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Ⅰ．研究プロジェクトの概要
１．研究背景
【現代社会における病いとの共生の様相：長期化・個人化・複雑化・多様化する経験】
近年、診断技術の進歩による疾患の早期発見（伊藤、井上、2015；小林、2016）や、様々な疾患に対す
る治療効果の高い薬剤開発（東、2014；古川、郡山、2015；高橋他、2017）が急速に進み、多くの疾患が
慢性化している。例えば、かつての致死的疾患の代名詞であったがんは、現代においては“がんサバイバ
ー”という言葉に見るように診断後の治療・通院期間、生存期間が長くなり、就労支援など新たな課題を
生んでいる（厚労省、2016）。慢性疾患の代表である糖尿病においても、血糖値を週 1 回の注射で安定さ
せる GLP-1 受容体作動薬の登場等を受け、療養生活が多様化している（細野、2015）。めまぐるしい新薬
等の開発、移植や再生医療等の医療革新による寿命の延伸、Quality of Life の変化は、正負両側面にお
いて先の見通しが立ちづらい“現代の病い経験”をもたらした。さらに介護保険制度の拡充、地域包括
医療によって慢性病者の療養の場は、病院から自宅へと加速度的に移行している。病いとともに社会で
生きる時間が長くなるにつれて慢性病者は生活においてさまざまな選択を迫られ、「よりよい生」と「よ
りよい病状管理」とが葛藤を抱える場面も増えた。ところが、現代の少子高齢化や核家族化はケアし、さ
れたりする機会を減らし、病いを個に閉じたものにした。臨床で出会ったある糖尿病者の「糖尿病は多い
って聞くけど、周りには誰もいない」というつぶやきは、社会での病いとの共生に触れる機会の少なさの
表れである。このように、慢性病者が社会生活を送る経験は、長期化・個人化・複雑化・多様化してきて
いる。
【慢性期医療における標準化の課題】
一方で、ここ 20 年来、科学的根拠に基づいた医療が基盤となり、ガイドライン等に象徴されるように
医療全体を標準化する Evidence Based Practice（EBP）が主流となった（牧本、2013）。周手術期など
急性期化する入院治療では安全で有効な治療を担保するが、生活者である慢性病者は、既述の通り、治療
や管理を優先できない状況に置かれることも多い。標準化のしづらさが慢性病者の特徴である。それ故
に治癒や良好な病状管理を目標とする EBP だけで病者を理解しケアすることは難しい。このような課題
に対し、個人の経験を包括的に捉える Narrative Based Practice（Hinckley, 2007）も提唱されてきた
が、時に EBP からの逸脱もある慢性の病い経験を捉える柔軟な視点は、医療や社会に十分浸透していな
い。既存の「治る／治らない」「病気／健康」というマクロな医療的管理の視点に対し、自らも慢性病者
であるフランスの哲学者 C. Marin（2013）も“治癒とは異なる治療の可能性”を議論している。しかし、
未だ新たな概念生成には至っていない。このような現代の疾病構造の変化を反映した慢性病者の生を捉
える概念がないことが、医療者―患者間に溝を生み出してもいる。
２．研究目的：慢性病者の経験を捉える新たな概念生成
本チームの研究者たちは、病者の経験（坂井、2017）家族の経験（鷹田、2012）、ケア提供者の経験（榊
原、2015）に関して学際的な質的研究をしてきた。その成果からは、たとえ治癒や良好な病状管理に向か
わない状況であっても、慢性病者たちが“生き活き”と暮らす様子を垣間見ることができる。本研究で
は、従来の医療における治癒や管理に目標をおく見方ではなく、現代の病いを生きる当事者の経験に接
近し、生き方そのものから経験を捉える新たな概念生成を目的とした。それにより、医療や社会における
2

TYTID：D17-R-0563

慢性病者の見方に変革を起こし、多様性を受け入れるインクルーシブな職場や地域社会を創生する価値
の提案を目指した。
３．研究方法
本プロジェクトでは、「現代の病い経験を捉える視点の不足」と「医療の見方に対する疑問」を研究の
出発点として、現代の病いを生きる当事者の経験に接近し、生き方そのものから経験を捉える新たな概
念生成を目指すことを目的として研究活動を積み重ねてきた。同時に学術的な知だけではなく、病い経
験の当事者や地域で暮らす人々と共に知を創り共有することも行ってきた。以下は研究方法のステップ
を図示したものになる。

Step１

がん・糖尿病等に関する国内外の文献、闘病記・ブログなど幅広いレビュー

《既存の病い経験を捉える思考枠組の明確化》

《コミュニティカフェのテーマ等決定》

Step 2

Step 3

病院・居宅・患者会など多様な生活の場

当事者と共にコミュニティカフェの

での参加観察・非構造化インタビュー

企画運営を実施
《病い経験の見える化・つながる化》

《病い経験への接近・記述》

Step 4 概念生成：Step2、3 から得た質的データを現象学的に分析
《新たな視座の開拓》
４．研究プロジェクトチーム
本研究では、多様化・複雑化する現代の慢性疾患を生きる当事者の経験に接近し生き方そのものから、
経験を捉える新たな概念の生成を目的とした。その達成のために、学際的な研究チームとし、何より臨床
実践や当事者へのインタビュー、フィールドワークなど現場に身を投じるスタイルで長年研究に取り組
んできた者でメンバーを構成した。
【共同研究による効果】
医療分野では、がん、糖尿病、精神疾患、神経難病など多岐にわたる実践経験がある者の参加により、
特定の疾患にとどまらず、多様な慢性の病い経験を捉える包括的・本質的な概念生成が期待できる。ま
た、生を根本から問い直してきた哲学者、われわれが生きる社会の問題や生活を分析してきた社会学者
の参加により、医療的な視点に偏ることなく慢性病者にとっての“生きること”を表わす概念生成が期待
できる。病者と継続的にかかわっている者、公的な場で病者や地域と共にシンポジウムなどを企画運営
している者がチームに加わることで、プロジェクトの実現可能性および社会への発信力が高まることを
狙った。
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【研究プロジェクトメンバー】
坂井 志織：東京都立大学大学院人間健康科学研究科 助教（看護学）
細野 知子：日本赤十字看護大学看護学科 講師（看護学）
菊池麻由美：東邦大学看護学部 教授（看護学）
榊原 哲也：東京女子大学現代教養学部人文学科哲学専攻 教授 （哲学）
小林道太郎：大阪医科大学看護学部看護学科 准教授（哲学）
杉林 稔 ：愛仁会高槻病院精神科 主任部長（医学）
福井 里美：東京都立大学大学院人間健康科学研究科 准教授（看護学・心理学）
鷹田 佳典：日本赤十字看護大学さいたま看護学部

講師（社会学）
＊所属職位は 2020 年 12 月時点
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Ⅱ．活動概要
本プロジェクトでは、【地域とつながる活動】と【アカデミックな活動】を 2 本柱として実施し
てきた。下記の表はその活動の概要である。
表１

2 年間の活動一覧
年月日

活動名

場所

2018年5月13日
2018年7月22日
2018年8月19日
2018年8月20日
2018年9月9日
2018年11月23日
2018年11月3日
2018年12月16日
2019年1月20日

個別インタビューAさん（小林、坂井）
キックオフカフェ
生き活き研勉強会IN富山
個別インタビューBさん：（鷹田・福井）
第１回公開研究会
第１回生き活きカフェ
当事者個別インタビューCさん（細野、坂井）
第38回日本看護科学学会学術集会 交流集会
当事者個別インタビューDさん（杉林、小林）
the 4th international conference on Prevention
2019年2月13日-15日
and Management of Chronic Conditions
2019年2月17日
第２回公開研究会
2019年2月19日
当事者個別インタビューEさん（菊池、榊原）
2019年2月24日
当事者個別インタビューFさん（鷹田、小林）
2019年3月21日
第２回生き活きカフェ

大阪
首都大学東京荒川キャンパス
富山大学五福キャンパス
富山
愛仁会リハビリテーション病院ふれあい広場
愛仁会リハビリテーション病院ふれあい広場
東京
ひめぎんホール
大阪

2019年5月12日
2019年5月18-19日
2019年5月22日
2019年5月25日
2019年7月20日
2019年8月10日
2019年8月23-24日
2019年9月1日

愛仁会リハビリテーション病院ふれあい広場
東京慈恵会医科大学
関西
関東
愛仁会リハビリテーション病院ふれあい広場
仙台

2019年9月22日
2019年9月23日
2019年9月30日
2019年11月3日
2019年12月1日
2020年1月10-11日
2020年2月11日

第3回公開研究会 ＠高槻
第45回日本保健医療社会学会大会
個別インタビュー Gさん（小林・杉林）
個別インタビュー Hさん（細野・鷹田）
第3回生き活きカフェ ＠高槻
臨床実践の現象学会 第5回大会
生き活き研勉強会IN富山
個別インタビュー Iさん（小林・坂井）
The British Sociological Association 51st Medical
Sociology Conference 2019
日本質的心理学会第16回大会
第4回生き活きカフェ
個別インタビュー Jさん（坂井・細野・菊池）
第4回公開研究会
第39回日本看護科学学会学術集会
23rd East Asian Forum of Nursing Scholars
第5回公開研究会

2020年8月30日
2020年9月13日
2020年9月27日
2020年12月12日
2020年12月26日

第6回公開研究会
生き活き研究会 まとめの会
第5回生き生きカフェ
第40回日本看護科学学会学術集会
第7回公開研究会

オンライン
オンライン
オンライン
オンライン
オンライン

2019年9月11日
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タイ、バンコク
首都大学東京秋葉原サテライトキャンパス
東京
大阪
首都大学東京荒川キャンパス 食堂

関西
University of York, UK
明治学院大学
首都大学東京荒川キャンパス 食堂
関東
首都大学東京荒川キャンパス
金沢
Chiang Mai, Thailand
首都大学東京荒川キャンパス
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１．地域とつながる活動
トヨタ財団研究助成プログラムの研究課題が『社会の新たな価値の創出を目指して』というテーマで
あった。また、その研究は研究者のための研究ではなく、社会に研究成果を還元すること、また論文発表
という学術的な成果だけではなく、還元する方法の提案も同時に課せられていると理解した。これを実
現するために、我々の研究チームでは「生き活きカフェ」と「出張研究会」というスタイルを編み出し実
践した。
（１）生き活きカフェ
現代は、核家族化・独身率の向上・高齢独居世帯の増加など、他者と交わる機会が少ない生活になって
いる。ひと昔前であれば、同居している祖父母が病気になったり、介護を自宅でしていたり、ご近所さん
が病気になったり日常や地域において病いを目にする機会があった。自然と学ばれ共有されていたもの
が、現代においては不足していると言える。
そこで、本プロジェクトの成果の一つとして「地域や職域で、病いと共に暮らすことへの理解を深め、
多様性を受け入れ、垣根のない職場や社会を築く」ことを目標に掲げ、目標実現の仕掛けとして、地域住
民の人々が集い病いについて話す『生き活きカフェ』プログラムを開発した。東京・大阪・オンラインの
計５回開催し、参加者は 20 歳～80 歳代の 79 名であった。
１）生き活きカフェのねらい
『生き活きカフェ』という場で、病いを語る場/聴く場をつくり、“病いとの共生”に触れ、病む経験
の見える化・言語化・共有化をすることをねらいとして企画・運営・実施した。
２）プログラム内容とオリジナリティ
【プログラム概要】
プログラム時間は 3 時間としカフェ休憩を挟む 2 部構成とした（タイムテーブルは下記参照）。前半
は慢性の病い経験者をゲストスピーカーとして招き、「私の病い経験」を語ってもらい質疑応答を実施し
た。後半は、えんたくん（円卓段ボール）を参加者の腿に乗せテーブル兼記録用紙とし、病い経験につい
てワールドカフェ形式で参加者同士語り合う構成とした。
《タイムテーブル》
13:00- 開会、イントロダクション
13:15- 私の病い経験
14:00- グループでフリートーク
15:30- まとめ、発表
16:00 までに終了
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【地域住民に情報を届けるための工夫】
地域に暮らす人々を対象とした企画であるため、会場付近の方々に集まってもらう工夫を行った。
①ポスティング
右記が全 5 回を通して配布した『生き活きカフェ』の開
催案内チラシである。同じ企画であることがわかるよう
に、デザインはあえて変えずに配布を継続した。チラシを
会場付近の住宅にポスティング配布や、マンションの入り
口に掲示してもらい直接手元に届く仕組みとした。
②地域情報誌への掲載
第 1 回の参加者から、高齢者は地域で配布されている情
報誌によく目を通しているという話を聞き、自治体に交渉
して団体登録をし、地域情報誌に生き活きカフェの開催案
内を掲載してもらった。
③メーリングリストでの案内
メンバーが関係するメーリングリストにも生き活きカ
フェの情報を配信した。ポスティングではまかなえない範
囲にも情報を届けることが可能であり、若い世代には有効だと考えた。

【プログラムのオリジナリティ】
病いの経験を見知らぬ他者と話すには、何らかの仕掛けが必要である。そこで、『生き活きカフェ』の
オリジナリティにもつながる３点の工夫を詳細に報告する。
①ゲストスピーカーによる『私の病い経験』の語り
医療系メンバーがこれまで研究や臨床活動で培ってきた人脈を生かし、病いの当事者による語りコー
ナーを設けた。参加者からは、「いいお話を聞けた」「体験談があったことで、グループトークでも自分
の経験が話しやすくなった」等の感想が聞かれた。
表２ 全 5 回のゲストスピーカーの概要
第1回

慢性関節リウマチの女性

第2回

約 30 年の 2 型糖尿病歴のある男性
全身性エリテマトーデスの女性

第3回

複数のがんを経験している女性

第4回

幼少期からの吃音がある男性

第5回

うつ病の男性
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②会話を促す雰囲気を作る『えんたくん』の活用
グループトークでは、市販の円形段ボール「えんたくん」
を使った。5-6 人が椅子に座って円になり、直径 100cm の
段ボールをテーブルのような形で膝の上に置くことで、自
然とお互いに話しやすい距離ができる。また上面に乗せた
紙には、参加者が自由に言葉やイラストを書きこむことが
できる。
各グループに 1 名、研究チームのメンバーまたは協力者
がファシリテーターとして参加し、できるだけ多くの参加
者に話をしてもらえるようにファシリテーションを行っ
た。段ボール紙には、参加者が日常のなかで感じている病いについての思い等が多く残された。

③病気のあるある日めくりカレンダー作成を目指す
グループトークにあたっては、ただ話すだけではなく、
病気の経験をよく表現する言葉を集めて日めくりカレ
ンダーを作る、という目標を設定した。これは、語った
内容が形として残ること、また多くの人にも共有可能な
ものとなることを狙っている。グループトークにあたっ
ては、設定された目標が語りの入り口となった。また参
加者同士で表現を工夫することで、楽しく話せることに
もつながった。

（２）出張研究会
東京・大阪以外の地域でも研究会を開催し、その地域の研究者や関係者とつながりをつくることを考え
た。第 1 回は、富山大学の伊藤智樹准教授（社会学）の協力を得て、2018 年 8 月 19 日、生き活き勉強会
＠富山大として開催した。伊藤氏の他、富山県内の NPO 法人、デイケア主催者らに参加してもらい、研究
の報告とディスカッションを行った。これにより、普段の研究会とは異なる多様な視点からの議論が可
能になった。
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第 2 回は 2019 年 8 月 24-25 日に、前回訪問した NPO 法人であるパーキンソン病専門の富山型デイサー
ビスでの“臨床美術”を見学した。臨床美術は芸術療法の一つで、絵や陶芸などの作品を楽しみながら作
ることで脳を活性化させるものである。認知症、発達障害、メン
タルストレスを抱える人々に老若男女問わず多方面で取り入れ
られている。パーキンソン病では病状の進行に伴い表情が乏しく
なることがあるが、臨床美術を導入してから当該デイサービス利
用者の表情が良くなっているという報告があった。病いと共に暮
らす、いきいきとした生活を営むという点について NPO 法人代表
らと意見交換し、病気そのものを悪化させない工夫と、楽しむこ
とが大事である等の地域現場からの意見を確認できた。
２．アカデミックな活動

表３ インタビュー参加者

（１）インタビュー調査

病名

病歴

慢性の病いの経験がどのようなものであるかを明ら

1

精神疾患（複数）

20年以上

かにするため、5 年以上にわたって病いと暮らす人を対

2

遺伝性腎疾患

60年以上

3

生活習慣病（多数）

30年以上

4

関節リウマチ

15年以上

5

がん

20年以上

6

全身性エリテマトーデス

10年以上

象に、個別インタビューを 10 名に実施した。
①リクルート方法
チームメンバーを起点とした機縁法で書面を用い協
力を依頼した。研究協力希望の意思を書面で確認の上、

7

発達障害

不明

研究協力希望者に研究代表者および共同研究者から研

8

がん

10年以上

究の内容を説明して同意を書面で確認した。

9

精神疾患（複数）

30年以上

筋ジストロフィー

20年以上

②倫理的配慮

10

代表者所属大学の倫理審査の承認を得て（承認番号 17049）調査を実施した。
③データ収集方法
「病気の経過から教えてください。」という質問から始める非構造化インタビューを実施した。場所は
プライバシーが保てる個室で実施し、参加者一人あたり 1～2 時間/回、インタビュアーは医療者と非医
療者の 2 名で実施した。音声は許可を得て IC レコーダーに録音し、逐語録を作成した。
④データ分析
インタビュー担当者がデータ分析を実施した。逐語録を複数回読み込み、現象学的な観点より予め分析
枠組を用いず、研究参加者にとっての病い・生きることに関する言動に着目してその意味内容を文脈と
ともに記述した。分析結果は、公開研究会で議論し、その成果を国内外の学会・学術誌で発表した。
（２） 公開研究会
公開研究会を計７回実施した。研究会では、研究会メンバーが(1)健康に関連する文献レビューと(2)イ
ンタビュー分析の発表を行い、研究プロジェクトに関心を持つ研究者、大学院生の他、病いをもつ当事者
の参加もあり、有意義なディスカッションを行うことができた。また参加者とのつながりで、人脈を築く
ことにもつながった。

9
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（３） 学会発表、交流集会企画実施
①交流集会、シンポジウム
第 38 回日本看護科学学会学術集会（2018 年 12 月 15-16 日）
で、交流集会「患者／医療者／研究者の境界を外し 病と生き
ることを問い直す: 現代の病い経験を捉える新たな視点の創
造」を企画し開催した。糖尿病をもつ人、看護師、社会学者（研
究会メンバー）からの話題提供と、全体ディスカッションを行
った。当日は会場いっぱいの参加者があり（約 70 名）、ディス
カッションにも熱気があった。この研究プロジェクトのテー
マ、内容や問題意識に対して、看護学研究者たちの中に高い関
心があることが伺われた。
次年度は 3 回シンポジウムに登壇した。まず 2019 年 5 月 18－19 日には、社会学を中心に学際的なメ
ンバーが集まる第 45 回日本保健医療社会学会でシンポジウム「「病気」でもなく、「健康」でもなく―
現代社会における病い経験を捉える新たな概念の創出に向けて―」を企画運営した。話題提供として、転
院を重ねつつ精神の病いと共に生きてきた A さんの事例、遺伝性疾患を患い現在は透析治療を受ける B
さんの事例、関節リウマチ発症後認定看護師の資格を取り、子育てもしている D さんの事例について報
告した。この三報告に対し、医療人類学からのコメントを受け、フロアー全体でディスカッションを深め
た。本テーマに関しては非常に重要な点であり、実現されれば保健医療社会学において大きな貢献にな
るというコメントも寄せられた。
2019 年 9 月 22 日には第 16 回日本質的心理学会において、「現代の病い経験を捉える新しい概念生成
に関する現象学的研究―多様なデータからの議論を通して―」と題してシンポジウムを実施した。本企
画では、現代の病いを生きる当事者の経験に接近し、生き方そのものから経験を捉える新たな概念の生
成を目指した取り組みの一部を報告した。まず、現代の病いを生きる病者へのインタビューの中から、関
節リウマチを患う方の経験を、家族や仕事との関連も含めて報
告した。次いで、地域住民と共に病いについて語る「生き活き
カフェ」を通して書き留められたフレーズの分析を提示した。
最後に、どのように概念を生成するか、また本研究で目指す概
念の位置づけについて報告した。
2019 年 12 月 1 日には第 39 回日本看護科学学会学術集会にお
いて、交流集会「医療／生活経験を融合させる新たな看護学の
創造―高度な医療技術と共に暮らす病者と看護師の対話から」
を企画運営した。本企画では、現代の病いを生きる病者と、そ
の人たちに寄り添ったケアを探究する看護師の声とともに、新たな看護学を創る一歩を踏み出すことを
目的とした。話題提供者は、血液透析を受け続けている A さんと、透析看護をサブスペシャリティとする
慢性看護専門看護師の 2 名であった。医療とともにある生活経験に関する語りを聞き、参加者と議論し
ながら新しい看護のあり方を考え、現代の病いを生きる病者の生活経験に根づいた看護学の検討を行っ
た。
その他、学術集会での口演・ポスター発表も同時に実施した。
10
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②国際学会での発表

助成機関中に計 3 回国際学会での発表を行った。まず、2019
年 2 月にタイ・バンコクで開催された The 4th International
Conference on Prevention and Management of Chronic
Conditions: Innovations in Nursing Practice, Education,
and Research において、『Coexistence of the perceptions of
“being sick” and “thriving” in long-term diabetes
patients』と題してポスター発表を行った。東南アジア諸国で
の糖尿病の増加という背景もあり、多くの研究者が本ポスタ
ーを訪れ、多角的な意見交換をすることができた。
2019 年 9 月には、イギリス・ヨークで開催された The
British Sociological Association 51st Medical Sociology
Conference 2019 において、『Attempts by chronically ill
people to acquire knowledge about how their bodies behave』
と題してポスター発表を行った。様々な質的研究、分析方法が
なされている学会であり、様々な背景の研究者との質疑応答により研究の視点を深めることができ
た。
2020 年 1 月には、タイ・チェンマイで開催された 23rd East
Asian Forum of Nursing Scholars にて、
『A Phenomenological
Description of the Experience of Suffering from Long-term
Chronic Disease: The Structure of Living with Illness』のポ
スター発表を行った。EAFONS では量的研究が主流であり、
本研究の着眼点や現象学的研究について関心を寄せる参加者
がみられた。

11
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Ⅲ．研究成果
１．インタビュー調査から見えてきたこと
本研究のインタビュー調査は 10 名の研究参加者を得た（詳細は表３参照）。インタビューデータはイ
ンタビュアーのうち 1 名が主担当となり、分析・報告・学会発表・論文作成を実施した。以下、データ分
析担当者と分析、ディスカッションの過程である。

１）インタビュー結果概要
10 名のインタビューを通して、「自分の病気はどのようなものであるか」」「医療とどのようにつき
あっているか」の 2 つのテーマがみられた。
（１）自分の病気はどのようなものであるか
①病気によって生じた人生の変化
•

A さん 仕事ができなくなる、入院、通院

•

B さん 早期退職する、透析をする

•

D さん 資格を目指す、息子がやさしくなる

•

F さん 仕事を辞める、大学院に行く、模索中

•

G さん 退職する、事業所で働く

•

I さん 生き方が変わった（挫折）

病気の語りでは、疾患についてだけ語られることはなく、自分の人生の中でこの病気は何であるのかが
12
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それぞれ問われていた。社会的には病気はマイナスなものとして位置づけられているが、病気に伴う伴
うプラスの面も同時に語られるという構造になっており、病気であることが単純に‘残念なこと’として
意味づけられてはいなかった。
②自分や他者の経験から得られた病気（身体）に関する認識
一般の知識としての病気だけではなく、長く自身の疾患と付き合う中で、同病者との交流や治療過程
で見聞きした同室者の経験などから、病気そのものや病気のからだについての生きられた認識が形成さ
れていた。
 E さん 折り合い、がんには必ず次のステップがある
 F さん どのような時に調子が悪くなるかを経験から学んでいる。患者会で知り合った先輩から
聞くが、自身としてはまだ手探り
③他の病気よりはよい、同じ病気でも最も重症ではない（EAFONS2020 で発表）
研究参加者らは 10 年以上各々の病気と付き合っていた。彼らは病いの経過を語る中で、自ずと他の病
気の人との比較を皆語っていた。関節リウマチのＤさんは、病気になったから、今の私があるという。痛
みで仕事が思うようにできないこともあるが、痛みはコントロール可能であり糖尿病など日常に医療処
置がある疾患ではない「リウマチでよかった」と語っていた。遺伝性腎疾患のＢさんは透析生活が不便で
あるのは間違いないが、「大変な病気っていっぱいあるしね」と神経疾患と比較したら不便ではないと語
った。複数の生活習慣病をもつＣさんは、怠薬が命にかかわる HIV と比較し「生活習慣病ってそういう意
味ではまだね、あんまりないんで。」と、比較によりまだましという意味を自らの疾患に見出していた。
精神疾患のＡさんは、病気じゃないほうがもちろんいいと前置きした上で、病気である自分が自分であ
ると語る。他方でそれは、精神科の病気であり体の病気とは異なるとし、「リウマチの人とかもいたりす
ると、ほんとにつらいと思う」と、精神疾患であることを付き合っていける疾患として意味づけていた。
彼らは病いと切り離すことができない自らの生を数十年営むなかで、それがすでに己を構成する一部
となり、病を含めた自分がもはや否定の対象ではなくなっていた。他方で、病気であることを完全に肯定
しているわけではない。彼らは、他者の病気や症状、および生活制限と自らの状況を無自覚のうちに比べ
ることで、病いである自分を相対的に評価し、他よりも未だよいという消極的な肯定感を伴う意味が見
いだされていた。長く病むということが、病気との融合的な共生の在り方を可能にし、病いの意味更新が
なされていた。このような病者自身が長く病むなかで見出した知は、いまだ医療者には共有されておら
ず、慢性疾患病者の経験を理解する新たな視点をもたらすと考えられる。


A さん 強迫性障害で薬の効かない人もいる、身体的な痛みはない



B さん 透析よりも制約の多い病気はある



C さん 規則的に服薬しないと命にかかわる病気もある



D さん 痛いだけで水分や食事の制限はない



E さん 手術はまだはじめ〔の方の段階〕



F さん なんとか生きていけそうでよかった、日光を避ける生活の人もいる
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④仕方がない
語りの節々で見られたのが「仕方がない」「しゃあない」というフレーズであった。「仕方がない」は
日常生活でもしばしば耳にする言葉であり、臨床の現場においては患者・医療者問わず特によく聞かれ
るフレーズである。あまりに馴染みの言葉であるため、学術的に議論されることは少ないが、
「仕方ない」
には長期間病む経験や治らない病いとの付き合いのスタンスがあると思われる。病気の症状や不便さ等
は取り去ることができないが、それによって失った何かやできなくなったことを諦めること、すなわち
不可能性の認識であり、欲望・感情の馴化があった。
 B さん しょうがないといえばしょうがない、慣れ
 D さん そう見られることは仕方がない、言ってもしゃあない、痛いのは病気だからしゃあない
 I さん マイナスも多いけどしゃあないなみたいな
⑤自分と病気
研究参加者のうち 3 名は精神疾患であった。彼らに共通して見られたのが、病気が今の自分の一部で
あり切り離して考えづらいということである。どのような病気でも同じように受け入れることが可能な
わけではないが、精神疾患との対比で言うところの身体疾患との違いがうかがえた。
 A さん 病気は自分の本質に属している
 G さん （「発達障害」とは言わなかった）
 I さん 自分の一部（吃音）と異物（パニック障害）
⑥病気によるつながり
病気であることや病気の経験を他者に伝えることで、新たなつながりが生じていた。例えば、関節リウ
マチの D さんは、自身がリウマチ患者であることを隠さず、患者さんと「痛み」を介して相互につながり
あう「サークル」の中を生きていた。また、痛みや変形、朝のこわばりにより思うように動かない身体を、
子どもたちが様々な水準で補いともに生活を成り立たせる「サークル」も形成されていた。
D さん 他の患者たち、子供たちとの関係（サークル）
 F さん 痛いってこういうことなんやなっていうのがわかった
 H さん 心許せる人にはオープンにすると応援してくれる
（2）医療とどのようにつきあっているか
①薬や食事療法等を試してみて自分で評価する
長期間にわたる医療との付き合いのなかで、彼らは医療者からの指示や勧めに従うばかりではなかっ
た。特に内服薬や食事制限については、その様子が顕著であった。薬については、当初は指示通りに内服
し症状が改善した状態を維持していても、薬を一時的にやめてみることが試されていた。その後悪化し
たことを自覚し、再び内服を始めていた。食事制限についても、医師の指示通りにやってみたものの血液
データなどの目に見える大きな改善がなかったこと、また制限を緩めても大きく悪化しなかったことが
経験され、厳格に取り組むことをやめていた。医学的によい（とされる）ことが自分にとってよいかどう
かはわからず、個々の身体で試されたり、価値判断に基づき従うかどうか決定されていた。
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 A さん、D さん 薬を一時やめてみる →悪化したので復帰する
 B さん、C さん 一時期厳格に食事制限をしたがしばらくしてやめた
 E さん 医師たちとのバトル
 I さん （精神科の）薬を飲まないのは一般によくあること
②自律と依存／制約
疾患の特性によっては病状の悪化を最小限にするために、日常生活に様々な制限が加わることがある。
例えば、腎疾患では水分制限に始まり、タンパク質制限、塩分やカリウム摂取にも配慮が必要になる。糖
尿病では、食事療法としてカロリー制限、運動療法として定期的な有酸素運動と無酸素運動の継続が望
ましい生活として医療者から求められる。
加えて、定期的な病院受診も欠かせない。そこでは、様々な医療者との関係が生じていた。腎不全の B
さんは週 3 回の血液透析を受けており、生命維持には必須の治療になる。以前は、透析機器への入力作業
を患者が実施していたが、安全管理の面から全て看護師管理になったという。B さんは、それくらい患者
に任せてほしかったと残念そうに語っていた。B さんの生は透析に依存しているが、その機器への入力作
業は B さんにとっては自己コントロール感を得られる大事な作業になっていた。また、複数の生活習慣
病を抱える C さんは、毎月の受診と毎日の内服は欠かさずするものの、その他日常生活では食事や運動
などは特に改善することなく比較的緩くやっていた。医療者への依存、医療に必要以上に制約されるこ
とは、嫌なことであったり、自分の生の自律にとって脅威でありうることがわかった。
 B さん 透析の制約、自己コントロール感
 C さん 毎月通院する他は比較的ゆるくやっている
③信頼できる医療者の存在
研究参加者らは短くても 10 年以上、20 年、30 年疾患とともに生活しており受診歴も長かった。そこ
で語られていたのが、担当となる主治医についてである。精神疾患の A さんは、現在の主治医にたどり着
くまでに複数の病院を転々としており、そこでは常に医師への不信感があった。だが、現在の主治医に出
会ったときに信頼できる感覚を得て、この人の元でならば治療ができるのではないかと思ったという。
以降、紆余曲折を経ながらも 20 年以上現在の主治医のもとを受診していた。複数の生活習慣病を持つ C
さんも大学時代の同級生を主治医とし、病院が変わっても同じ医師にかかり続けていた。同級生の主治
医の診療を泳がせるスタイルであると理解し、自分のスタイルに合っていたこと、その主治医が異変を
知らせたときには本気で取り組むという長く付き合う上での構えが医師とともに作られていた。看護師
である D さんも、もしかしたら家系にリウマチの人がいることを同じ病院の医師に話、そこから確定診
断がついた。その後も、継続的な治療や関節の手術等も所属病院の医師のもとで行っており、気軽に話せ
ることが D さんにとっては、負担なく進行性の病気と付き合うことの一助になっていた。つまり、担当と
なる医師を人として信頼できるかどうかが、治療継続や良い状態を維持しながら、負担なく過ごせるこ
とに大きく関与していた。
 A さん 精神科の医師たち ↔ F 医師
 C さん 同窓生の医師だけにみてもらっている
 D さん 同じ病院の医師
15
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（3）長期にわたる病い経験の話を聞くこと
何十年にもわたる病いの経験を聞くことは、自分はこのように生きてきた、このように暮らしている、
将来の見通し等を含む人生の物語、もしくはその一部としての病いの語りを聞くことであった。それは
単線的な物語ではなく、出来事･経験自体に複数の面や構造があり、文脈や視点に応じて複数の意味付け・
評価が可能なものであった。その中で全体として見えてきたこととして、自分の生を主体として生きる
ということがあった。
また、語りの中で何が問題になっているかに着目すると、病い経験に関する以下の 3 点の行為論的な
見方が可能である。
⚫

病気により（意図せず）自分の行為の可能性が変わる；「私はできる」としての自己の変容であり、
病気は外的な付加物ではない。環境･社会の意味（affordance）の変化が生じる。

⚫

自分の身体（自分自身）を知ること；医学的知識と自分の経験によって、その可能性の中でどのよ
うに生きるか。ある種の‘探求の物語’であり、既存の克服や変容、A.Frank との違いも検討可能。

⚫

状態が悪化する（していく）可能性をどうみるか、医療とどうつきあうか。

以上、当事者へのインタビューを通して複数のことが明らかになった。既に論文となっているものもあ
るが、現在執筆中の複数の論文を書き上げ、本成果を書籍としてまとめていく予定である。
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２．生き生きカフェ
地域住民参加型イベント『生き活きカフェ』は本研究の大きな柱であり、成果でもあった。以下に、生
き活きカフェプログラムの評価と、参加者にとっての生き活きカフェの意味をアンケート結果から概要
をまとめ報告する。
（1）生き生きカフェ 参加者アンケート
東京・大阪・オンラインの計５回開催し、参加者は 20 歳～80 歳代の 79 名であった。第 4 回までの参
加者アンケート結果の概要を以下に示す。

職種（n=75）

年齢（n=75）
25

30

20
22
5

5

8

8

20-

30-

40-

50-

10

4
60-

70-

その他 医療関係

80-

5
主婦

4

会社員

4

自営業 大学関係

①参加者層
⚫

土日の開催であったが、60 歳以上が 65％と高齢者の参加が多かった。→高齢者のニーズとの一致

⚫

20～50 代の現役世代も、毎回必ず一定数参加していた。→テーマによる差はなかった

⚫

その他として「患者家族」という記載があり、本人だけではなく、家族という立場からも参加のニー
ズがあった。→参加者の条件を設けないことで、多様な背景の方の参加が可能になった
②参加の理由

⚫

参加の理由（n=101）

カフェのメインテーマである「病気
のことを語り合う」ことにニーズが
あった。
41

→他者の経験も聞きたいし、自分のこ

27

とも話したい。
⚫

11

慢性の病い経験に関すること、長く
病いと付き合いながら暮らすとい
うことへの関心が地域にもある。→
社会的な関心事
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③情報入手媒体
⚫

多くの参加者がチラシを見て参加しており、

情報入手媒体（n=58）

地域イベントではポスティングの広報効果が
高いことがわかった。特にインタネット環境

ML
その他
7%
3%

に馴染みの薄い高齢者には有効であった。
⚫

ゲストスピーカーの疾患に関心を持って参加

知人から

した方は、遠方からの参加者であり知人から

24%

の紹介や ML を介しての情報入手となってい

チラシ

た。

66%

チラシ

知人から

その他

ML

④ゲストスピーカーによる話題提供
病いとの共生に触れる、後半語りやすくするしかけとしてのゲストスピーカーの語りであったが、目の
前で本人が語ることによる、他の媒体にはないリアルさが訴えるものがあった。他方で、模範的な姿を見
ることは、そうできない自身を振り返ることにもなっていた。以下、自由記載の一部抜粋である。


一人一人の体験は違う、でもそれを聞かせてい
ただく機会は殆どなく、自分の体験のみで生き
ている中で 本日のお話は大変良かったです。



とてもリアルで具体的でよかったです。あっと

ゲストスピーカーによる
話題提供（n=31）

いうまに時間が過ぎました。
3%
10%



本音が聴けてとても心に響きました。



経験の生の語りをきくことができ、非常に興味
深かった。書いた文章と違って、言葉遣いや間
などが伝わって面白かったです。

87%



実際の経験ですごく迫力があった。



病気を怖がらず、味方につけ、開き直り、生き

よい

生きと楽しめるようにと、それはわかっている
つもりだが、それができず悩んでいます。


経験の内容の話は少し長く、理解が難しいところがありました。
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⑤病い経験を語るグループトーク
えんたくんを用いたワールドカフェ形式のグ

グループトーク（n=31）

ループトークについて、多くの方が良かったと回
答していた。通常の患者会やピアサポートなどで
は、同一疾患の患者が集まることが多いが、生き

1%
6%

活きカフェでは疾患や重症度、立場も多様な人々
が集まり、それぞれの病い経験の語りが共有され
ていた。同じ疾患であるとやはり比較が先だって
しまうが、多様な疾患や背景であったことが、気

93%

軽に話せたり聞けたりすることにつながってい
た。また、定例開催のような固定したグループで

よい

普通

改善の余地有り

はなく、生き生きカフェという 1 回性、グループ
も数回変わることで知らない人だからこそ、気兼ねなく話せるというメリットがあった。また、悩みを聞
くこと話すことの意味が自然と感じられていた。以下、自由記載の一部抜粋である。


色々な方のお話、ためにもなり、楽しくもあり、参加して良かったです。



とても深い話をすることができました。他の人の思いや悩みも聞けて、よかったです。



様々な疾患やバックグラウンドをもつ方々とお話をできて本当によかったです。こうした機会でお
会いする方々だからこそ、お話できることもあるとグループの方々とお話していました。負の面（?）
である悩みや疾患の話が、他の方の勇気になることは素晴らしいことであると思いました。



とにかく聞いてほしいという人達が集まっていてよい企画だと思います。



自分の親や祖父母程にも歳の離れた方ばかりでしたが、それが逆に新鮮で、また意外な発言や含蓄の
ある言葉に感心したり、また笑わさせて頂きました。ありがとうございます。



どうなることかと思いましたが、楽しかったです。

⑥課題
自由記載から大きく分けて 2 点の課題が見つかった。まず、参加者の年齢層が高齢者に偏っていると
いう点である。慢性疾患は若い人にも多く、若い人ほど他者と共有する場が限られており、テーマや開催
方法を工夫することで、高齢者以外にもアプローチができるのではないかと考える。以下、自由記載の一
部抜粋である。


難しいと思いますが、子育て中の 30～40 代（50 代も）の方の参加が増えるといいですね。



20-30 代の若い世代の慢性疾患の人ともっと話せたらと思いました。ぜひ今後は若い人もどんどん
呼びこんでもらえたら、もっと生き活きしたカフェになるのではと思います！
2 点目は、生き活きカフェがいつでも、どこでも、誰でも開催できるようにすること、ならびに必要が

あるところには、定期的に継続開催できる仕組みを作ることである。現在、生き活きカフェは本研究プロ
ジェクトメンバーのみで運営しており、マンパワーの関係で最大 2 年間で 5 回の開催となった。定期開
19
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催していた荒川と高槻では、今後も継続してほしいという声が複数聞かれた。そのため、方法をパッケー
ジ化して公開し、地域の中でカフェのファシリテーターを担える人材を発掘・育成することも長期的に
は必要であると考える。以下、自由記載の一部抜粋である。


自分の気持を少し話しができたと思います。会話の素晴しさを今さらながら思いました。



このようなカフェは、“癒し”が実践できる場だと思います。ここから救われる人が増えるのではな
いかと期待しています。



今後も参加させていただきたいです。

（２）生き活きカフェという方法がもつ力
日常生活において、病いを語る場/聴く場が少ない現代社会において、病いを語る/聴くことの意味カ
フェという場で、他者のリアルな“病いとの共生”に触ることが、自らの経験を他者に開きつつその経験
の意味を見出すことに繋がり、結果として参加者をエンパワーしていたことが確認された。本研究で開
発した『生き活きカフェ』は、他者の経験に触れることで自らの経験に意味を見出す機会を創出する上で
有効なプログラムであることがわかった。
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