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若手育成型

　疾患概念の変遷が何によって誰のために起こるのかを、アモッ
クを題材に明らかにすることが本研究の目的である。
　アモックを検討する利点は、他の疾患と異なり、様々な視点か
ら記述されている可能性が高い点である。アモックは、インド、
マレーシア、インドネシアを中心に認められ、その他の地域では
ほぼ認められないとされている。これらの地域は多民族、多宗教
が存在し、欧州の植民地支配を経験した。従って、多様な角度か
らの文献が存在することが考えられる。さらに、地域が限定され
ているため、歴史的な出来事との関連を考察しやすいとも想定し
ている。
　また、記述者により疾患概念が異なることも考えられる。この
違いを比較することにより、疾患概念が誰に、どのような目的で
利用されてきたのかを考察する。
　これらの結果を土台に、現代の疾患概念が誰にどのような利益
をもたらしているかを考え、その存在理由を考察する。疾患概念
の存在理由を明らかにできれば、人間の健康や幸福のために疾患
概念がどのような部分で貢献できるのか、貢献できないのか、を
検討することができる。さらには、疾患概念の活用・改善方法や、
その他の介入方法を検討することができる。
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　時代とともに疾患概念は変遷する。アモックは突然の暴力行為を特徴とする
現象であり、1430 年に初めて文献に記載された。精神医学では文化結合症
候群として記述されている。しかし、アモックの定義、像や想定される原因も時
代とともに変化してきた。この研究ではアモックの疾患概念の変遷に何が関わっ
ているのかを調べるために、これまでの文献をレビューするとともに、当時の主な
社会的出来事や医学進歩との関連を考察する。

研究概要	Outline of Research

 The purpose of the present research is to identify the reason for 
the changing concept of disease: for what purpse and for whom does 
it happen? The subject of the presnt research is Amok, a culture-
bound syndrome.
 The significance of this research is that it will contribute to the use 
of the concept of disease for the human health and well-being.
 The merit to investigate Amok is that it may be described from 
various points of view, as it is thought to be seen only in India, Ma-
laysia and Indonesia, which are multi-ethnic society, have multiple 
religions, and experienced colonization. Thus, literature should re-
flect different perspectives. Furthermore, the limitation of the re-
gions make it easier to reveal the relation between historical events 
and the changing concepts.
 The expected results from the research will be different concepts 
of Amok related to the social events, knowlege of the time, person 
who describe it. Clarification of the person who benefit from the 
concept of disease will lead to the analysis of the stakeholders. This 
will lead to a better use of concept of disease for the human well-
being.
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 The definition of disease has been changing according to the era. Amok is char-
acterized by the sudden mass assault, which was firstly recorded in the literature in 
1430. Although Amok has been defined as a culture-bound syndrome in the psychi-
atric field, its difinition and assumed cause varied according to the era. The aim of 
the present study is to clarify the factors causing the changes of the definition and 
assumed causes of Amok by reviewing the literatures related to Amok and societal 
and medical events.


