
zθfr   どI一βθθZ Zr・9ノv_Cz・29ノ1  7υηrSrerJ 21・a20mS■Of/X撲/00S夫/SO/89629160

秦越目■野当副付秦越W野導動 駒妙薫薫母園YttY田製昔**  聖鷺畜当副 付彩控斎母易に子■剛薫Y栞¥章+

単降⑦身撃つく0¥鵠⑦薫豪Y`η目具烈享〉C、7

腎21膿諺⑦2■2身留29餃2C身2野々撃尽α暑野

コ`利uЧ2H・ウ準聾月f像羽′逓軍⑦享撃⑦身撃ソコ

鉢烈¥コ銘耳`Fi LIH2H・と
'7命

以暑薫轟Y69

2身薫野
・99ユつくγワ〉)0身24近車qaF」

尽γ単降⑦身撃`F124∠4⑦聯ζ興′⑦羽′日′・
ITγ

くAR,7,2々照漁く。身脅身F12〉身ηヨ身ユ諄渕

醗き年γ身⑦身聯ワ準

“

烈野撃21劉回`尽αン・フ

く
'2■

回阜縁野団〉0音2'誡酔
'コ

繁烈斎憾図2

η彰師み羽′辞葬設⑦撻鋼ζ導纂弘`卿導準ヨζ興′⑦日↓
・
1992⑦手身クRく

^撃
γツ軍

ク肇長クn塁準脅γq、C野撃`〉身準
',(131(ヘ ア聯ロツニア髯ぶ⑦野撃準1野撃`利,単辟⑦身撃

(c'7)●く

“

,92'アコシユ♀殺勤そ⑦q⑦ッ測

Ⅵ′立準脅γ¶、体A聯`〉尋F42`1認則撃⑦晋¥ツ

νヾ抑際2 C F21音響軍誹孝期秦コ`Fl幻′凶⑦身

野
・ツ

エア12く。2(16当具縁クq早単脅γq尽

“ 野撃`n却耐子写当)ユαttη脅当2Ⅷ々∃肇鯛⑦

脅目`喩脅、γユコ動縁虹21離渕身印秦団`利身撃

ユ翠―
°

'単
RCコく

'2■
2はα脅陥そ動撃琢`n

辮影縁漁聯きγ塁⑦ツ``到々像虹2'7塁⑦暑爾烈

g黎〉く,297烈朗音峰縁コ撃`Flン昌」章当コ
°
フ0ヽ2n

】ビ縁ア299、γ露1目Ψ烈Irl砕⑦場をミよγη∫悩辟烈彰留雲y

⑦ッn早準脅黎q ttα腎聯`ア単辟⑦身野コ黎コ普

烈狸口¥LJ量⑦薫越コ`〉尋利以↓撤
'単

影図烈摯

陥縁当具⑦写撃`準1↓鰍⑦脅υコkラフマユ⑦ツν

97手啓qア百尊撃〉(■澤軍勲羽′曽」目Ψ⑦ Rコク2≦ミ,11つ

身準1)(1詳醗興′勅ζ`Fl撃ζヤ⑦2qRくA撃⑦羽′

目′・ウ
υヾア専婢⑦野撃〉く

'27●
コ0酌具`ν

靱ヾ理2期々コクXし■CC期醗¶′)こT21ζ目身撃

〉身利ユ昇当コ`Fl(へ撃ユ翠―・フ
νヾRS撤〉

0音烈4`/■秦団孝暑翼`6923撤陥躍γη離

渕そ野撃、γ辛国童⑦¥団`準1マ撃瀬
・

'7、
γアコ

`影

縁換彰2`影々勲彰図⑦TS鰍い。R(SSOuIII)

くへ撃R(OSeOslp)撃漱母野撃`卿ユ薫藪Y¥団

ι準1ア肇コ中薫野Y□
°(A

認累くへ2■喜計縁(OUIЭIPOllI IeЭ18010dO■Чlu2)

コ団朗秦蘇Y,単R(fη夏彙縁単離⑦身撃

`て
^0そ

俳彰期夏⑦6翌⑦くへ摯`利以聾V脅くγコ

辟身

`f⑦

2・,7,⑦≧く022ヾ縁(19酌享γ
こ孝哲2a剛勲4ィン

`Y∠
ン4⑦身肇`F4発撃

` くA R ttζ興
`器

ロシ熙
・
γυ tt γ ttR,7、γ羽′ヨ飽24

尋墨ア4/ン

`γ

∠ン
`⑦

身聯【α漁当ψζ準9γq

、7コζ興′器コン熙q7工く。`F'口童
'単

↓騨ユ毀V

つくへ2■鰍夏ア筆繕多酬薫⑦≠轟祭Y郵団ワ準目暑烈

蹄ζき薔某朗コ耳子■⑦単回身聯`利γ69⑦

¥団い。R A8N kl,7)年69⑦当コ〉く。2n

降軍縁軍γネツ単杯烈野肇⑦ζ目身留〉身Fl)f々

y¥撃⑦肇¥`Fl(A8N:ЭuIЭIPЭA pЭs28 oA11

‐2JJ2N)コ
団〉0晋烈聖ドア6翌⑦くへ撃ツ準W到

寺要
・9921Rコツ準擢洲像田剛y期⑦、野コζ

興′器ル黙縁百目¥⑦(κ8010dOIЧlu2 1PЭIPЭILI)薫蘇

Yココツ

`々

繁24俳ga翌⑦く型当`和期目⑦毀V

E,中a fi

ヨースユア朗

`畢

`撃ヨ朗斎藪Y`推影朝墓``翌⑦く
^馴

`薫豪Y蟹図  ISP■OAt■OX

・
平[量菫ω劇―ムコ■明辱酵9`,9■

'導
国明薫轟Y

・
冒口酢ω拳ヨ明薫豪Y〉←普='百」¥0薫豪Y郵ヨ

・
平1蚤車ω辮影明勇00聖ω1ヽ当

・
ヨ辞0ヽη撃ア野拳91,9 El郵ヨζ興′幸ηシ県

` ・
繹夏0薫蘇Y郵国9単俸E'聯ζ興′器ηル県

`

●

●

●

●

●

0〉γ  ,`0こ      'こぐ  累謡

`
**■整 M■ **`*口剰 Ψ嚇

騨単0秦聾Y撃ヨ9手19コl導ヨζq′器1ル県

`
(と

`κ

コヽ1)ζル

`´

ンY‐卜′ヽl η lFy=秦ョ観`器
1)県

`



が生物医療を支援していくことのできる人類学的

医療を提唱したのである。.病 者の視点は,他 者が

客観的に理解できるものではなく,病 いの当事者

である病者 とその経験を理解しようとする担当医

師や家族 との関係性に依拠している。病者の身体

経験は,単 なる臨床事例 としてではなく,当 事者

である病者の社会文化的な文脈のなかでこそ,そ

の意味が理解されると考えられる。

病者は,病 気がもたらす苦の意味づけから病気

の社会文化的背景に関連する語 り,す なわち社会

的エピソードを主観的な病いの語 りとして紡ぎ出

していく。慢性化した心身症は,明 確な病因や因

果関係を指摘しにくく,病 気に対する解釈の幅を

与え,常 に新たな病いの語 りを創造させていく源

となる。 この社会的エピソー ドとして語 られた経

験の主観的解釈こそが,心 身医療における人類学

的医療の鍵であろう。人類学では人間の身体経験

は,客 観的に理解されるものだけではなく主観 と

入 り混じった知覚の結果と分析する。人間の身体

経験は,客 観的に証明することのできる真実では

なく,錯 覚を含めた知覚の不確定性に基づいて変

化していく主観によって構成されるのである5)。心

身症の自覚症状は,生 物学的プロセスを基盤にし

つつも,病 者が病気を認知する枠組みを通して意

味づけられ,社 会文化的に構成されている側面 も

あるといえよう。したがって心身医療における人

類学的医療 とは,病 者の主観的な病いの語 りであ

る社会的エピソードをNBMに 活かしていく医療

のあり方といえよう。

□ 事例の紹介

本稿は,2000年 度より実施されている都内心療

内科クリニック通院患者 20名 に対する聴き取り調

査の資料に基づいている。筆者らは, これらのデー

タのなかから消化器心身症に対する人類学的医療

のあり方を検討していくうえで最適 と考えられた

対象者 2名 A氏 とH氏 を選定し,両 氏の医学情

報と病いの語 りにおける社会的エピソードを一部

抜粋して紹介する。

1.A氏 の疾病データ

<年 齢>67歳 ,男 性,無 職

<主 訴>下 痢 ・頻便 (過敏性腸症候群 ;40年 前

～),書 痙 (25年前～),頻 尿 (4年前～),多 汗

症 ・背中の真中が冷える (34年 前～),舌 のピリ

ピリ

<診 断名>心 療内科診断 ;自律神経失調症,過

敏性腸症候群,書 痙,神 経症,

OSM1lV診断|
第 1軸

第 2軸

第 3軸

第 4軸

第 5軸

身体 表 現 性 障 害 SomatoformDisor―

der,300.81鑑 別不能型身体表現性障

害

人格障害 。精神遅滞なし.V71.09

-般 身体疾患 :特 になし

心理社会環境的問題 :職業上の問題,

1次 支持グループの問題

機能の全体的評定 ;GAF約 60点 (中

等度の症状)

<処 方薬>抗 うつ剤 ;スルモンチール (10)3

T, ドグマチール (50)2T,抗 不安薬 ;ワイパッ

クス (0.5)2T,胃 腸機能調整薬 :セレキノン3

T, トランコロン3T,整 腸剤 ;ビオフェルミン30

g,降 圧剤 (αブロッカー)→書痙に対して ;アル

マール (5)lT,漢 方薬 ;No.11柴 胡桂枝乾姜

湯十No.107牛 車腎気丸,舌 のピリピリにNo 41

補中益気湯 (頓用)

<受 療期間>昨 年 11月 27日～

<受 療行動履歴>11年 前にB病 院内科 Dr C

のもとに通院,Dr.の 移動 とともにDク リニック

ヘ,Dク リニック閉院のためDr Cを 探してEク

リニックヘ,Dr.C治 療担当するも急病のため,本

年 2月 24日 よりDr.F担 当,本 年 4月 より現担当

医 Gへ .

2.A氏 の社会的エピソー ド:精神分裂病 (統

合失調症)の 弟のケア

政府系金融機関に勤務していたが,今 は退職し

てのんびりと生活 している。現在,僕 は68歳 だ

が,23歳 ぐらいの時から病気 (過敏性腸症候群)

は始まっている。最初に訪れた B病 院内科では慢

性下痢症 と診断された。過敏性腸症候群は仕事の

過労で発病したのだと思う。普通の人は大丈夫な

のに,体 力がなかったので病気になってしまった。

今にして思えば仕事を少し休めばよかった。会社

まで2時 間 15分かかる長い通勤時間に問題があっ

たと思う。外出するときに電車やバスに乗ると必

ず トインに行きたくなる。 トイレに行けない状況

になると余計に行きたくなる。通勤時間の長さか

ら朝食を摂らないことも多かつた。胃に食べ物を

入れると腸が活発に動 くので,朝 は食事を抜 くよ

うにしていた。これは医者からの指示ではなくて

自分の判断で行っていた自

の因果関係はきちんと把礎

の時に余計なことは言わえ

もあるので医者からみれに

思う。病気のことは最初え

で,心 療内科に通院するこ

が深まったとは思わない。

精神分裂病の弟のケアがブ

ている。弟と接していて1

されて困っている。例えば

たり,自 分たちに理不尽え

弟にどのような振る舞いZ

のでこちらが我慢するしズ

るのでその費用の捻出もメ

んと歳をとっていくに従γ

在が重荷になってきた。[

はやっかいものでしかなし

弟が勉強できないという6

思う。弟も分裂病にさえん

スを歩み,幸 福な人生をえ

る。僕自身も現在の病気ズ

出世できただろう。心療P

ずしもこのような話を知る

なら今の医者には弟の病タ

純粋に治療に専念しても,

3.H氏 の疾病データ

<年 齢>37歳 ,男 性,:

<主 訴>下 痢 ・頻便 (カ

前～),頭 痛 ・俗怠感 (2`

<診 断名>心 療内科診世

神経症

第 1軸 :適応障害 A街1

30928不 安と|

もの,空 間恐翡

第 2軸 :人格障害 ・精ネ

第 3軸 :一般身体疾患 |

第 4軸 :心理社会環境自

第 5軸 :機能の全体的言

等度の症状 。陣

<処 方薬>抗 うつ剤 ;l

l×眠前デプロメール は

薬 ;メイラックス (2)2′

<受 療期間>昨 年 8月 ]
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いが悪かった時よりもひどい状態になってしまっ

た。ただ,今 でも病気がなくても,転 職はしただ

ろうと思っている。それだけ経理の仕事に取 り組

みたいという気持ちが強かつたのだと思う。今回

の転職は親や周囲の友人,か つての同僚に大反対

されていた。それを押し切ってまで転職したので,

新天地への期待はとても大きかった。いいかげん

な会社を見抜けなかった自分の腑甲斐無さにがっ

かりしている。転職の失敗は自分に落ち度があつ

た。(#6)転 職の失敗のせいで今では人間に対する

不信感を生じさせてしまっている。

□ 人類学的医療の可台旨陛

本稿で紹介した 2事例には消化器心身症の病態

が確認できる。だが,両 者の語 りの志向性には明

確な相違があった。このような語 りの志向性の相

違は,NBMに おける人類学的医療の有効性を検

討するうえで重要な要素と考えられた。志向性の

相違は,病 いの語 りの機能や聴き手に期待される

役害1が異なっていたことを示唆しているからであ

る。以下に両者の語 りの志向性における相違点を

指摘し,NBMに おける人類学的医療の可能性に

ついて検討していきたい。

A氏 の治療を担当した医師 G氏 は,病 いの語 り

における社会的エピソー ドの重要性を認識しなが

らも,人 類学的医療を実施していなかったと考え

られる。A氏 の病いの語 りは,非 医学的な考え方

を捨象し,医 科学的に正しいと判断できる知識の

みを重視する傾向にあったからである (下線#)。

A氏 の主訴は,調 査段階では過敏性腸症候群 とい

う疾患であり,医 科学モデルによって対処すべき

身体症状であつた。実際にA氏 自身が統合失調症

を患う弟 との確執 という社会的エピソー ドの意味

を矮小化しており,A氏 はNBMに おける人類学

的医療を求めていなかったことが伺えた (下線#

3)。だが,こ れはA氏 の病いの語 りから分析され

た調査時におけるA氏 の一時的状態でしかないだ

ろう。A氏 は通勤時間の長さを過敏性腸症候群の

病因としてあげていた。すでに退職している現在

は,今 まで以上に病気 と弟 との関係性が大きな意

味を持つと推測される。なぜならA氏 の病いの語

りは,疾 病を弟の存在 と関連させて語 りなおして

いく可能性を示唆していたからである (下線#2)。

この意味においてA氏 の社会的エピソードは,今

後のA氏 の病状 と関連して主観的に再解釈されて

いく語 りの創造性を内包しているといえよう。

一方,H氏 への治療では,人 類学的医療が実施

されていたと考えられる。H氏 の治療を担当した

医師 G氏 は,対 話を通して社会的エピソードを引

き出し,病 いとともにあろうとするH氏 が人生の

意味を積極的に解釈していく助けとなる医療を提

供していたからである (下線#5).H氏 とG氏 は,

病気がもたらした苦悩の経験を社会的エピソード

と関連させて主観的に読み解いていた。H氏 とG

氏の関係性は,公 的医療サービスの提供者 と利用

者 というよりも,む しろ同じ視点から病いの解釈

という共同作業を続けていく関係性にあった。H氏

の語 りは,迷 いながらも常に自己の内面へと向け

られ,主 観的な解釈を重ねていくことによって自

己理解を深めていこうとしていた。同時に現在の

H氏 は,転 職の失敗 という人生のつまずきによっ

て,い つ病状を悪化させてもおかしくない状況に

ある (下線#6)。当初 H氏 の主訴は,過 敏性腸炎

と診断されていた。この疾患は,そ の後の H氏 の

人生における社会的エピソードと関連付けられ,

頭痛や倦怠感 という病いへと姿を変えつつあった

(下線#4)。現在では転職の失敗が人間不信をもた

らし,新 たな病いを生み出しかねない状況に至っ

ていると考えられる。この意味において H氏 と医

師 G氏 は,人 類学的医療においてともに病いの語

りを生成し続けていく治療関係にあるといえよう。

以上のことから両氏へ提供された医療は,本 質

的に異なっていたと結論付けることができる。過

敏性腸症候群に代表される消化器心身症が,両 氏

の社会的活動を抑制していた点では共通している。

消化器心身症のケアでは,病 気を疾病 という静的

な概念 として理解するだけではなく,病 者の社会

生活にあわせて動的に変化生成していく病いとし

て理解する必要があるだろう。人類学的医療では,

臨床においてしばしば軽視されがちな病者の社会

的エピソードの意味を丹念に再検討していく。社

会的エピソードの語 りは,病 者の主観的な解釈に

よって病いとしての意義深さと関連付けられてい

く可台旨Lが あるからである。病者の社会的エピソー

ドは,さ まざまな解釈が可能であり,病 いとの共

存を試みる病いの語りでもある。NBMに おける人

類学的医療は,社 会的エピソードの解釈を通して

慢性の病いとの共存を模索していく医療なのであ

る。

文

1)鈴 木勝己,辻 内琢也

療における病いの語 り:文

(第 1報 )。心身医学 45(6)

2)Kleinman A:“ So(

tributions of AnthrOpol

ⅣIedicine PSYCHOSONI.

」Ourna1 0f American l

60(4):389-393,1998

「医学の限界」とし

科学と医療の限界を理

本書では、西洋医等

医学 。医療という限テ

容は興味深く、読者に

一

主 要 目 次
織 銅 騨 邸 躙

第 1部  外部世界へσ

第 1章 常に存在可

学の権威,第 5章

第 2部  内部世界へσ

第 6章  「将来、罪

の新しいパラダイ′

第 3部  未来への再‖

第 10章 慢性疾患|

Edward S.Go!ub

151θ   "b&脇 Pλys′cJαれ 7oJ.25ハ lo.12 2θ θ5-12

①難新J



各8翼菖l稀影韮軍選TξttЛl響謝吊乖コ営繊vWi ①

筆窪量⑦4`―「⑦秦団⑦ツ判留¥恥罰′ 草OT彰

華彗量⑦ヽ半半 諄ε半

↓車導撃 草6第`マシζ
`ヽ

ム仝q蝶⑦

秦ヨ7γ灘⑦黎劉 募8彰`筆撃量⑦晋■6口即 草Z彰`「く0マ専Zヨユ野築
｀
¥士卜」 草9彰

毒襲量⑦ヽ普幕鰈甲 鰐乙事

nま釧⑦秦惟:ニコ早最肇軍コ 草9彰`聯離⑦秦

博7「4r―(Y、/」 東シ彰`聾⑦ル磁 暮8彰`酬騨nヽ晋 暮Z彰`zヮ準摯孝El単 草T彰

毒彗量0ヽ普再憚平 鰈L窮

¥目董算≡欄融

°
29ユ暑彫9♀ユ、γマコ⊆翠qユγジウ筆Dl写―■1暴築

｀
>該当漸コ彰

M°99ユ出1977呈攣⑦α79γ彙7当科⑦Yり隆
｀
ユγ

`マ

q郷醗稼普副⊆0ヽ7導ヨ・斎コ
｀
■躍郷El Ч′/ゝ4E2彰Mマツ割専□助ⅥP専軍秦惟

｀
下灘里

｀
寺昇妻里

｀
妻ヨ灘望

｀
■1ユ彙率

°
977率逓⑦軍引Aヽ707ヽγ■21黎解マ扇¥⊃1準ヨ7秦憾

｀
マく070ヽユq趨耐2晋醐⑦導コマ秦惟

■1碑9球撃
°ヽ

^卑
!1ユ⑦■90ヽユ■群呈7半コ・★圏ユηF｀準14rシヽ

`⊆

ヽ
^7「

音副⑦秦コ」

(%9雑十日009`ε♯ヨの日919`ε叫= EOLZ lホ9∀

凛 去婆l専率酢

=準薫T場半NV/鰐薫ヨ策¥軍Y』イ

9-LιシーZ0088-レN8Sl晏 qn!OЭ
・
S pJじMpョ

IIfr   ζr一βθθz ζr・9ノvaダ29/1  ν
"2'rSfη

ごγ′∂29Йr

`uBHItuЭ2ンヽOAじ』8

f」L Sep■osЭ(9

9661 `SSO'd

12ЭIB010dOIЧluv

:u uЧeH(フ

8661 `フラI

981:(8)8影控秦酪興′尋■
°一

糞蘇Y⑦「早」f`

くヘツ9-醜■RコンXワ(1鉾21撃団:¥塁孝¥(8

8661 `868-688:(ラ)09

K10100S O1121LIOSOЧЭKSd u2oI'OttIV JO Iじulnof

OЧこ:aNIЭIcaA ЭIこvAosoHЭttSd ЭuIЭIPOA

Э112tuosoЧЭASd OI K8010dOユЧluv Jo Suo1lnqIェ1

‐u000Ч
工:``SO112tLIOSO100s,,:V uOWuloIX (Z

900Z`ι9,6シフ:(9)9ツ秦団ζ興′・
僧本I彰)

影控酬勇ツT21薫巌Y2ク¥16翌⑫へヽ聯ツn繁21¥

ヨζQ′:勁`去』M要`7務申平`巳珊Ψ専(I

騨 X

92⑦尋撃図〉く。2■半圏

2■日長誰郷⑦N―Kn■
｀
Y〆,(1年21 WaN・99像じ

¥⑦アくA撃`6923けLsα

―ムユr期し■⑦身肇り
` くA)υOコ科翼凶Rヾ潔撃

烈誰渕身朗餞T⑦昇率`利

■
・〉く,2n催誹量烈↓留

し■⑦身撃身9、77=辟剛

`利ユ¥コ期秦蘇Y・

`,3 nァくA当〉くo)n調丁易夕蓬

子■⑦身撃`〉身利ang

朗騨

`く

AR撃¥縁腎聯`剰
・フくへ)q國¥F,'単γく。2

γ皿`、γコζ¶′器ル熙9υ

日
・ツ

累ユ尽γアコツ(1科翠

夏V`Fl畢コγυ秘ヾ計ヽ

・

`fγ

くAR,92々り凶畢尋

聖⑦く
^摯

勲憶ア2くへ鉢勲コ

回アリH2く
^繁

21酌鼻⑦l

こ亜烈【漁くヘユЧγヽ■甲豫

認qそヨ立回Y、γ覇¥⑦硼

γこ9CCマ彰縁ジアヽく′

`υ tt n科ョ国RN―Kコ

⑦M H ⑦ψ⑦ツ`FlヨンG

M剤羽′駒熙`利契=⑦VI

2'1¢訛く
^身

〉ηγヽ鉢緑20

こΥ勲累二rC⑦万Yい0

⑦翠降勲割回
・
γく,2■R

目2こfコlRコ〉ヽ1)Ч匡

イ1回アヽ旦M⑦ロロ21革命

MH・γC924羽′勢曰〉く
^j

誂趨⑦くへ撃9ぐ軍辟Q回ワ

田n立ァ暑静普⑦Ya―(単

DRYH・認く,2くへ趨ク嬰

ヨームユ丁朗し■そⅧ到C

`FlY OアリH°(9#型上)

計縁当コツ孝Rコ鮒〉ヽA2

⑦丁Ysγγ Hツ準R`ワq

lE像ヨームユr朗予■)η

γn票研縁コ撃⑦MH・9

軍¥、γ野団騨秦蘇Y`剰ユ
・gfγくAR,く,2nロ

Z00Z

‐led・8uIIeOH/8ulu30,
/ヽKpog:

KlISIЭAIun OI02【  
・OA1100dSIOd

uV:SuIIeoH Pue ssOulorS


	IMG_0027.pdf
	IMG_0028.pdf
	IMG_0029.pdf
	IMG_0030.pdf
	IMG_0031.pdf

