
スピリチユアリティと病院

スピリチュアリティヘの医師の関わり
医療化を超えてナラティブ ・ベイス ト0メディスンヘ

臨床現場でしばしば耳にする次の

ような言葉に対して,読 者諸氏はど

のように感じるだろうか。

「よく病棟で トラブルを起こすあ

の患者さん,や っばり性格の問題だ

ね」

「あの患者さんが良くなるには,

生活習慣を根本的に改める必要があ

るね」

「あの患者さんはまだ自分の病気/

死を受容できてないみたいだね」

第一の言葉には,そ の患者を取り

囲む医療者を含んだ様々な人間関係

の相互作用や,病 棟や病院といった

システムの複雑な問題,あ るいはそ

の個人が歩んできた長い人生の苦悩

を棚上げにして,問 題を 「性格 =

パーソナリテイ=人格」という個人

の問題に還元してしまう危険性が隠

れてはいないだろうか。

第二の言葉には,生 活習慣という

個人の日常生活,広 く取れば個人の

人生の生き方まで含めて,患 者とし

て望ましい方向,す なわち医療者に

とって管理しやすい患者像へと修正

すべきだという意味がみて取れない

だろうか.「自己管理=セ ルフコン
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トロールの必要性」という一見良さ

そうな言葉の背景には,病 気を個人

の自己管理不足という自己責任に還

元しようとする志向性が存在するの

である。

第三の言葉には,病 気や死は受容

されるべきものという前提がある。

しかし,病 気を苦しみ悶えること自

体に価値はないのだろうか。病気や

死に直面するということは並大抵の

経験ではない。にもかかわらず,自

分の死にも直面したことのないよう

な多くの医療者が, 日の前に苦悩し

ている病者の死の受容うんぬんを回

にするということは,病 者への礼を

欠いた言動ではないだろうか。

性格の問題,生 活習慣の改善,病

気の受容,こ のような病者を評価し

判断する視点は,客 観的 ・科学的で

あれと教育されてきた医療者が取り

がちなパターンといえよう。この,

ある種超越的な第二者的立場からみ

てしまうパターンは,病 者の身体に

対してだけでなく,心 の状態,さ ら

には生活や人生,生 と死のありさま

といったスピリチュアルな領域にま

で拡大してしまう危険性がある。こ

れらの言葉は,患 者個人の人生史
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(Life History)に,第 二者 として共

感的にコミットメントしている医療

者の日からは決して出てこない言葉

だと思われる。

本稿では,ス ピリチュアリテイに

関わる医師として陥りがちな危険性

をふまえ,そのうえで,それを克服

する視点を提示したい。

ケア"は 諸刃の剣

筆者はこれまでに心療内科医 ・総

合内科医として,病 院 ・診療所 。在

宅などにおいて心のケアの重要性を

意識しながら臨床に従事してきた。

しかしその後,医 師という立場を離

れて,文 化人類学 。医療人類学のも

のの見方を学んでゆく過程で,心 の

ケアが必要だと考えていた自分の臨

床的価値観にも大きな問題点が潜ん

でいることに気づいていったのであ

る.

現在,医 療現場において,臨 床心

理学や行動心理学の知識に基づ く心

のケアが普及しつつある.し かし,

心のケアは諸刃の剣である.心 理学

の多 くは,人 の心を判断し,評 価す

る.各 種の標準化された心理テス ト
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では,人 々の行動や心理状態を正常

と異常の軸の間で評価しようとした

り,人 々の心の状態や人格=パ ーソ

ナリテイを類型化したりする。類型

化された人格には,当 然,社 会に適

応的でないものなど,好 ましくない

タイプが定められている。一見響き

のよい心のケアには,人 々の行動や

心理状態を,心 理学が規定する “適

応"や “成長"と いった好ましい状

態へと修正し,矯 正しようとする性

質を抱えているのである。

近代医療システムが人々を管理し

統御する,あ る種の装置であること

が,こ れまでの医療人類学や医療社

会学の研究で明らかにされてきた。.

この管理しやすい患者を再生産する

システムという問題点が改善されず

に,心 のケアというツールだけが持

ち込まれた医療現場はどうなるのだ

ろうか。そこには,斎 藤のや小沢°

が,心 理学化される社会や,心 理専

門職に人の生を委ねてしまう問題点

を指摘しているように,ひ との体だ

けでなく心までも管理してしまう危

険性が手まれていると考えられるだ

ろう。

今,こ のような問題点を抱えた

'心
のケア"に ひき続いて,“スピリ

チュアル・ケア"の 重要性が問われ

ている。日の前には,隅 々まで浸透

してしまった近代医学システムとい

う大きな壁が存在している。医療シ

ステムに取り入れられた心のケアが

抱えている問題点を考えると,“心"

の上位概念である “スピリチュアル"

な領域を扱ってゆくうえでの問題点

はさらに深刻になると考えざるを得

ないだろう.

fリチュアリティの
標準化

医学系 デー タベ ース MEDLINE

と看護学系 デー タベース CINAHL

において,「スピリチュアリティ」

をキーヮー ドにした英文論文数が,

1994年 以降急激に増加 している°.

また,2005年 に日本医師会によっ

てまとめられた 「知ってお くべき 。

新しい診療理念」つにも,「スピリチュ

アリテイ」の項目が設けられた。そ

こでは,ス ピリチュアリティを,末

期癌や HIV感 染症などの患者だけ

ではなく,よ り広範な疾患患者の治

療過程において重要な側面だとして

いる。また,欧 米のスピリチュアリ

テイに最も近い日本語として鈴木大

拙の 「霊性」を取 り上げつつも,そ

れを,宗 教や宗教的慣習から独立し

た 「普遍的本質」として捉えること

を推奨している。

WHO quahty oflife(QOL)評価尺

度の作成に関わった中根 ら6,つは,

世界四大宗教の研究家とQOL研 究

家による会議にてコンセンサスを得

た,民 族 ・宗教 ・価値観の相違を超

えた普遍的なスピリチュアリテイの

概念構造について報告している。そ

の中からキーヮー ドを取 り上げると,

以下のようになる。絶対的な存在と

のつなが りと力,人 生の意味,畏 敬

の念,統 合性 。一体感,心 の平安 ・

安寧 ・和,希 望 ・楽観主義,信 仰,

などである。また今村 ら0は
,欧 米

におけるスピリチュアリテイに関す

る先行研究をレビューし,終 末期が

ん患者におけるスピリチュアリティ

の概念構造について明らかにした。

スピリチュアリテイの探求の方向性
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として,「内的自己―他者や環境事

象―超越的なもの」という軸を見い

だし,そ のそれぞれにおける統合性

の高低を示している.こ のように,

WHO等 の先導によって医療界では,

スピリチュアリティを標準化し,将

来的には定量的にスピリチュアリ

テイの

'大

態を計測できるようにしよ

うとする動きが認められる.

世界における保健を実践してゆく

という観点からみれば,ス ピリチュ

アリティという曖味な概念の中に,

普遍的な要素を探るということに価

値はあり,健 康を支える概念の一つ

として,あ る程度標準化する必要性

があることも否定できない。しかし

この歩みは,近 代医学 。科学モデル

を取り込んだ心理学が,ひ とのここ

ろを標準化し,そ の状態を測定しよ

うとしてきた道に酷似している。

田崎ら9は
, 日本人のスピリチュ

アリティ観に対する質的調査の中間

報告にて,欧 米で呈示されたスピリ

チュアリティ概念構造は, 日本にそ

のまま適応できるようなものではな

く, 日本のそれは極めて多様性に富

んだものであることを指摘している。

日本では,そ の大半が特定の信仰は

ないとされるものの, 日常に宗教儀

礼が溶け込んでいる独特の無宗教的

な宗教観を持っているといわれる。

スピリチュアリティについても,日

にみえない生きるための力,内 的な

自己存在,魂 のようなもの,気 に近

いもの,生 きる意味など,そ の言葉

から想像される概念は多様であり,

「霊性」とただ翻訳すれば足るよう

な概念とはいえないことが示されて

いる.WHOが 提示 したスピリチュ

アリティの概念は,あ くまでも四大
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宗教研究家とQOL研 究家によるトッ

プダウンなものであり,一 般の生活

者の視点からボトムアップに形成さ

れていったものではなく,人 々の観

念と乖離があるのは当然であろう。

また,こ のようなスピリチュアリ

ティを巡る議論の中で,葛 西0が 興

味深い指摘を行っている。それは,

スピリチュアリテイという言葉を使

う人々が,医 師 ・カウンセラー ・心

理学者 ・教師 ・宗教家などのヒュー

マンケア専門職の者ばかりに限られ

ているという事実である.ヒ ューマ

ンケア専門職が,ケ アの根底に 「成

長」という理念をおき,「宗教的で

ないけれどスピリチュアル(spiri―

tual, but not religious)」 という言

葉に象徴されるように,特 定の宗教

をイメージさせずに利用可能な便利

な概念としてスピリチュアリティを

用いていることを指摘している。す

なわち,ス ピリチュアリテイという

用語利用の背景には,一 般の生活者

の視点ではなく,専 門家達の思惑が

錯綜していると考えられるのである。

ここで大切なのは, このスピリ

チュアリテイという概念を医療に導

入するメリットが何処にあるのか,

ということであろう.も ちろん,そ

のメリットは医療者という専門家だ

けでなく,病 苦を抱える患者という

生活者にもたらされなければならな

いのはいうまでもない。

スピリチュアリティの
医療化

医療社会学者であったイリイチ

(I.11lich,1975)が指摘 した医療化

(medicalization)は,医 療の知識 と

技術が,臨 床の場を超えて人々の日

546 (26)

常生活に浸透してゆき,直 接的には

医療と関わりのない様々な活動にお

いても医療専門家が大きな権限を持

つようになることを意味する。すな

わち,知 らず知らずのうちに,日 常

生活が医療の支配 ・影響 ・監督下に

入ってゆくことである。

現行の WHOの 健康定義:「Health

is a state of complete physical,men‐

tal and social 、vell―being and not

merely the absence of disease or in―

irmity;健 康 とは,完 全な肉体的,

精神的および社会的福祉の状態であ

り,単 に疾病または病弱の存在 しな

いことではない(昭和 26年厚生省官

報掲載)」 も,こ れまでにも様々な

問題点が指摘されてきている.そ の

一つに次のような批判がある.医 学

や健康の専門家に,「社会的に良好

な状態 (social well being)」の実現

までも任せることで,政 治的 ・経済

的 。社会的なものを含んだすべての

問題を 「健康」の問題に帰 してしま

うという危険性であるJ)。これは,

生活のすべてを,ヘ ルスケア 1シス

テムをコントロールする者たちの管

轄下においてしまう志向性に基づ く

ものであり,ま さに人々の生活が医

療化される危険性を助長することを

意味する.

1998年に,WHOに おいて健康

の定義を改正しようとする案が提出

された。この改正の骨子は,健 康を

支える要素としてスピリチュアルと

いう概念を追加することと,健 康を

ダイナミックな状態であるとした二

点に集約される。さてここで,「医

療化」が浸透している近代社会にお

いて,健 康の定義にスピリチュアリ

テイが導入された場合のことを考え
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てみたい.「スピリチュアルに良好

な状態」は果たして医療や健康の問

題に帰することができるのだろうか。

先にも記したように 「スピリチュア

リテイ」は極めて多様な概念であり,

人々の様々な宗教性や生きる意味や

生きる価値などに関連した,文 化の

深層につながった深く幅広い概念で

ある。人の生(Life=生命 。人生)が

管理 。支配されようとしている近代

社会において,医 療 ・健康の名のも

とに,こ の極めて多様性に富んだス

ピリチュアリテイまでも,医 療専門

家に委ねてしまってよいのだろうか。

答えは当然 “否"で あろう②。

このような標準化 。医療化の波に

のまれないような,ス ピリチュアリ

テイヘの関わり方はないものだろう

か。筆者は,こ の問題を解決する一

つの方向性として “ナラテイブ 。ア

プローチ"0に 注目している。

ティブ・アプローチ
の可能性

ブルーナー(Bruner,」S;1986)に

よれば,私 たちの世界に対する認識

様式には二つの認知作用 ・思考様式

が存在するという。一つは,論 理実

証モード(科学的認識)であり,論 理

の一貫性や真実が重要視されるもの。

もう一つは,物 語リモード(物語的

認識)であり,文 学や芸術に代表さ

れるような,世 界をストーリーとい

う意味のつなが りとして理解する

モードである。この二つのモードの

中でも,私 たちが日々生きている日

常生活世界における認識は,お おむ

ね物語リモードに基づいているとい

われている。日常経験とは,で きご

ととできごととのつながりを意味づ



けることから生まれ,あ る種の物語

りとして筋立てされ組織化される.

“ナラテイブ ・アプローチ"と は,

ブルーナーのいう物語リモードのよ

うに,人 々の生活や人生を “物語

り=ナ ラテイブ"と して理解しよう

とするものである。このアプローチ

は,医 療人類学における 「病いの語

り」理論0,家 族療法学における社

会構成主義に基づくナラテイブ ・セ

ラピー,社 会心理学における自己物

語論などを発端にしており,90年

代後半から医療 ・看護 ・福祉といっ

た多領域において関心が高まってい

るものである。

医療におけるナラテイブ ・アプ

ローチである “ナラテイブ ・ベイス

ト・メディスン(NBM)"は ,「物語

と対話に基づく医療」と訳される.

日本におけるNBMの パイオニアで

ある斎藤りは,そ れを次のように定

義する。

「NBMと は,病 いを,患 者の人

生という大きな物語りの中で展開す

る一つの物語りであるとみなし,患

者を物語の語り手,病 いの経験の専

門家として尊重する一方で,医 学的

な疾患概念や治療法も,あ くまでも

一つの医療者側の物語りと捉え,さ

らに治療とは,両 者の物語りを摺り

合わせるなかから新たな物語りを創

り出していくプロセスであると考え

るような医療である」.

ここで大切なのは,患 者の病苦の

物語りと,医 療者の医学という物語

りが,あ くまでも対等なものとして

摺り合わされ,新 しい物語りを作 り

出してゆくというプロセスである。

またここでは,医 療者が医学の専門

家であるだけでなく,患 者こそが病

いの経験の専門家であるとみなして

おり,そ こには画期的な視点の大転

換が認められる。医療者にはむしろ,

病いの専門家である患者から,病 い

の経験という深い実相について教わ

ろうとする姿勢が求められているの

である。

私たち医療者は,死 を目前として

苦悩 している病者たちからだけでな

く,慢 性の病いを抱え生きるうえで

の苦悩を経験 している病者たちから

も,絶 対的な存在とのつながり。生

きる意味や価値といった多様なスピ

リチュアリテイについて学ぶ機会が

たくさんあるはずなのである。かつ

ての宗教家 (聖職者 。僧侶 。宮司 ・

その他新宗教の教祖など)は,努 め
｀

て死後の霊的世界や,ひ との生きる

べき道などを凡夫に教える立場を堅

持 してきた。これは,フ ーコーのい

うところの師牧者権力であり,宗 教

家はその苦悩する生活者の相談を受

けると称 しつつ,実 のところは,そ

の人の人生を死後の世界まで支配し

てしまう権力性を要していたことが ・

分析されている。今後,ス ピリチュ

アリテイを扱おうとする医療者が,

スピリチュアルな世界を中途半端に

勉強し,こ の師牧者的宗教者の役割

を演じようものなら,そ れは大きな

間違いだろう。そうではなく,あ く

までも,医 療者は医学の専門家では

あっても,病 苦や死の経験の当事者

すなわち専門家ではないということ

を謙虚に受け止め,自 分の価値観に

基づくスピリチュアリテイを開示し

つつ,患 者の病苦の物語りにしっか

りと向き合い対峙することが必要な

のではないだろうか.NBMに 基づ

く,こ のような水平化された医療者
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患者関係が基礎にあってはじめて,

スピリチュアリテイをめぐる多様な

声が生み出される土壌を作ることが

できるのだと思われる。

≡五
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現代の医療世界は,い うなれば論

理実証モー ドに基づいた医学や心理

学よって “医療化 。心理学化"さ れ

つつある危険性をもっている.こ の

流れは,ス ピリチュアリティの扱い

にも広が り,ス ピリチュアリテイを

標準化 し,数 量化 して評価 しようと

する方向性までみえる。

このような現代の医療世界の壁を

前にして,今 後スピリチュアリテイ

に関わってゆ く医療者にとって,

“ナラテイブ ・アプローチ"に 一つ

の希望が見いだせる。病者を病いの

経験の専門家として敬意を払い,病

者の生活や人生に対して第三者的視

点から評価 し判断するのではなく,

あくまでも第二者として関わるとい

う2者 関係こそが大切なのである.

本研究は科研費補助金 「補完代替医療にお

ける “癒し"メ カニズムの身体 ・心理 ・社会 ,

文化的解明」の助成を得て実施された。
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