケーションに関する問題はかなり重複しており、人医療におけ

る は獣医療にも応用できるといわれている（

）。例えば、獣医師と飼主の関係性は、医師と患者の関係性と同様、 父権主

義（ ） と 消費主義（ ）、そして 協力関係（ ） に

分類される。それぞれの関係性において、獣医師は飼主に対して父親や保護者、コンサルタ

ントや教師、協力者の役割を担っている。現在の臨床獣医学の見解としては、獣医師と飼主

の間に信頼関係やパートナーシップを形成し、飼主だけでなく獣医師の満足度も上がるとい

う点から、 協力関係 が理想的な形と見なされている。この 協力関係 においては、飼

主の考えが尊重され、意思決定の場に飼主も参加できる、獣医師と飼主の関係性中心主義的

アプローチが取られる（ ）。

臨床獣医師の について、この見解に沿ったいくつかの提言がなされている。

（ ）は、患者との関係性中心主義的な医師のコミュニケーション行動に焦点

をあてた、 つの習慣アプローチを獣医療面接で実践することを推奨している。 最初の段

階で力を注ぐ（ ） 飼主の意見を引き出す（

） 共感を示す（ ） 最後の段階で力を注ぐ

（ ） の つの習慣から成るこのアプローチは、それによって飼主との間

）ここでは、獣医師と飼主のコミュニケーションに焦点をあてているため、ほかの動物病院関係者の存在
は記していない。図 についても、同様の理由でほかの病院関係者については記していない。また、図
及び図 のコミュニケーション・モデル図では、簡単にメッセージ授受の流れのみを記している。

図 人医療コミュニケーション・モデル図 図 ） 獣医療コミュニケーション・モデル図



に信頼関係を確立する、効果的な情報交換を行う、思いやりを示す、アドヒアランス及び治

療効果を高める、といった目的をもつ。

（ ）は、関係性中心主義的なコミュニケーションの方法として、

コミュニケーション・モデル、すなわち （患者との関係性の構築）

（共感） （教育） （獲得） を獣医療に適用すること

を勧めている。このモデルも つの習慣アプローチと同じ実践目的をもち、その の具体

例として、開かれた質問やリフレクティブ・リスニング、共感的表現、非言語コミュニケー

ションなどが挙げられている。これらについては、 （ ）も、獣医師と飼主の協力

関係を構築する上で効果的な つの として言及している。

以上の つの習慣アプローチと コミュニケーション・モデルは、一般的な獣医療面接

を念頭に置いた提言と思われる。“

［獣医療に

おいては、終末期における意思決定の第一義的な目的は、治療あるいは苦痛緩和ケアの段階

では動物の （生活の質）を保証することであり、最終的には末期症状の動物に対して

適切な時期に安楽死処置を施すことである。］”（ ）。一般的な獣

医療面接に対して、このような目的をもつ終末期獣医療に関しては、さらに別の提言が見ら

れる。

．終末期獣医療コミュニケーション・スキル

（ ）によると、終末期獣医療コミュニケーションには、悪い知らせ

の告知、 （生活の質）の観察と評価、安楽死処置の意思決定、安楽死処置の手順と遺

体の処置に関する話し合い、悲嘆のサポートや教育や資料の提供が含まれる。そして、この

コミュニケーションがどう行われたかが、獣医師と飼主の関係の継続性や両者の満足度と

いった臨床結果に影響してくる。コミュニケーションがうまく行われた場合は、飼主は意思

決定の正当性を認め、自分の不安を聴いてもらえ、精神的サポートを受けたと感じる。しか

し、コミュニケーションがうまく行われなかった場合は、飼主は獣医師や診療全体に対して

不満を覚えると同時に、その悲嘆の程度は悪化し、訴訟の可能性が増加するという。

獣医師の がペットを失った飼主の悲嘆に影響する点については、日本においても指摘

されている。香取（ ）は、ペットとの死別経験によって引き起こされるペットロスの要

因として、獣医師の臨床技術の問題に加えて、獣医師と飼主のコミュニケーションの問題に

言及している。また、佐藤（ ）は、“信頼する獣医師に、 十分に治療してもらった と

いう満足感を抱きながら、死を見取ることができれば、ペットロスからの立ち直りも早い”

（ ）と述べている。

（ ）は、人医療分野で医師が悪い知らせを患者に告げる際の有効な

モデルとされる が、終末期獣医療コミュニケーションにおいても有用であると

し、これを用いて、悪い知らせを告知する際や安楽死に関する意思決定をする際の獣医師の

コミュニケーション行動について説明している。 とは、医師の に関する手順を

場の設定（ ） 病状認識（ ） 患者からの招待（ ） 情報の
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共有（ ） 感情への対応（ ） 戦略と要約

（ ） の 段階にまとめたガイドラインである（内富・藤森

）。 （ ）や （ ）が提唱する つの習慣ア

プローチや コミュニケーション・モデルと共通して、 の各段階においても、

開かれた質問や共感的表現、詳細な情報の提供、非言語コミュニケーションを用いて、飼主

の感情に充分に配慮したコミュニケーション行動を取ることが推奨されている。難しい意思

決定が行われる終末期獣医療面接では、一般的な獣医療面接よりもさらに慎重なコミュニ

ケーション行動を取ることが、獣医師には期待されるであろうことはいうまでもない。

．獣医師のコミュニケーション行動

ではここで、筆者が 年に全国の臨床獣医師 人を対象に行った調査データを基に、

獣医師のコミュニケーション行動の特徴を見てみよう。この調査 ）は臨床現場における小

動物の安楽死をテーマに実施したものであり、調査票の一部に終末期獣医療コミュニケー

ションに関する設問を設けている。今回は、言語・非言語行動に焦点を置いた、 獣医師自

身のコミュニケーション行動への配慮 と 飼主のコミュニケーション行動の観察 に関す

る設問の回答結果から、獣医師のコミュニケーション行動の特徴ならびに 受講経験との

関連性を見ていく。しかし、その前に、獣医療コミュニケーションにおける非言語メッセー

ジの役割について言及しておきたい。

．獣医療コミュニケーションにおける非言語メッセージの役割

非言語メッセージの種類については、本稿第 章において既に言及しているので、ここで

は対人コミュニケーションにおけるその役割について少し触れておきたい。第 章でも述べ

たように、コミュニケーションの構成要素であり、コミュニケーションの仕組みを説明する

上でも核となる概念である メッセージ は、言語メッセージと非言語メッセージから成

る。ただし、実際のコミュニケーションにおいては、言語メッセージよりも非言語メッセー

ジの占める割合の方が多いといわれている。言語メッセージの占める割合は約 ％であるの

に対して、非言語メッセージは約 ％を占めるという報告（ ）や、さらに

は言語メッセージの占める割合は約 ％であるのに対して、非言語メッセージは約 ％を占

めるという報告（ ）もある。

占める割合という点だけでなく、機能という点から見ても、非言語メッセージはコミュニ

ケーションにおいて重要な役割を果たしている。言語メッセージが使えない場所で非言語

メッセージを使ってその代用をする、言語メッセージがより伝わりやすいように非言語メッ

セージで補完するなど、非言語メッセージは言語メッセージの代理や強調といった機能をも

つが、それ以外にも、言語メッセージの否定という機能をもつ。例えば、ある個人から送信

された言語メッセージと非言語メッセージが矛盾した内容を示すような場合、非言語メッ

）方法や設問内容など、調査の詳細については杉田・入交（ ）及び杉田（ ）を参照されたい。



セージの方に信憑性があると判断され、言語メッセージの内容は否定されてしまう。本音は

非言語メッセージに現れる傾向があるとされるほか、言語メッセージが論理や思考に関する

側面を表すのに対して、非言語メッセージは感情や情緒に関する側面を表すとされる

（ 石井 古田 古田 リッチモンド マクロスキー

）。

以上の非言語メッセージの特徴を踏まえ、人医療コミュニケーションにおいては、医師は

言語メッセージだけでなく、自分自身ならびに患者の非言語メッセージにも充分に留意しな

ければならないといわれる（ 保坂・町田・有田 町田・保坂

ローイド ボア 内富・藤森 ）。これは人医療のみならず、獣医療コミュニ

ケーションにもあてはまる。 （ ）は、獣医療では動物の問題に取り組む前に飼

主の感情に対処しなければならないとし、非言語メッセージは人の真意を表すという観点か

ら、獣医師自らの非言語メッセージが飼主に及ぼす影響や、飼主の非言語メッセージからそ

の心情や不安を読み取ることに配慮するよう呼びかけている。自分の悩みや不安や弱さを露

呈しても安心な相手かわからないと、飼主はその獣医師の話を受け入れたがらない。このよ

うに述べた上で、飼主に安心感を与える効果的な として、表情やあいづち、声といった

飼主の非言語メッセージを観察することに加えて、 場の設定 や 飼主との距離の取り方

対面角度 飼主のコミュニケーション行動に同調すること を挙げている。

前章で取り上げた つの習慣アプローチや コミュニケーション・モデル、さらに

においても、 としての非言語メッセージの重要性が指摘されている。しかし、

獣医療コミュニケーションに関する日本の資料に見られる傾向として、言語メッセージに比

べて、非言語メッセージについて詳しく言及したり、具体例を挙げて説明しているものは少

ない印象を受ける。また、この影響を受けてか、筆者が行った動物病院関係者へのインタ

ビューにおいても、飼主とのコミュニケーションを言語面だけで捉え、院内教育を行ってい

るところがあるように見受けられた。そこで、実際の獣医師の非言語メッセージに関する意

識はどうかという点について調査を試みることにした。

．獣医師のコミュニケーション行動の特徴

ここで取り上げる 獣医師自身のコミュニケーション行動への配慮 と 飼主のコミュニ

ケーション行動の観察 に関する各設問は、安楽死の提示や説明時という状況を設定して、

獣医師が自分自身とコミュニケーション相手である飼主の言語・非言語メッセージにどのく

らい配慮しているのか、その頻度で回答するようになっている。各設問には、言語・非言語

メッセージに関するいくつかの項目が設けられている（ 問 と問 参照）。図

は 獣医師自身のコミュニケーション行動への配慮 に関する設問の回答分布の結果を示

し、図 は 飼主のコミュニケーション行動の観察 に関する設問の回答分布の結果を示し

ている。

まず、図 の 獣医師自身のコミュニケーション行動への配慮 に関する設問の回答結果

から見ていくと、全ての項目において 常に気を配っている の割合が最も多くなってい

る。中でも言語コミュニケーションに関する わかりやすい言葉を使う については、

常に気を配っている の回答は ％以上となっている。 しゃべるスピード しゃ
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べる際の間の取り方 声の大きさ 飼主の話にあいづちを打つ の周辺言語 ）に関

する項目や、 顔の表情 という身体動作に関する項目、 プライバシーを確保できる

場所で行う という場の設定に関する項目については、 常に気を配っている の割合は

％から ％を占めている。視線接触に関する 視線の位置 については、 常に気を

配っている の割合は ％に満たず、身体動作に関する 体の向き と近接空間に関す

る 飼主との距離 については、それぞれ ％に満たない。特に 体の向き と

飼主との距離 の つについては、 時々気を配っている と あまり気を配っていない

の割合に大きな違いは見られず、 全く気を配っていない の割合も他の項目に比べて多い

傾向が見られる。

次に、図 の 飼主のコミュニケーション行動の観察 に関する設問の回答結果について

は、 獣医師自身のコミュニケーション行動への配慮 に関する設問の回答と同様、全ての

項目において 常に注意している の割合が最も多くなっている。中でも 飼主があな

たの説明を理解しているか については、 常に気を配っている という回答が ％以上得

）ここでの非言語メッセージの分類方法については、石井 （ ）の分類を参考にしている。

図 獣医師自身のコミュニケーション行動への配慮



られている。また、 飼主の顔の表情 飼主の声の調子 飼主の現在の心理状

態 については ％前後あるいはそれ以上が、そして 飼主の視線 については ％以

上が 常に注意している となっている。一方、 飼主の体の向き については、 常に

注意している の割合は ％に満たない。また、 時々注意している と あまり注意して

いない の割合に大きな違いが見られない点や、 全く注意していない の割合も他の項目

に比べて多い傾向が見られる点においても、 獣医師自身のコミュニケーション行動の配

慮 に関する設問項目の 体の向き の回答結果と共通している。

％以上の回答者がわかりやすい言葉を使うことに常に気を配っており、自分の説明を飼

主が理解しているか ）常に注意しているという、以上の つの設問に関する回答結果から

は、言語面でのコミュニケーション行動を重視する獣医師が多いことがわかる。これに比べ

ると、その他の非言語メッセージに配慮している獣医師の割合は減少し、非言語面でのコ

ミュニケーション行動は言語面のコミュニケーション行動ほどには重視されていない傾向が

窺われる。しかしながら、非言語メッセージの中でも、周辺言語や顔の表情、視線、場の設

定に関する項目では、常に配慮しているという回答者は半数以上を占めている。他方、 体

の向き や 飼主との距離 については、常に配慮しているという回答者の割合は ％を切

り、その分、あまり配慮していないという回答者の割合が増加するというように、非言語

メッセージの中でも種類によって、その役割や重要性に関する獣医師の認識に違いがあるこ

とが推察される。また、顔の表情や声、視線に関する項目では、 獣医師自身のコミュニ
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）厳密には、これは言語メッセージそのものを指すものではないが、自分の発信した言語メッセージを相
手が理解しているか注意しているという意味で、ここでは言語コミュニケーション行動に含めている。

図 飼主のコミュニケーション行動の観察
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ケーション行動への配慮 に関する設問で得られた回答結果よりも、 飼主のコミュニケー

ション行動の観察 に関する設問で得られた回答結果の方が、 常に注意している の割合

はやや多くなる傾向が見られ、獣医師は自分自身の行動よりも相手の行動により注意を向け

ているものと推測される。

一般診療よりもさらに慎重な態度が期待される、安楽死の提示や説明時という状況が想定

されているとはいえ、言語メッセージに配慮している獣医師の割合は多い。また、言語メッ

セージに比べてその割合は減少するとはいうものの、いくつかの非言語メッセージについて

は、常に配慮している獣医師の割合はさほど少なくはない。しかし、この言語メッセージと

非言語メッセージへの配慮が、適切な言語・非言語コミュニケーションに結びついているか

という点については、この調査結果から知ることはできない。獣医師がいくら注意して行動

したとしても、それを飼主がどう捉え、どう解釈しているか、そしてそれをどう評価してい

るかが、獣医師の臨床 を測る上での基準になってくるであろう。

特定の非言語メッセージに関してではあるが、獣医師は自分自身の行動に比べて、相手の

行動により注意を向ける傾向があるという結果から、飼主の側も獣医師の行動を観察してい

るのだという認識がやや低いことが懸念される。また、ほかの非言語メッセージに比べて、

体の向き と 飼主との距離 に注意を向ける度合いが少ないというのも気になる点であ

る。この つについてはわざわざ意識するまでもなく適切なコミュニケーション行動が取れ

ている、というのであれば問題はないのであるが。前節でも言及したように、

（ ）は、 体の向き と 飼主との距離 を飼主との対話の質を高める空間を構築する

要素として挙げ、次のように述べている。

……

［獣医師と飼主の意見が一致せず、お互いが全く反対の方向を見ているような場合

には、その体の向きが両者の意見の相違を実際よりも対立したものにする可能性が

ある・・・・・飼主と意見の一致が見られないことに気づいたら、獣医師は自分自

身の対面角度をゆっくりと変えることで両者間の相違を緩和することができる。体

の向きをほんの少し変えるだけで、緊張を和らげることができるのである。例え

ば、獣医師が飼主の隣に移動することで、意見の不一致にもかかわらず、お互いが

協力関係にあることをより明確に示すことができる。］（ ）



［面接の間、獣医師があまりにも近い距離にいると、飼主は自分のス

ペースが侵されていると感じ、適切な距離を保とうと行動する。この行動には、視

線を外す、体の向きを変える、または動物を 人の間に置いたり、抱いたりするな

どが含まれるであろう。反対に距離が離れすぎていると、真摯に向き合う気を失わ

せると同時に、獣医師は飼主に興味をもっていないという感じを与えるかもしれな

い。］（ ）

コミュニケーションは、コミュニケーター同士の性別や関係性、あるいは部屋の家具の配

置や設計などの物理的状況といった様々な要因のほか、文化的要因の影響も受けている。し

たがって、体の向きに関する上記のアドバイスが日本の臨床現場でもそのまま応用できると

は限らないし、アメリカ人にとって適切な対人距離が日本人にとって必ずしも適切だとは限

らない。しかしながら、対話中、飼主と向き合って立っている獣医師と、飼主に対して直角

になるように立っている獣医師、飼主と全く逆の方向を向いてしまっている獣医師では、飼

主との対話にもっとも熱心に取り組んでいるように見えるのはいずれの獣医師であろうか。

獣医師と飼主が、罹患動物の乗った診察台を挟んで向き合って立っている状況と、 人の間

には何もないものの 以上離れて向き合って立っている状況、お互い椅子に座り、

ほどの距離で対面している状況では、深刻な話がもっとも落ち着いてできるのはいずれ

の状況であろうか。このように想像してみると、獣医師の体の向きや飼主との距離、そして

者間の障害物の有無などは、コミュニケーション相手である飼主に思いのほか多くのメッ

セージを送っていることがわかるであろう。

．獣医師のコミュニケーション・スキル受講経験

獣医師自身のコミュニケーション行動への配慮 と 飼主のコミュニケーション行動の

観察 に関する設問の各項目の回答と、 受講経験との関連性について述べる前に、まず

同じ調査票に設けられた 受講経験に関する設問（ 問 参照）の回答分布の

結果について見る。

図 に示される 受講経験に関する回答分布の結果 ）からわかるのは、 人にわかりや

すく話す方法 と 人の話に耳を傾ける態度 に限定されてはいるものの、 受講経験者

の割合が極めて少ないということである。この つの項目については、医療における患者満

足度調査において、患者が求める良い医師のイメージとして、 話がしやすい雰囲気があ

る に続き、 病気や治療について十分な説明をしてくれる と 患者の症状を良く聴いて

くれる が上位を占めている（前田・徳田 ）のに加えて、獣医師に求められる能力と

して、 飼主の話をよく聴く と 難しいことを飼主にわかりやすく説明する が挙げられ
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ている（似内 ）のを参考に設問に組み込んだ。この設問は、受講場所を大学に限ら

ず、講義や実習を一定期間、あるいは数回にわたって受けた経験を尋ねているが、この条件

下でこれら つの 項目について学んだ経験をもつ獣医師の割合は、それぞれ ％、

％と ％にも満たない。臨床獣医師の 受講経験は極めて少ないというこの結果に

は、獣医療分野におけるこれまでのコミュニケーション教育の位置付けの低さが反映されてい

るといえるであろう。

この つの 項目について、回答者の基本及び社会属性要因との関連性をフィッシャー

の正確確率検定を用いて分析したところ、両項目共に 勤務する動物病院の獣医師数 と

海外の大学で獣医学を学んだ経験 との間に有意な関連性が見られた。獣医師数が 人以

上の動物病院に勤務する回答者（項目順に ％ ％）では、獣医師数が 人（ ％

％）または 人（ ％ ％）の動物病院に勤務する回答者よりも両項目の受講経験

の割合は多くなる（ ）。同様に、海外での修学経験のある回答者（項目順に

％ ％）では、経験のない回答者（ ％ ％）よりも両科目の受講経験の割合

は多くなる（ ）。さらに、いずれか一方を受講した回答者は、もう一方も受

講している割合が多いことが判明した（ ）。

両項目共に 勤務する動物病院の獣医師数 と 海外の大学で獣医学を学んだ経験 との

関連性が見られるという結果が得られたが、実は獣医師数の多い動物病院に勤務する回答者

ほど、海外での修学経験の割合が多くなる傾向が見られる（ 獣医師数 人 ％

人 ％ 人以上 ％）。海外での修学経験のある回答者は、 つの 項目のほかに

も、日本の獣医学部のカリキュラムに独立した科目として組み込まれることが少ないといわ

れる、 病院経営 （ 経験あり ％ なし ％）や 動物の安楽死 （

経験あり ％ なし ％）といった項目についての受講経験の割合も多い。この傾向は

獣医師数 人以上の動物病院に勤務する回答者でも見られ、 病院経営 受講経験の割合に

ついては、勤務獣医師数が 人の回答者で ％、 人で ％であるのに対して、 人以

上で ％になり（ ）、 動物の安楽死 受講経験の割合については、勤務獣医師数

が 人で ％、 人で ％であるのに対して、 人以上で ％になる（ ）。これ

らことから、海外での修学経験のある回答者ほど規模の大きい動物病院に勤務している傾向

があり、海外の大学での受講カリキュラムの内容が勤務獣医師数に関する分析結果に反映さ

れている可能性が疑われる。

海外での修学経験のある回答者 名中、その約 ％を占める 名が米国で獣医学を学んだ

図 コミュニケーション・スキル受講経験



と回答している ）。米国の獣医学部では、既に獣医療コミュニケーション教育への取り組み

が始まっていると報告されている（ ）。しか

し、その取り組みが始まってからまだ 年前後しか経っておらず、米国で学んだという回答

者が果たしてこの取り組み開始以降に教育を受けたかは不明である。米国の大学では、学部

の一般教養科目としてコミュニケーション学関連科目が開講されており、これを受講した可

能性も考えられるが、より現実的な考え方として、臨床獣医師として動物病院に勤務し始め

てから受講したという可能性も挙げられる。

この調査の他の設問に対する回答結果から、獣医師数の多い動物病院に勤務する回答者で

は、 病院経営 や 動物の安楽死 、そして 項目の受講経験の割合が多くなるという結

果のほかにも、同意書の作成（ ）やペットの遺体の納棺（ ）、飼主に葬儀

社や霊園を紹介する（ ）、後日飼主に連絡する（ ）など、安楽死処置に際し

ての事務手続きや飼主へのサービスやケアを行う割合が多くなることが判明している。この

ことから、勤務獣医師の多い、規模の大きい動物病院では、組織的な動物病院経営の一環と

して、経営者を始めとする勤務獣医師に、顧客へのサービス向上に必要な臨床スキルや知識

をセミナー等で受講させていることが推量される。 病院経営 や 動物の安楽死 、そして

項目の受講もこれに含まれるのではないか。このように考えると、上記の 海外での修

学経験のある回答者ほど規模の大きい動物病院に勤務している傾向があり、海外の大学での

受講カリキュラムの内容が勤務獣医師数に関する分析結果に反映されている という見方と

は別に、 勤務する動物病院の方針が海外での修学経験に関する分析結果に反映されてい

る という見方も可能であろう。いずれにしろ、この点については、今回の調査では推測の

域を出ないため、今後の調査において明らかにしていきたいと思う。

．コミュニケーション・スキル受講の効果

獣医師自身のコミュニケーション行動への配慮 ならびに 飼主のコミュニケーション

行動の観察 に関する設問の各項目（ 問 と問 参照）について、 受講経

験との有意な関連性の有無をフィッシャーの正確確率検定を用いて分析した。先にも述べた

ように、 人にわかりやすく話す方法 と 人の話に耳を傾ける態度 の つの 項目の

受験経験には高い相関関係がみられた（ ）。これを受け、ここでは各項目の

受講経験者を併せた 人を 受講経験者とし、 つの 項目の内いずれか、あるいは両

方の項目を受講した回答者のコミュニケーション行動について、いずれも受講していない回

答者のものと比較した。

まず、 獣医師自身のコミュニケーション行動への配慮 に関する設問については、

顔の表情 （ ）、 飼主との距離 （ ）、 飼主の話にあいづちを打つ （

）の各項目において、 受講経験のある回答者（項目順に ％ ％ ％）

では、経験のない回答者（ ％ ％ ％）に比べて 常に気を配っている の割

合は多くなる。次に、 飼主のコミュニケーション行動の観察 に関する設問については、
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飼主の体の向き （ ）と 飼主の現在の心理状態 （ ）の各項目におい

て、 受講経験のある回答者（項目順に ％ ％）では、経験のない回答者

（ ％ ％）に比べて 常に気を配っている の割合は多くなる。

獣医師自身のコミュニケーション行動への配慮 に関する設問の わかりやすい言葉を

使う という言語メッセージに関する項目と、 飼主のコミュニケーション行動の観察 に

関する設問の 飼主があなたの説明を理解しているか という言語メッセージに関連した項

目については、 受講経験との有意な関連性は見られなかった。これらの両項目について

は、本章第 節で見た各設問項目の回答分布の結果（図 と図 参照）から、 ％以上の回

答者が常に配慮していることがわかっている。飼主とのコミュニケーションにおいては、ほ

とんどの獣医師は言語面でのコミュニケーション行動に注意を払う度合いが元々大きいた

め、 受講経験の有無による違いが特に見られないのではないかと思われる。

言語メッセージに関する項目については 受講経験との有意な関連性は見られないもの

の、 獣医師自身のコミュニケーション行動への配慮 に関する設問の 顔の表情 飼主と

の距離 あいづち 、そして 飼主のコミュニケーション行動の観察 に関する設問の 体

の向き と 飼主の心理状態 などの非言語メッセージに関する項目については、 受講

経験との有意な関連性が見られた。両設問の各項目の回答分布の結果では、非言語メッセー

ジの中でも 体の向き と 飼主との距離 で、常に配慮しているという回答者の割合は最

も低く、あまり配慮していないという回答者の割合が増加する傾向が見られた。しかしなが

ら、 体の向き については 飼主のコミュニケーション行動の観察 についてのみではあ

るものの、 受講経験によってこれら つの非言語メッセージに注意を向ける度合いは増

加し、その効果が窺われる。

各設問項目の回答分布の結果によると、 自分自身の顔の表情 に 常に気を配ってい

る という回答者の割合は全体の ％を占める。この割合は、 飼主の顔の表情 に 常

に注意している という回答者の割合が ％であるのに比べると、 ％以上も少ない。注

意を向ける回答者の割合が多い 飼主の顔の表情 については、 受講経験による違いは

見られないのに対して、注意を払う度合いが少なくなる 自分自身の顔の表情 について

は、 受講経験によってその度合いが増加する。また、 常に気を配っている という回

答者の割合が 自分自身の顔の表情 とほぼ同じ ％である あいづち についても、

受講経験によって配慮の度合いが増加する。

以上の 体の向き や 飼主との距離 、さらに 自分自身の顔の表情 や あいづち

に関する結果から、配慮の度合いが少ない傾向のある非言語メッセージについて、 受講

による効果が見られるように思われる。しかし、実はそうとも限らない。 常に気を配って

いる という回答者の割合が 自分自身の顔の表情 や あいづち とさほど大きく変わら

ないにもかかわらず、 しゃべるスピード 間の取り方 や 声の大きさ といった周辺言

語項目、そして 視線 や プライバシー確保 については、 受講経験との有意な関連

性は見られない。さらに、 飼主の心理状態 については、注意を払う度合いが既に大きい

にもかかわらず、 受講経験によってさらにその度合いは増加するというように、配慮の

度合いが少ない項目だけでなく、配慮の度合いの多い項目においても 受講の効果は見ら

れる。このように、非言語メッセージに関するこれらの項目については、 受講による効



果の有無に関するルールが判然としない。以上の結果から言えるのは、非言語メッセージの

全てについて 受講による効果が見られるわけではないということであろう。

上では非言語メッセージ項目に含めて述べたが、 飼主の心理状態 に気を配るという行

為は、それ自体がメッセージではなく、飼主の言語・非言語メッセージからその心理を推察

して相手の感情や真意を読み取り、それに応じた言語・非言語メッセージを発信するといっ

たコミュニケーション過程全体を指す。この 飼主の心理状態 については、設問項目の回

答分布を見ると、 常に注意している という回答者の割合が ％とかなり多い傾向があ

るが、 受講経験によってさらに注意の度合いが増加する。上記の分析結果から推察する

に、 飼主の心理状態 に気を配ったコミュニケーション行動を取るのに、 受講経験者

は 自分自身の顔の表情 や 飼主との距離 あいづち 飼主の体の向き という点に特

に気を配っているのかもしれない。

以上の結果の要点をまとめると、 人にわかりやすく話す方法 と 人の話に耳を傾ける

態度 という 受講経験によって、言語・非言語メッセージの全ての項目について注意を

向ける度合いが増すわけではなく、 受講がコミュニケーション行動に関する獣医師の意

識、特に非言語コミュニケーションに関する意識を高めるのに効果的である、とは単純にはい

い切れない。しかし、獣医療コミュニケーションにおいて重要な 要素と指摘されている

（ ）ものの、実際の飼主とのコミュニケーションにおいては獣医師の注意を向

ける度合いが最も低いと判明した、 飼主の体の向き と 飼主との距離 という非言語

メッセージに関する意識を高める効果は見られた。少なくとも、ここに 受講の価値は

あったといえるであろう。

．結 び

本稿では、特に非言語コミュニケーションに焦点をあて、獣医療 ならびに調査データ

に見られる獣医師のコミュニケーション行動の特徴について論じてきた。しかし、獣医師の

言語コミュニケーションのあり方についても疑問は残る。日本人のコミュニケーション・ス

タイルは、メッセージのコード化や解読をする際にコンテキストに頼る度合いが大きい、高

コンテキスト・コミュニケーションに分類される（古田

）。相手との対立を避けるためにも、自己主張や直接的な

表現や言動を避け（ ）、相手の言わんとすることを察し、あいま

いな言語表現を用いる傾向のある日本人のコミュニケーション・スタイルは、下手をすれ

ば、相手も自分と同じように考え、感じているという間違った前提の下、相手の気持ちや意

見を誤って認識してしまう可能性がある。飼主は自分とは異なる見方や意見をもっていると

いう視点に立ち、時には意見の対立も覚悟で、お互いの気持ちや考えを明確に言葉で伝える

ことが必要な場合もある。今回の調査では、言語面でのコミュニケーション行動を重視する

獣医師は多いという結果が得られたが、実際にはどのように言語コミュニケーションを図っ

ているのであろうか。飼主との信頼関係構築に役立つ獣医療 について具体的な提言を行

うためにも、様々な観点から獣医療コミュニケーションについて実証的研究を重ねていくこ

大阪商業大学論集 第 巻 第 号（通号 号）
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とを今後の研究課題としたい。
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