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本報告での視点

癌体験とともに考え、支援しようとする「私」とは何
者であるべきか。その“専門性”とは。

体験そのものの「ナラティヴ」に関する分析でも、ア
プローチでもない。

サイコオンコロジー(psycho-oncology)あるいは癌
医療のもつ“まなざし”を批判的に検討したい。

癌体験に伴う苦悩は、まず理解され支援されるべきもの。

一通りの癌治療が終わったその時から本当の苦悩が始まる。



なぜ「病い」の体験を研究するのか

患者が病いを体験した後の世界をそれまでとは違っ
た考え方でとらえ、その世界との新しい関係を作り
上げることを学んでいく過程への支援は含まれてい
ない。

認識を導くための枠組み作りが、物語を聴くことの
助けとなるからである。

（以上、Frank A, 1995. 邦訳2002)
Hopeの流動性が、互いに深く衝突し合うディスコー
スの多様性を生むことが理解できれば、生の極限と
その後についてより包括的に理解できる。

（Little M, et. al. 2004)



乳癌という一見ネガティブな体験においても、多くの
女性は何らかポジティブな意味を見いだしていると
すれば、成長(posttraumatic growth)への治療的な
介入の可能性を示唆している。

(Keith M, et. al. 2006)
癌患者の体験(liminality)を理解することは、彼らが
援助を求めているシステム（ヘルスケア、保健医療
従事者の教育、医療政策や行政）にとって重要であ
る。

(Little M. et. Al. 1998)

癌という病いを生きる人々を支援する手だてを探るため。



アナロジーとしてのエスニック・マイノリティ（移民）

「回復した脳卒中患者」であるということを、自分の属
する「民族（エスニシティ）」の一側面として語る。．．．
決して取り消すことのできないアイデンティティとなっ
ている．．．

二つの王国の市民権（ソンタグ Ｓ,1992)
たえざる迫害の危機にさらされながらも．．．．

寛解者の社会は、．．．健康の領土の秘密結社とし
て存在している。

医療による患者の身体の植民地化

声を取り戻す要求（reclaiming)による脱植民地化
新しい海図



亡命者としての「知識人」 との類似性（サイード EW,1993)

• 複数の異なる規範にのっとって生活するがゆえに、物語をもたな
いが、ただ、なにかを揺るがす効果を発散させる

• 証言者として物語るのは、
やむにやまれぬ関与．．．純然たる努力でありリスクであり意志

• 物語の外に追いやられる
• 語ることは総じて、聴衆を困惑させたり、聴衆の気持ちを逆なでし
たり、さらには不快であったりすべき

• いつも迎合するか、孤立するかの瀬戸際に立っている
• 新たな環境にすっかり溶けこんでしまうわけでもなく、かといって
故国から切り離されているわけでもなく、．．．

• 苦い不安感や寂寥感は最後まで癒されることはないにして
も。．．．亡命生活と周辺性からなにか肯定的なものを引き出して
いる。

• 新しい魂の創出こそが、目標となるべき



「病い抱えた」者という“マイノリティ”を生きるとは

重層化した社会規範（医療、社会）を生きる

中間的存在。理解されがたい

声を奪われる、かき消される。物語を失う、作れない。

周辺化（周辺性）とメインストリームへの同化圧力

たとえ回復しても、「癌患者」であり続ける

「健康の王国」の住人にとり、「死」を暗示する潜在的
脅威

新しい魂（物語）の創出。

周辺性を生きることの社会的な重要性。



どのような問いを立てるか

体験（物語）を探求するのは何のためか。
「語る」行為（主体）->語られた内容->「聴く」行為（主体）

「聴かれる」という前提。では、どこで、誰が、どのよ
うに聴くのか。意図的に聴くという行為（支援）の意
味・正当性。
何がポジティブ/積極的であるのか

「複数のノルムを生きる」癌患者への支援のあり
方とは？

対象者（他者像）と捉えてきた自分たち（研究と実
践）への問い直し



Not simply mind over matter, but mind matters.
(Spiegel D., 1999)

“Supportive Expressive Group for 
Cancer Patients”を運営する
「グループは疾患に関わる全ての経験を表出す
るための場である。」

・Therapyではなくsupport
・運営者（ファシリテータ）は、“医療提供者”でも、同病
の患者（当事者）でもない

・看護師を対象にＳＥＧのファシリテータ養成を試みた



さまざまなタイプのグループ

• 認知行動療法型（構成的）
自分のものの見方，受けとめ方を変えるためのトレーニング

行動変容や，うまくコーピングできるようトレーニングする。

• 心理・教育的介入（構成的）
がんへの対処に役立つ知識やカウンセリングなどを提供する。

• 支持・感情表出型（非構成的）
受容的な雰囲気の中で率直な感情を表出し，互いにサポート
しあう．その過程の中で問題への理解や対処を学ぶ。

• セルフヘルプグループ・患者会



癌患者の主な体験

１）孤独・孤立感・疎外感

２）死への恐れ

３）“なぜ私が”という怒り、悲しみや戸惑い

４）病気の経過・治療効果の不確実性（副作用、再発、転移）に
よる不安、恐怖心

５）“なぜこんな扱いをされるのか”(医療者への怒りと不信)
６）脅迫的な“前向き絶対主義”（弱音を吐くことへの抵抗）

７）自己イメージ（身体イメージ）の変容・喪失感

８）“できることが何もない”という無力感、コントロール喪失

９）抑うつ

10）ベネフィット・ファインディング、Posttraumatic Growth
11）がんへの強い闘争心（治療法への固執、fighting spirits）



理念型の病いの身体像（Frank A.)からみた
「癌体験」

病いの身体の理念型

SEGにおいては、「規律化された身体」「支配する身体」
「鏡像的身体」の体験こそが、「伝達する身体」への手が
かりとなっている。



サポート・グループとは、「病いの体験」を語る意味から
して、どのような意義を持っているのか。

「語る」者が「語るまま」でよいのか。誰が、何のために自
らの体験を語るのか。

「語る」「伝える」ことの二重性

どのような「聴き手」をもつ（選ぶ）べきか。

何を根拠にＳＥＧは正当化されるのか。EBMか？

．．．早期発見・早期治療で「がんはもはや不治ではない」と言
われて久しい。ところが、少し進行したり再発・転移したりするとがら
りと様相が変わる。医師にサジを投げられてしまう。(AERA
2005.11.14）

Simply, recognizing suffering for what it is, regardless of 
whether it can be treated, is care. (Frank A, 1991)



『傷ついた物語の「聴き手」』である私たちとは何者か。

私たちのサポート・グループの試みとは、病いの体験を
語り合い、聴き合う場に、「専門性」を持った者がファシ
リテータとして参加するものである。

「聴き手」として「参加」する意味は何か。

医療従事者の理想像としての、「傷ついた癒し手」でも
ない。

“当事者専門性”か、“医療・治療的専門性”か、第三の
道か。

意図的な「聴き手」の問題性

しかし、背後の「システム（組織）」のために聴くのではない。



If the researcher 
wants to hear the 
anger of the ill, she 
or he must be what 
the physician rarely 
is. (Frank A, 1992)



ファシリテータに求める「脱医療の専門性」

ＳＥＧという場。

「医療」という文脈を外から眺める。

「規範への復帰(normalization)」の圧力からも、しば
し離れる。

患者と医療者のコミュニケーション改善という矮小化から脱却。

ダブルバインドから“自由な空間”をもとめて

ファシリテータとなる看護師に、医療サービス提供者
としての“専門職意識”から脱することが、どこまで可
能か。

体験の探索が手段的にならないための“倫理”

興味深い患者の二重性の折り合い：癌を体験した医師（文字
通りに傷ついた癒し手）への信頼



「病いを生きる」ことに「脱出口」はあるのか。
死にゆくことの経験を語ることの意義

「回復の物語」を信じる者が、もはや健康を取り戻し
得ない誰かに出会う時に問題が発生する。

「回復の語り」とは別の物語の可能性とは。

語りのバランス（自分の内にあるポリフォニックな語りのバ
ランス）。

たとえば、「納得の物語」。そのための合理化（rationalize)、
「諦め」はネガティブか。



能動的、ポジティブに「病い」を生きるとは

本当に受動的・否定的なこととは何か？

もし、解答を用意していたとすれば、それ以外は全て“否定的”
なものであろう。しかし、解答が用意されていなければ、何が否
定的か。否定的なものはなくなるだろう。つまり、illness 
experienceで当事者が苦しむのは、ポジティブであろうと無理を
するのは、問題は“解答が用意されている”ことではないか。

ポリフォニック

流動性が、深く衝突し合うディスコースの多様性を生むことが
理解できれば、生の極限とその後についてより包括的に理解
できる。（Little M, et. al, 2004)
ポジティブな像だけで、あり続けるのではない。

問題を解決することではなく、「解決できない問題がある」ことを
伝えることを通して、他者の役に立つという生き方ができること
かもしれない。（現実的には、アピールしないかもしれないが。）

“ポジティブな患者像”に潜む問題性



病いの後に経験する新しい世界と、それまでの世界との
新しい関係を構築する過程への支援を行うため（目的）

良い「聴き手」が必要となる。

良い聴き手は、良い物語をともに探求する。

「良い物語」とは。

「私」ではなく、「語る人々」の中にある。

ふさわしい「場」があるはず。



Caution for growing irrationality in 
contemporary cultures (Bury M., 2005)

Although many forms of personal narrative can be 
therapeutic in character, this is not always case, and the 
real harm can come from misplace or irrational beliefs. 
(Showalter E.,1998 cited from Bury M., 2005)
様々な指標で測定して評価する研究も必要であるし、
posttraumatic growthやhopeなど新たな病い体験の側面に
ついて、経験的に実証する研究も必要である。

どのようにして、「日常生活における健康問題」について、患者
や医療の非専門家の体験や声が持つ価値を損なわずに取り
あげ、現代医療の提示するエビデンスや合理性とのバランス
を取るか、が医療社会学の課題ではないか。
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