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層的に織 り込まれている,い わば`織物'のよう

なものである この文化という`織物'は, ほど

いて分析的にみるよりも織物全体を総合的にみ

ることが大切だ, というのが文化人類学のひと

つのスタンスである

本稿では,こ のような観点からFSSの 概念を

位置づける

1.文 化人類学からみた `症状 。傷つき ・

障害'の意義

精神科の医師であり, のちに医療人類学者と

なったmeinman°は,そ の著書『病いの語 り』の

中で, `痛みの表現は,個 人的問題や対人関係

の問題を,苦 悩の身体的慣用表現(イデイオム)

や, 医療による援助を強く求める行動様式によ

って伝えるコミュニケーションである'と述べ

ている.`苦 悩の身体的慣用表現'とは, 言語に

おける慣用句(イデイオム)のように, 文化 。社

会的背景に基づ く問題が身体を媒介して表現さ

れたものである.我 々は自分の身体をモニター

する方法や,病 いを含んだ身体的状態を伝達す

る修辞的なイデイオムを,言 語的にも非言語的

にも習得している 咳の仕方,痰 の吐き方,排

尿 。排便の仕方,月 経の対処の仕方など, また

これらを表現する時と場所についてのローカル

なルールなど,我 々の日常的な身体機能の遂行

には特徴的な文化的様式があり, そうした正常

な活動の様式が病いの慣用表現に影響を与えて

いる.そ して,痛 みを同定しそれに反応する仕

方や,機 能障害にラベルを貼 りそれを伝達する

仕方も,知 らず知らずのうちに身につけている

のである。つまり, `症状 ・傷つき ・障害'の感

覚 ・認識を表現する仕方には,個 々人の中に重

層的に織 り込まれたculture/1ocal cultureが色

濃く反映されており, その核心には生理的 ・心

理的 ・社会的意味が相互に緊密に結びついてい

るといえるだろう.

我々は日常生活において様々な身体感覚を経

験 しているが, とりわけ不快感や具合の悪さな

どを感じたとき以外には,そ れを明瞭には意識

しないい.と ころが,生 活にス トレスの多いで

きごとがあったとき, その経験によって心の平

静を崩してしまい不安や脅威を感じるようにな

るとき,症 状が潜在的に重大な文化的意味をも

つようなとき,症 状が特別な個人的意味をもら

ているときなどには,身 体感覚にじっと注意を

凝 らすようになる°。そして, いよいよ他者に

援助を希求する段階になると, 自らのもつ痛み

の身体感覚を身体的慣用表現や言語表現によっ

て伝える必要性が生じてくるのである.こ こで

表現される痛みは先に述べたように,個 人が所

属する文化 ・社会的背景や個人の生育環境の影

響を色濃 く反映したものになるといえる.

しかし援助を求めた相手と自分との `痛みの

説明モデル'の違いによって, このコミュニケ

ーションの過程には多 くの困難が生 じる.説

明モデルとは,Kleinmanに よって提唱された

explanatory modelのことであり,病 気や治療に

ついて, 人々がどのように類型化し解釈 。選択

するかを示 したものである6な とりわけ,① 病

因,② 症状のはじまりとその様態,③ 病態生

理,④ 病気の経過(これには病気の重大さとと

もに急性 ・慢性 ・不治などの病者役割のタイプ

も含まれる),⑤ 治療法, といった5つ のall面

が重視されている°.患 者の説明モデルが文化

的に構成されているのと同様に,治 療者の説明

モデルもまた,そ の特有の治療文化に基づいて

形成されたものである。現代医療は人間の身体

の普遍性を強調する認識を基礎として発達した

医療体系であるために,痛 みのもつ個別性とい

った各々のもつ身体感覚を矮小化する傾向があ

った。ゆえに身体感覚, ことに患者自身がもつ

痛みの表現の多様性が尊重されてこなかった.

この `痛みの説明モデル'の差異からくるひずみ

に存在するのがRSSで ある.つ まりFSSを めぐ

る臨床場面の困難は,治 療者文化における痛み

と思者文化における痛みの間に離酷が生じ,相

互に理解 し難い状態にあることだといえる。そ

の結果,患 者は自らのもつ痛みが現実のもので

あることを, 自分自身と他者(とりわけ臨床場

面においては治療者)に納得させなければなら

ないという重圧を感じることになる

次項では,FSSの ひとつとして位置づけられ

る慢性疲労症候群(chrOnic fatigue syndrome:

CFS)の痣
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にあげた語 りには,CFSの 患者が,周 囲の人々

から`nOt real'といって身体感覚の受容を拒絶

されたこと, そのような周囲の反応を予測 して

自分の痛みについて語れなくなったこと, 自分

は`crazy'なのではないかという深い疑念 と羞

恥心を感じるようになった一連の過程がみてと

れる。こうして患者は,ス ティグマを内面化 し,

ネガティブな自己認識に支配されていき,病 気

の苦悩がさらに押 し広げられることになるので

ある。

c.考  察

病気というものは生物医学的に定義されるだ

けでなく,社 会的に意味を付与されるものであ

る.患 者は,病 気がもたらす肉体の苦痛だけで

なく,病 気の社会的意味づけによって生まれる

二重の苦しみを抱えることになる°.

慢性の病気をもつ患者の家族や彼らを治療す

る専門家には,患 者が抱えるスティグマと羞恥

心に対する鋭い感受性が必要不可欠である。治

療者や家族はこの感受性によって,慢 性の病気

の人々が抱える`症状 ・傷つき 。障害'に進んで

寄 り添うことになる.す なわち,患 うことの生

きられた経験の重荷に耐えうるよう,進 んで助

力することになるのである°.疾 患を除去する

ことのみが, 臨床で行われる治療ではない.臨

床場面をコミュニケーションによって人間関係

を築 く場 ととらえ,一 人の人間として患者を

`みる'発想の転換も必要ではないだろうか。こ

れが, 医師―患者関係の距離をより近いものに

すると予想できる.

3.FSSに おけるilhessと disease

医療を文化人類学的観点から研究する医療人

類学
Юユつでは,経 験されるものとしての病気の

意味を重視 し, しばしば病気を疾病 diseaseと

病いillnessという2つ の側面から考える。`疾

病'とは医師が診断 ・治療する対象,つ まり身

体の器官 ・組織の構造や機能の異常を指 し,

`病い'とは患者によって生きられた病気の経験

としての側面,つ まり知覚された疾病の心理社

会的な経験のされ方や,意 味づけの内容を指す。

病いには,疾 病の諸症状をどう経験するのかと

いうことと同時に,社 会的存在としての病者が,

治療者や家族などとの関係の中で,疾 病とそれ

に伴う諸現象をどのように認識し,対 応するか

ということまでが含まれており, そうした過程

を通して社会文化的に構成される経験の全体が

病いである1カ
 本節ではFSSの illness的側面と

disease的側面から多角的に検討する

a.FSSの 1llness的側面

先に述べたように,痛 みの感知 ・認識 ・表現

は文化 ・社会,あ るいは各々が育ってきた家庭

の環境や状況によって異なっているのである

したがって痛みは,生 物医学的尺度のみで切り

取り・測定しうるものではないという特徴が必

然的に浮かび上がってくる。`症状の訴えや,

傷つき,障 害の程度が,確 認できる組織障害の

程度に比べて大きい'というFSSの 特徴は,痛

みの多様性と,そ れを普遍化 ・尺度化しコント

ロールしようと試みてきた現代医学との間に生

じた`ひずみ'を浮き彫りにしたものといえる.

このひずみを解消する視′点のシフトが,illness

という概念に含まれている.症 状をめぐる苦悩

の体験がどのように構成されるかということを

臨床場面で改めて問い直すことによって,社 会

的存在としての病者が,周 囲の人々との関係の

中で,疾 病とそれに伴う諸現象をどのように認

識し,対 応したいかということが明らかになる.

また医師の側も, 自らのもつ治療者文化が患者

の苦悩の経験にどのようにアプローチしうるか

ということについて明らかにすることができる.

つまり,FSSを 11lnessとしてとらえることに

よって,医 師と患者が`痛みをめぐる経験'とい

うリアリティを提示し合い,新 たなリアリティ

を共同で再構成すること,多 元的リアリティを

創造する場としての臨床場面がひらかれる.

b.R邁 のdisease的側面

患者はrealな痛なの世界を生きていると自覚

しているにもかかわらず,nOt realに押し込め

られていると考える背景には, 自分の痛みに対

して診断がつかないという現実が深くかかわっ

ている そこで,患 者に対して明確な診断を付

与し患者として認めることは,実 体なき病いの

苦しみから患者を保護することになる。これは

`医療の

Iゴ才tる,

療の政お

おいて,

てのお墨

社会制:
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