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序章 
 
本章では，導入として，ALSについての基本的知識のなかでもまずは医学的な情報を概説

する（第1節）．次に，ALSをめぐる研究の状況とその問題点が示され，そこから導かれる，
この時点ではなお漠然とした本研究の関心と目的が述べられる（第2節）．最後に，本研究
全体の構成が示される（第3節）． 
 
1 疾病としてのALS 

 
ALSという疾病がある．議論の前提を共有すべく，まずはその医学・生理学的な情報と，

それに付随する論点についてまとめよう．精確な病理や機序を記すことはできないし，そ
れはここでの主眼でもない．さしあたって本研究の議論を追うにあたって必要と思われる
医学的な情報を，過不足のないように共有することがここでの目標である．なお，本節の
記述は主に日本ALS協会（2005）に従っている． 

ALSはamyotrophic lateral sclerosisの略称であり，日本語では筋萎縮性側索硬化症と呼ばれ
る神経疾患である．その症状は，端的に言えば全身の筋肉が麻痺して動かなくなるという
ものだ．より精確に言えば，運動ニューロンが侵されることによって，脳から随意筋（筋
肉の中でも私たちの意志で動かすことのできる筋肉）への指令が伝わらなくなり，身体が
動かせなくなるのである．こうした特性上，不随意筋（私たちの意志で動かすことのでき
ない筋肉）である心臓を含めた内臓などの器官は，随意筋と同じようには衰えない．使わ
ないままでいるために筋肉は痩せ衰えるが，あくまで直接に侵されているのは運動ニュー
ロンであるため，近年では運動ニューロン疾患 (MND: motor neuron disease) という呼称も
用いられる． 
個人差はあるものの，おおむね四肢や指先の痺れ，話しづらさなどから自覚症状があら

われ，徐々に全身の不随へと進んでいく．呼吸をつかさどる筋肉も同様に侵されるため，
個人差はあるが数年程度で自発的な呼吸が困難になり，患者は死亡する．中高年および男
性での発症が多く，その多くは遺伝によらない孤発性であり，その場合原因は不明である．
こうした臨床像は，フランスの医師ジャン＝マルタン・シャルコーによって紹介され，こ
れまで広く共通認識となってきた．先のノーベル賞でも話題になったiPS細胞を始めとして，
さまざまな先進技術をもちいた治療の研究は進められているものの，いまだ確たる治療法
や根治が可能な薬は存在しない．リルゾール（リルテック）という薬で症状の進行を抑え
ることはできるとされるが，完全に止めることは難しいようだ．難病の王様とも言われる
所以である． 
一方で，人工呼吸器の装着によって，自発的な呼吸が不可能となることによる死亡は回

避が可能である．この場合，ALSが直接の死因となることはなく，十年以上にわたって生存
している患者も少なからず存在している．こうした患者の運動機能はなおも衰微し，まぶ
たの開閉機能や眼球運動，全身のごく一部の筋肉の動きなどが残される状態に至る．人工
呼吸器の装着にともなう喉元の気管切開によって発話能力が失われる場合が多く，身振り
手振りもその状態に至っては難しい．つまり，こうした患者は意志をアウトプットするこ
とがきわめて難しい状況におかれる．そこで，こうした患者の意志表出は，先述のような
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残存機能で特殊な福祉機器を駆使することによっておこなわれることとなる．しかし，最
終的にはそれらの残存機能も失われ，MCS（minimal communication state: 最小限のコミュニ
ケーション状態）ないしTLS（totally locked-in state: 完全な閉じ込め状態）という予後に達
するとされる．こうした予後はしばしば絶望的なものとして語られるが，しかし発症から
数年での死亡に比して，数多の困難を抱えつつも生存できるという点を積極的に捉えるこ
とは可能である．そうした立場の人々は，人工呼吸器装着以後の，こうした過程をも視野
に入れた臨床像を「新しいALS観」として提示し，呼吸不全による死亡をすなわち最終的な
予後と捉える前述の臨床像を，「今までのALS観」としてこれに対置している（図1参照）． 
 

 
 

図1：筋萎縮性側索硬化症の全臨床経過 
出典：日本ALS協会（2005: 5） 

 
ALSにおいて特殊なのは，随意的な意図，要は健常者と同等の精神・意識が（ALSによっ

ては）侵されないという点である1)．情動運動系に障害がおこることはあり，笑ったり泣い
たりといった感情の制御ができなくなるという症状が起こることはあるものの，明晰な意
識は発症以後も保たれ，知能も低下しない．また，嚥下障害由来の痰の詰まりによる聴力
の低下や，老化による視力の低下などはあるにせよ，ALSによって五感が侵されることもな
く，インプットの機能はまったく正常なまま保持される．身体がまったく動かなくなるの
に対し精神が健常であるという極端さや，インプットが完全であるのに対しアウトプット
が大きな制限される点，また疾病であると同時に障害でもあるというその症状の特殊性は，
ALSを学問領域の垣根を越えて研究の俎上に載せてきた． 
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呼吸器の装着をめぐっては，家族の負担となることや回復が見込めないことなどを理由
として，つけないという選択（治療の不開始）が現実におこなわれており，資料によって
数値にぶれはあるが，おおむね患者の7割がこうして亡くなるとされる（長岡・川口 2012）．
一方で，呼吸器を一度つけたら外す（治療の中止）ことはできない．なぜなら，治療の中
止は殺人罪に該当する可能性があり，医師の免責が法的に明文化されていないからだ．こ
うした状況から，ALSは尊厳死の是非をめぐる論争でしばしば対象となる病気でもある2)．
尊厳死とは，これを推進する団体によれば，「傷病により『不治かつ末期』になったとき
に，自分の意思で，死にゆく過程を引き延ばすだけに過ぎない延命措置をやめてもらい，
人間としての尊厳を保ちながら死を迎えること」（一般社団法人日本尊厳死協会ウェブペ
ージより）を意味する3)．長く潜在的に進められ，2009年の臓器の移植に関する法律（臓器
移植法）改定を直近の布石として法案提出がなされようとしている終末期の医療における
患者の意思の尊重に関する法律案（仮称，いわゆる尊厳死法案）をめぐっては，尊厳死協
会がALSを尊厳死の対象に組み込むことについて積極的であることが，当該団体の前理事長
から明言されている（井形・桑山 2012）．ALSの患者やその介護者，遺族の中には，当事
者としてこの論争にコミットするものも存在している． 
 
2 初発の関心と目的 

 
本節では，ALSをめぐる研究の現状を概観し，そこから導かれる本研究の関心と目的を述

べる． 
先にも述べたように，ALSをめぐっては各学問領域から精力的な研究が展開されてきた．

CiNiiやGoogle Scholar，PubMedで「ALS」ないし「筋萎縮性側索硬化症」を検索語とすれば，
数多くの論文を見つけることができるだろう．各ディシプリンでの内容を見ると，医学や
生理学，薬学では，その原因と機序の解明や症例の報告，治療法および治療薬の確立にむ
けた研究が進められている．看護学では，個々の看護技術の洗練や，患者および看護師の
看護におけるストレスとその対処などが考察されている．また工学では，残存機能が乏し
い中で意志疎通を可能とするような福祉機器の開発へ応用することを目指した研究がおこ
なわれている． 
一方で，ことに社会学に目を向けると，その対象はALSを取り巻く諸問題の中でも，人工

呼吸器装着にまつわる尊厳死の問題がクローズアップされる傾向があるようだ．とはいえ，
これは長年ALSを対象としてきた立岩真也が，尊厳死問題に注力していることに由来する
（立岩 2004, 2008ほか）．同様にALSを対象とした研究のある伊藤智樹も，いまのところは
立岩の議論を規範的問題として再構成するにとどまっている（伊藤 2012）． 
たしかに，尊厳死の問題は重要である．この問題に対する明確な立場をとりあぐねてい

る人でも，この問題が重要であることには異論を挟まないであろう．法学，経済学，医学，
哲学，倫理学，死生学などがそれぞれの知見を最大限活用しておこなわれている議論に対
して，社会学も同様にその蓄積を提供することは，学がなすべき責任として今後も強く意
識され，果たされなくてはならない． 
しかし，ALSを患った患者とその介護者に対して社会学がなしうる貢献は，尊厳死をめぐ

るものに限定されるのだろうか．そうは思えない，というところから本研究はスタートす
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る．この問題意識は，ある患者の達意の語りによって端的に示されよう．すなわち，「患
者の生活をやるのが社会学．尊厳死なんて一部の人間がやってるだけじゃない．患者は生
きるので精一杯」（フィールドノーツ 2012/08/05）．尊厳死にまつわる議論がたしかに重
要であるとして，しかしそこには現に生きている患者がおり，それを支える介護者たちが
いる．彼らは，無色透明な匿名の何者かではない．そこにいるのは，発症の前後にかかわ
らず他者とのつながりと固有の人生をもった，その意味でALSを患っていない人々とまった
く等しい，そういう人々である．そして彼らの人生は，尊厳死によって終わらせないこと
を選ぶのなら，その選択のあとも続いていく．こうしたリアリティがある一方で，尊厳死
をめぐる議論はしばしば理念的・抽象的であり，そしてそれは尊厳死という決断や行為の
手前においておこなわれている．つまり，これまでのように尊厳死の問題のみを考えてい
ては，尊厳死をするか否かという選択の先にある彼らの生を，議論の範疇とすることがで
きなくなってしまうのだ．こうした彼らの生活は，患者自身や家族・遺族が書いた本など
で垣間見ることができるけれども，川口有美子（2009a）などの例外を除いてそれらの多く
は自費出版であり，こうした患者の生が広く知られる機会はこれまで限られてきた．本研
究が考えたいのは，このようにして忘れられてきた部分，尊厳死をしないという選択の向
こう側にある患者の生だ．「精一杯」だと言うのなら，その「精一杯」なありさまを丹念
に見て，考えていく．彼らにとってはごくありふれた，しかし多くの人々にとってはあま
りに縁遠い，そんな彼らの日常を描き，そこに出現する困難とその対処を記述する．こう
した作業も，社会学においてなされるべきなのではないだろうか． 
こうした問題意識ゆえに，本研究は尊厳死の議論から一度距離をとる．繰り返せば，本

研究が対象とする人々は生きることを選んだ人々である．その選択に至るまでには想像を
絶する懊悩と葛藤があったのだろうし，その選択以後に一切の後悔がないと言い切れる人
は少ないのかもしれない．しかし彼らは現に生きているのであって，彼らの日常に惹かれ
たのならばもはや是非もない．尊厳死の問題については，本研究ではひとまずおいておく． 
とはいえ，ここで急いで言い足さなくてはないけないことがある．そのひとつは，本研

究が尊厳死の問題系から離脱することが，没価値的思考を意味するわけではないというこ
とだ．そもそも，尊厳死を選ばなかった人々の生を問うことは，すでに一定程度，尊厳死
に対する反対の立場表明になってしまっている．重要なことは，そうした価値判断に自覚
的であること，そうした価値判断が意図せず滑りこむことによって分析が曇らぬようにす
ること，その意味においての「価値自由」（Weber 1904＝1998）である． 
また，本研究が尊厳死についての議論に大きく踏み込まないことが，本研究と尊厳死の

問題とが接続される可能性を絶つことにはならないという点にも注意を向けたい．むしろ
逆で，本研究は既存の議論と正対して，これを補完しうる．なぜなら，ALSをめぐる法的，
医療的，政策的議論においては，患者や介護者の実態がその議論の前提としてそもそも存
在していなければならなかったはずであり，本研究がいまだ広くは知られざるALS介護とい
う営みを記述することによって，既存の議論の土台が後付けながらも付加するならば，尊
厳死をめぐるそうした既存の議論もより実際的なものになるであろうからだ．そうした患
者の実態は，ALSのみを対象としない尊厳死一般の議論においても参照可能だろう．なぜな
ら，見田宗介（1979）の言うように，極限事例はひとつの準拠点となるのであって，身体
のほぼ完全な静止と意識の十全な継続は，身体障害者や高齢者――それは可能態としての
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私たちである――についての既存の議論を再考する上でも参照に値するだろうからだ．現
に，最高度の身体不自由であるALSに対する行政上の支援（具体的には介護保険等の支給時
間数）が，そのほかの身体障害に対する支援を決定する際の準拠点となることが，行政実
務の上でおこなわれているのである（フィールドノーツ 2012/08/03）．ALSは，その他の疾
病や障害を見通すための窓となりうるのだ． 
尊厳死の問題を考えるのはこうした作業を経てからでも遅くないはずだ，とまで言うこ

とはできない．尊厳死に危機感をもつ人々にとっては，法案提出間近の現状は急を要する
のである．しかし，この作業が同時におこなわれるぶんには問題ないはずだ． 
まとめよう．本研究は，既存の研究において，とくに尊厳死論争において見逃されてき

た，患者のリアルな生に着目することを通じて，まずはその実態を丁寧に記述し，そこに
生起する問題を捉え，これをもって既存のALSをめぐる議論との接続を図るものである．ス
タートラインにおいて，本研究は以上のような問題関心をもつ． 
 
3 本研究の構成 

 
では，ここで，本研究全体の構成を概観しておこう． 
まず本章では，ALSの医学的知識が説明され，現状において社会学がなしてきたALSに関

する研究が尊厳死というトピックに限られる傾向が確認された．それを受けて，尊厳死と
いうトピックから一旦離脱して，ALS介護の実態に迫る必要が主張された． 
第1章では，ALS介護についてのこうした関心をより特定化していく．まずは本章で述べ

た関心に従い，ALS介護の日常が描かれる．従来の障害者支援において叫ばれた当事者主権
という理念がALSの介護においても通用しているように思えることが確認されるが，しかし，
昨今の当事者主権に対する再考の動きを踏まえると，ALS介護もまた違ったように見えてく
ることが示される．そこで，当事者主権を新たな観点からアップデートするという本研究
の目的が導かれる．また，そうした捉え返しによって，本研究が既存の研究の中でどのよ
うなものを参照し，土台としていくべきなのかが自ずと見えてくる．それは「限定性」と
いう概念を駆使した一連の研究である． 
第2章では，広く医療・看護・介護の領域にわたって，限定性といった概念を用いて何が

どのように研究されてきたかが洗い出される．合わせて，本研究において限定性とその周
辺の概念をいかに操作化・精緻化することが適切であるのかもここで検討される． 
第3章では，本研究の調査の概要が示される．調査協力団体および調査協力者との接触，

調査協力者の基本的属性，調査の実施歴，調査倫理，分析の視角などがここで詳述される．
また，調査対象者の偏りについてのエクスキューズと，それでもなお本研究が果たしうる
意義についてもここで述べられる． 
第4章からが，本研究の経験的記述をなす． 
第4章では，まず職業的な介護者の限定性が構成されていく様態が，とくに患者とのやり

とりに注目しながら記述される．ALS介護の現場に，当事者主権の発想が引き継がれている
側面があることを確認した上で，しかし，それを越えでるような部分もまた発見されるこ
とを指摘し，それを可能としている職業的な介護者の限定性がどのように構成されている
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のかを述べる．また，その限定性にはどのような困難があるのかもここで合わせて考察さ
れる． 
第5章では，介護者間のやりとりに注目しながら，職業的な介護者の限定性がどのように

維持ないし変容するかが主題となる．介護者間のやりとりによって，限定性が標準化・画
一化される側面がある一方で，そうはならない場面も存在することが確認され，その違い
がどのようにして生まれるのかが分析される．また，介護をする家族の立ち回りが職業と
して参入する介護者の限定性にどのように影響するのかもここで述べられる． 
第6章では，介護する家族の限定性の構成が述べられる．職業的な介護者にはない独自の

属性，すなわち「家族である」ということが，介護者としての家族の限定性にどのように
影響するのか，そうして構成される介護する家族の限定性がもつと思われる性質とはどの
ようなものなのかがここでの主題である． 
第7章では，そうした家族がもつ限定性の困難とはどのようなものであるのか，またそれ

はどのように家族によって対処されているのかが述べられる．その困難を根本的に消し去
ることが難しいことを認めた上で，しかしそれでも負担の軽減をしうる可能性を示唆する
ことがここで目指される． 
以上の議論を受けて，結章では，当事者主権を昇華させた介護のあり方，すなわち患者

と介護者のあいだで生起するニーズをないがしろにせず，同時に介護者の側の負担を増大
させないような介護のあり方を素描する．その上で，本研究の限界と，本研究を踏まえた
上でおこなわれうる今後の研究の展望について述べ，論を閉じる． 
 
［註］ 

 
 1) 精神症候をともなう症例も確認されているが，比較的稀な例である（吉野 2001）． 
 2) 尊厳死それ自体の是非と，尊厳死を法制化することの是非は分析的に区別することが

でき，十分な情報に基づいた熟慮の末の個々人の決定としての尊厳死を認めつつ，法
制化には反対するという立場が十分可能である．しかし，ここではそれらを尊厳死に
まつわる議論として総合的に扱うこととする． 

 3) 安楽死や，その下位分類であるところの積極的安楽死・消極的安楽死といった言葉と
尊厳死の関係性，概念の定義については諸説ある．また，尊厳死（の法制化）に反対
する者たちは，こうした定義に対して，不治や末期といった言葉の意味するところが
不明確であるといった指摘をおこなってきた．なお，以下では尊厳死などの法律に関

わるものについてのみ，法律用語であるところの意思
、
をもちいることとし，それ以外

については一般の語彙であるところの意志
、
をもちいることとする．ただし，文献から

の引用の場合にはこの限りでなく，原文での表記に基づくこととする． 
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第1章 問題の所在  
 
前章では導入として，ALSの症状等についておもに医学的な視点から概観した．しかし，

それだけではALSの在宅療養の社会的な側面，すなわち，生活の中でどのような制度を用い，
どのような人々からどのような支援を受けているのかといったことはわからない．尊厳死
といった問題ではなく，ALS介護の日常における問題を探ることを目的とする本研究を始め
るにあたっては，そうしたALSの在宅療養の社会的側面も把握しておかなくてはならないだ
ろう．そこで，本章ではまず，ALS患者の日々の生活について，概略的に説明することとし
よう（第1節）． 
次に，ALSの介護において見られる，患者本人の意志は誰にも侵されず，誰にも譲れない

という理念＝当事者主権は，ALSにおいて特異なものではなく，障害者運動の歴史のなかに
ALSの介護も違和なく位置づけられるように思われることを確認する（第2節）． 
しかし，当事者主権という理念が，一方では行き詰まりを見せていること，あるいはそ

れが当初の理想を裏切り，患者本人を苦しめるものにも反転しうることを示し，ALS介護に
も同様のことが言えることを主張する．このことを踏まえ，当事者主権が目指したものを
守りながら，別様の方途によってそれを達成する仕組みを構想することを本研究のより具
体的な目的として引き受けることを言う（第3節）．こうした本研究の目的は，尊厳死にお
ける自己決定権を批判することと，当事者主権の主張する本人の意志の尊重という理念を
矛盾なく接続させるための試みでもあり，ひるがえって尊厳死をめぐる議論にも資するも
のでもある． 
続いて，その企図を達成するためにはどのような既存の研究を検討すればよいのかを考

え，次章の方針を定める（第4章）． 
 
1 ALS介護の日常 

 
前章ではALSの医学的・生理学的知識を中心に概観したが，本研究はとくに患者や介護者

の生活に着目しようとするものであった．そこで，ここでは改めて，そうした症状をもっ
て生きる人々や，その周囲の人々の生活を見ていこう．ALSを患う人々，とくに人工呼吸器
装着以後の彼らの生活と，それらの人々を介護する人々の様子を記述することによって，
一般には広く知られることの少ないALS介護のイメージに具体性をもたせ，次章以降の理解
を容易ならしめることがその目的である．繰り返しになるが，本研究が対象とする患者は
尊厳死を選ばずに人工呼吸器を装着している人々であり，そうした人々は多くの場合，全
身不随に近い状態にある． 
なお，本節の記述の大半は，後述の調査で筆者が実際に見聞きしたことに基づいている．

以降の記述はある程度の患者に共通すると思われるが，ALS患者はその症状や療養上の必要，
そして当然ながら性格などに多様性があるため，以下がすなわちALS患者一般にあてはまる
わけでないことを了解されたい． 
また，健常者の日常がそうであるように，患者の日常にも毎日変化があり，固有の経験

がある．一方で，またこれも健常者の日常がそうであるように，生活の中で多くの日に繰



 

 10 

り返しおこなわれていることも多い．ここでは，そうした日常の決まりきった面を中心に
みていくこととする． 

ALS患者が一日の多くを過ごすのはベッドの上である．これは普通のベッドではなく，介
護用に高さや背の角度を調整できるものだ．患者は仰臥位（あおむけ）にベッドの上で寝
ているか，ベッドに中程から角度をつけて半座位（上半身をななめにした状態）の姿勢を
とっている場合が多い．患者の横には小包程度の大きさの人工呼吸器本体が設置されてお
り，規則的な音を発している．人工呼吸器と聞くと，多くの人は鼻と口を覆う半透明なマ
スクを想像するかもしれない．それはNPPV: non-invasive positive pressure ventilationと呼ばれ
る非侵襲的人工呼吸療法である．ALSの患者が用いるのはTPPV: tracheal positive pressure 
ventilation，すなわち侵襲的人工呼吸療法であり，人工呼吸器の本体から伸びる直径2cmほ
どの半透明の蛇腹状の管は，切開された患者の喉元に直接つなげられている．ALS患者は嚥
下にかかわる筋肉も衰えている1)ので，唾液を肺の方へ誤嚥する危険があり，器官切開手術
以前にNPPVを経過することはあるが，尊厳死を選ばないのならば，最終的にはTPPVを装
着することとなる2)．人工呼吸器の装着（およびそのための気管切開手術）が，ALS患者に
とっての大きな分岐点であるであることは前章で述べたとおりだ． 
人工呼吸器によって息をすることはできるが，人間は呼吸によってのみで生きられるわ

けではない．すなわち，食べなければならない．しかし，嚥下の難しいALS患者の場合には，
経口，すなわち口からの栄養補給は難しい．そこで，症状の進んだALSの多くは胃瘻を造設
する．つまり，腹部に穴を開け，直接胃に食事を送るようにするのである．これが経管栄
養の注入である．腹部に開けた穴から，経管栄養食と呼ばれる各種の食事や，水分，ある
いは内服薬が患者に注入されるのだ．現行の法律上，一度装着すれば中止することのでき
ない人工呼吸器に対し，胃瘻は不必要になれば使わなくてもよい．とはいえ，ALS患者の場
合には不必要になるということは通例考えにくく，胃瘻の造設手術は気管切開と同様に重
大な選択としてALS患者に迫ってくる． 
また，食べたものは出さなければいけない．すなわち排泄である．方法は様々であるが，

おむつや尿器，ポータブルトイレが用いられる．排泄時に加え，着替えや入浴介護の際に
は，身体，とくに性器が露出することになる．本研究ではそうしたセクシュアリティの絡
む問題に踏み込むことはできないが，必ずしも同性介護が基本とはなっていないALSの介護
において，これは重要な論点を孕むものであると考えられる． 
人工呼吸器のそばには，似たようなサイズの機械がもうひとつある．それは，喀痰の吸

引器である．嚥下の難しいALS患者の気管には，唾液や痰といった広義の喀痰が溜まる．そ
のため，これを吸引しなくてはならない．吸引器はそのための機械である．吸引器は，ご
くわかりやすく言えば掃除機のようなものだ．本体から伸びるチューブにカテーテルを取
り付け，切開された気管に装着されたカニューレの穴にカテーテルを差し込んで，患者の
気管内を吸引する．この際，人工呼吸器は一時的に外される．息を止められているのだか
ら，患者は当然苦しい．しかし，個人差はあれど，吸引は数十分に1回ほどの頻度でおこな
わなくてはならない行為である． 
上記の経管栄養の注入や喀痰の吸引は医療行為である．そのため，これらを介護職員が

おこなうことは法律の文面においては長らく禁止されてきた．家族は医業としておこなっ
ていないからこれらの医療行為をしてもよいとされていたが，それは家族の負担を過度に
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強めるものであったし，そもそも家族と同居しない患者に関しては，吸引のたびに医師や
看護師が訪れなくてはならなくなる．これは到底現実的ではない．2003年には，厚生労働
省医政局長通知によって実質的な違法性阻却が認められ，介護職員がこれらの行為をおこ
なうことは可能となったものの，そのときもあくまで例外規定としての認可であった（日
本ALS協会 2005: 237-43）．社会福祉士及び介護福祉士法が一部改正され，一定の指導を受
けた介護職員の医療行為が正式に認められたのは，2012年4月のことである． 
吸引以外の場面においても，着替えや体位の変更，車椅子とベッドの間の移動など，生

活の様々な場面において人工呼吸器が一時的に外されることはよくある．こうした脱着の
中で人工呼吸器のチューブがうまくはまっておらず，窒息によって患者が死ぬ事故がしば
しば起きる（長岡・川口 2012，フィールドノーツ 2012/09/25）． 
呼吸器が外れて息が苦しいのならばそう伝えればよいではないかと，ALSをよく知らない

人なら言うかもしれない．しかし，それができないのがALSである．身体は動かないし，発
声に必要な筋肉も動かないから抗議の声を挙げることはできない．また，スピーチカニュ
ーレやスピーキングバルブなどの器具はあるものの，人工呼吸器装着のために気管を切開
すると声が出せなくなる場合も多い． 
とはいえ，ALS患者との意志伝達がまったく不可能なわけではない．前章でも触れたよう

に，いくつかの方法で，症状の進行したALS患者ともコミュニケーションをとることが可能
である．まず，パーソナル・コンピュータ（パソコン）と各種スイッチを用いる方法があ
る．これらは，人工呼吸器や吸引器に次いで，患者の身の回りにある機械であろう．患者
が扱うスイッチは，患者の残存機能や症状の進行に合わせて様々に作成・適合される（図2
参照）． 

 

 
 

図2 スイッチの例（市販のプリンの容器を改造したもの） 
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こうしたスイッチを，症状が進んでも比較的機能が残りやすいとされる指先やまぶた，
あごの筋肉などで操作し，患者は信号をパソコンに送る．パソコンの側には，そうした単
純なスイッチでも操作を可能とするソフトウェアを導入しておく．代表的なものは「伝の
心（でんのしん）」であろう（図3参照）． 

 

 
 

図3 伝の心の会話画面（患者宅にて撮影） 
 
たとえば，「こんにちは」という文章を患者がつくる場合を考えよう．画面には五十音

表が画面に表示され，縦長のカーソルが「あかさたなはまやらわ」の各行を順次移動して
いく．最初の「こ」はか行だから，患者は「か行」でスイッチを押す．すると，今度はカ
ーソルが「かきくけこ」と移動していくので，カーソルが「こ」に来たら患者はまたスイ
ッチを押す．こうして一文字ずつ入力し，文章を作っていく．伝の心では，同様の操作方
法でパソコンの様々な機能を使うことができる．細かな違いはあるが，「オペレートナビ」
や「HeartyLadder」など，同じように意志伝達が可能なソフトウェアが存在している． 
入力については，スイッチ以外にも脳波や視線を検知するものがある．とくに脳波につ

いては，これまでTLSとされてきた人々とのコミュニケーションを開く可能性が期待されて
いる3)．PCではない電子機器としては「トーキングエイド」などがある．これは四肢などの
動きが比較的残存している患者に限定されるが，五十音やよく使う単語の書かれたボタン
をひとつずつ押して，機械が発声するというものである． 
電子機器を用いない方法としてもっとも基本的なものは透明文字盤である（図4参照）．

透明文字盤は，五十音が書かれた透明な板である．介護者はこれを患者と自分の間にもち，
患者は伝えたい文字を見る．介護者が患者の視線を一文字ずつ読み取り，文章をつくって
いく．患者に合わせて，よく使う単語や，吸引・排泄などの日常的な要望を書いた文字盤
を作成することもできる． 
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図4 透明文字盤 
 
また，口文字と呼ばれる方法もある．さきほどの例と同様，「こんにちは」を伝える場

合を考えよう．患者は口を「お」の形にする．介護者はそれを読み取り，お段，すなわち
「おこそとのほもよろを」を読み上げていく．「こ」のタイミングで患者はまばたきなど
の合図を送り，文字を確定させ，以下同様の手順を踏んで文章を作っていく．この方法も，
患者に合わせて「ん」をお段扱いにする，濁点や半濁点はばたきの回数で見分ける，や行
やら行など，時間のかかる音の場合には別の合図を決めておくなどのアレンジが可能であ
る． 
こうした各種の意志疎通手段はそれぞれに一長一短がある．電子機器を用いない方法は，

故障の心配がなく，外出時に用いることも可能であり，費用もあまりかからない．また，
症状の進行にともなってスイッチを逐一適合させる必要もない．場合によっては，電子機
器を用いるよりも早い発信が可能である．一方で，介護者がいなければ患者が意志を読み
取ってもらうことはできないし，介護者の側にも一定の熟練を要するため，属人的な脆弱
性をもつ．くわえて，意志を読み取っているあいだ，介護者は手を止めなければならない
ことも多いので，その他の介護ができない．このほか，自身も障害者で，口文字と類似す
る方法で意志疎通をおこなっている天畠大輔によれば，いわゆる「ぎなた読み」や「誤変
換」が発生しやすいこと，健常者同士の会話のスピードについていけないこと，本人と支
援者以外の第三者との会話において，通訳にすぎないはずの支援者と第三者が会話してい
るかのような錯覚が生まれてしまうことなどの難点が指摘できる4)（天畠 2012: 23-8）． 
反対に，電子機器を用いる場合は，介護者を介さずとも患者の自発的な意志表出が可能

である．しかし，行政からの補助があるとはいえ，こうした福祉関連機器はその需要の小
ささもあって初期投資が相対的に大きくなる．また，機械であるがゆえに故障の不安が常
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にあり，外出時に携帯することが難しい場合も多い．くわえて，自発的な意志表出ができ
るとはいえ，それを可能ならしめる機械自体の設置やスイッチの適合は介護者に委ねらて
いる． 
以上のようなALS患者のコミュニケーションは，ここまで見てきたような介護において，

患者側の要望を伝えるために必須のものであり，その意味において介護のほぼすべての側
面においておこなわれていることである． 
さて，ここまで記述してきたのはおもに在宅での介護の様子だ．ALS患者の外出時には，

また異なる様子が観察される．外出の頻度は個人差が大きいところではあるが，活動的な
ALS患者の場合，週に数回ということもある． 

ALS患者が外出する際には，まず車椅子に乗らなくてはいけない．当然自分では乗れない
から，介護者が抱きかかえて乗ることになる．ALS患者の乗る車椅子は，一般に想像される
車椅子に比べると，いささか重装備に見えるかもしれない．というのも，姿勢保持の難し
いALS患者は，腰を90度に曲げた座位の姿勢を取ることができない．ゆえに，車椅子はリク
ライニング機能のついたものとなり，そこに半ば寝そべるようにして患者は座る．くわえ
て，車椅子には充電式の人工呼吸器と吸引器が取り付けられるから，ALS患者の車椅子はど
うしても大仰なものに見えてしまう．車椅子に乗って自宅を出たあとは，徒歩で目的地ま
で行くか，電車に乗るか，あるいは介護タクシーを呼ぶかというのが主な選択肢だ．介護
タクシーならドア・トゥ・ドアでの移動となる．移動中の揺れに患者が投げ出されないよ
うに気をつけるくらいのもので，他の移動手段に比べると相対的に楽ではあるが，そのぶ
ん割高である．比較的近い距離であれば徒歩が選択される．平坦な道であればそれほど介
護者の苦労はないが，段差や坂道などは存外に力が必要だ．また，はじめて車椅子を押し
た介護者は，日々意識されることのない傾斜が世の中にはたくさんあることにも気づくだ
ろう．それらに気を配りつつ，しかし患者の様子を気遣うことを忘れないでいることは，
見た目以上の気力と体力を用いるものだ． 
以上に比して，電車の場合はいささか大変である．まず，駅の入り口から改札，改札か

らホームまで，それぞれにエレベーターないし車椅子が乗れる機能のついたエスカレータ
ーがなくてはならないから，場合によっては最寄り駅が使えないことがある．そうした設
備のある駅まで歩いたら，車椅子に乗る患者と介護者がいる旨を駅員に伝え，即席のスロ
ープを手配してもらい，電車に乗り込む．都内の駅のアナウンスでしばしば耳にすること
のある，「お客様ご案内」である．電車内に車椅子用のスペースがあればそこで車椅子を
固定するが，ない場合には優先席付近で過ごすことが多い．降車駅につくと，すでにスロ
ープをもった駅員が待機している．どの電車の何両目に乗っているのかまで，乗車駅から
連絡が来ているのだ．スロープを使って降車したら，またそこから駅の外に出て，目的地
まで徒歩で進む．帰り道は以上を巻き戻すことになる．その他，例外的ではあるが，飛行
機や新幹線での移動をおこなう患者もいる． 
ここまで，ALS患者の生活を概略的に示してきた．もちろん，患者の生活が以上みた要素

で尽くされているわけではない．ここで挙げたもの以外にも，残存機能を維持するための
リハビリテーションや訪問看護なども患者の日常を構成する要素である．友人などの訪問
とその対応も，程度の差はあれありうることだ． 
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さて，以上のような日常をALS患者が営むにあたって，家族のみがこれを支援することは
なかなか難しい．そこで職業的に介護をおこなう専門職が必要になってくる．そうした人々
のなかでも，リハビリテーションなどの特定の役目をもった時間的にも短い従事をする理
学療法士などではなく，生活の全般にわたってこれらの介護をおこなう者について，ここ
で確認しておこう．多くの場合，彼らは資格をもっている．その資格は重度訪問介護従業
者，訪問介護員（通称ホームヘルパー），介護福祉士が主たるものである．取得方法はそ
れぞれ異なるが，一定の講習や実習，実務経験，国家試験での合格といった方法によって
質が担保されており，介護者がこれらの資格を重複してもっていることもままある．重度
訪問介護従業者は，障害者自立支援法5)における重度訪問介護を担う．これは，都庁前での
座り込みといった脳性麻痺患者の活動によって実現した，重度脳性麻痺者介護人派遣事業
（のちの全身性障害者介護人派遣事業）を前身とする制度である．障害者自立支援法には
年齢の制限がないので，障害者手帳をもつすべての患者が活用することができる．サービ
ス内容に比較的柔軟性があり，支給時間数も全体の多くを占める．重度訪問介護従業者が
この重度訪問介護の制度下でしか働けないのに対して，ホームヘルパーや介護福祉士は，
これにくわえて介護保険法にもとづいた業務をおこなうこともできる．介護保険は基本的
には65歳以上の第1号被保険者のみがサービスの対象となるが，ALSは介護保険法施行令第
二条に定められる特定疾病なので，通例第2号被保険者とされる40歳以上65歳未満の人々で
も，サービスを受けることができる（逆に言えば，40歳未満のALS患者は介護保険サービス
を受給することができない）．重度訪問介護に比べると，介護保険は相対的にサービス内
容の縛りが強く，時間数も少ないが，障害者自立支援法第七条に定められている通り，適
用においては介護保険が優先され，そこで賄えない分を重度訪問介護でカバーするという
形式になっている．どちらの制度でも，医療保険のように医療行為に点数がつくというか
たちではなく，介護報酬は時間を単位として決まっている．これは，介護をすればするほ
ど報酬が上がるという仕組みは，患者の残存能力を活かすという理念とそぐわないからだ
と説明される（佐口・土田 2009: 182）．1日の長い時間を介護する場合には，1人の介護者
がこれら双方の制度にまたがって支援をおこなう場合も多い．患者の自己負担額は，所得
や時間帯によって異なるが，どちらも基本的には全体の1割である．このほか，難病患者等
居宅生活支援事業という制度もある．患者ないし家族が全額自己負担する自費ヘルパーや，
ボランティアを利用することもある． 
ここまで，ごく大雑把にではあるが，ALS患者の日常生活を隈取った．では，こうした日

常を前にして，本研究はいかな問いを設定することができるのだろうか．続く第2節と第3
節ではそのことについて考えることになるだろう． 
 
２ ALS介護にも息づくものとしての当事者主権 

 
こうしたALS介護の日常において強く意識されているのは，患者本人の意志を尊重すると

いう点である．吸引ひとつをとっても，その要求は多くの場合患者の方から提出されるし，
呼吸器を外すときにも介護者から患者に向かってその旨が一声かけられ，終わった後には
しっかりと吸引できたかが確認される．器具の交換などについても，患者から要求があれ
ばそのとおりにする．後述する調査においても，患者本人の意志を尊重することの重要性



 

 16 

は，吸引の場面にかぎらず患者と介護者の双方からなんども繰り返し語られることだ．外
界に伝えることに大変な労力が必要であるにせよ，意識が明晰で，方法があれば意志をき
ちんと伝えられるというALSの特徴も，本人の意志の尊重という理念を補強するものであろ
う． 
とはいえ，このように患者当人の意志を尊重するべきであるという主張は，なにもALS

に限って述べられることではない．それは，「当事者主権」（中西・上野 2003; 上野・中
西 2008; 上野 2011a）という言葉を旗印として，障害者や高齢者，女性など，社会的に不
利益を被ってきた人々の権利を主張する運動の中で言われてきたことだ．障害者にして病
者であるALS患者も当然，この当事者の語の含むところとして早くから認識されていた（中
西・上野 2003: 194）． 
しかし，なぜそんなことを言わなければならなかったのか．障害や疾病の有無にかかわ

らず，自分で決めたほうがよい，自分で決めたいと思うことについて，他人が介入してく
ることに私たちは違和感を覚えるし，場合によっては腹を立て，不満を表明することがあ
るかもしれない．だとすると，当事者主権という主張は当たり前のことを言っているだけ
なのだろうか．また一方で，自分の要望がすべて通らない場面が世の中にはあるというこ
とも私たちはわかっていて，義務や約束を基準に自分の意志を劣後させる経験をしたこと
のない人もいないだろう．その意味では，当事者主権という主張はただのわがままという
ことになってしまうのだろうか． 
そうではない．障害などを原因に社会的な不利益を被ってきた人々は，当事者主権をわ

ざわざ主張しなければならなかったのであり，そうした活動の結果として，障害者らは権
利を勝ち取ってきたという歴史がある6)．その達成に至るまでにはいくつかの文脈が輻輳し
ており，ここでその歴史をまとめることはできないけれども，とくに障害者に限っていえ
ば，1970年代以降の自立生活運動がその中心である（中西・上野 2003: 23-9）．それまでは，
多くの障害者が施設で暮らすことを強いられ，そこでは自身がどのような生活を送りたい
かという意志が配慮されることはなかった．本人よりもむしろ家族の意志によって障害者
は施設での生活を余儀なくされており，そこにおいては専門家のパターナリズムが横行し
ていたという．こうした状況に対して，脳性麻痺者の患者会である青い芝の会が中核とな
って異議申立ての運動がおこなわれた．それとともに，障害者の当事者団体として自立生
活センター（CIL）の設立も進んでいった．また，その過程で，「自立」の意味が何かを独
力でおこなうことではなく，他人の助けを得つつも自分の意志で選択し，決定できること
として捉え返されることになった． 
こうした背景のもと，上野千鶴子を始めとする当事者主権を言う人々は，具体的には以

下のようなこと主張することとなる．すなわち，この社会において不利益をもつ人々がい
るとして，その人々が主観的にニーズをもつとき，専門家や家族といった外部の意志によ
らず，そのニーズは自身の意志のもとに満たされるべきであり，その際に他人の助けを必
要としているとしても，自身で決定している限りにおいてその人々の自立はまったく損な
われてはいない，と．ここでいうニーズとは，社会的ないし客観的に承認されるか否かを
問わず，個々人が主観的に満たされるべきだと考えている必要といった意味だ7)．また，当
事者とは，こうした「ニーズの帰属する主体」（上野 2008: 17）として定義される．その
際，さきほどの主張では，ともすると家族といった支援者もそれぞれにニーズをもつがゆ
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えに当事者たりうるのではないかという疑問が生じる．そこで，第一義的なニーズと，そ
こから派生するニーズを分割することがなされ，「どんな派生的ニーズよりも当事者の一
次的ニーズが最優先されるべきだ，という規範的な立場」（上野 2011a: 78）として当事者
主権の主張が言い換えられる．こうした「当事者概念のインフレーション」（上野 2011a: 
73）に対する警戒は，先の歴史に見たように，当事者と家族の意志は食い違うということ
を前提としていることに理由をもつ． 
上野との各論での差異はありつつも，自身の意志と選択，決定のもとに，第一義的な当

事者のニーズがまず満たされるべきであるというこうした主張は，障害者の権利を訴える
運動において展開され，学的討究がなされ，自立生活センターを中心として障害者の生活
における是として広く行き渡った．ALSにおいて本人の意志が尊重される背後にも，こうし
た歴史があるのだ．もちろん，ALS介護において本人の意志が尊重されているからといって，
ALSの患者や介護者の全員がこうした歴史的背景を熟知していると考えることはできない
だろう．しかし，本人の意志の尊重という理念は，たとえば患者会を通じて新たに発症し
た患者に伝えられたり（大神 2012），資格の取得にあたって――ある固定的な介護者イメ
ージをつくってしまうという負の側面があるにせよ――専門職のエートスとして啓発され
たり（土屋ほか 2011: 122-3），あるいは発症以前にできていたことの当然の維持として患
者の側に生起したりする． 
しかし，こうした理念のみを訴えるだけでは，当事者主権はいわば「精神論」に堕して

しまいかねない．だからその理念を現実に適用する技法が求められた．そのことを次に見
よう． 
なぜ理念を言い続けるだけでは駄目なのか．その理由として，ひとつには当事者と支援

者の間にある構造的な非対称が挙げられる．星加良司（2012）によれば，当事者がニーズ
を表明するといっても，その行為は存外に労力を要するものである．「当事者が自らの意
思に基づいて支援行為をコントロールすることには幾つものステップが必要になる」（星
加 2012: 13）．当事者は，「自分が何をしたい（してほしい）のかを言語化し，それを支
援者に伝えて支援行為を引き出し，実際になされた行為が自分の思ったことと合致してい
るかをモニタリングし，必要ならそれを調整・修正する」（星加 2012: 13）必要があるの
だ．これに対し支援者は，たとえば実際にその支援の行為が肉体的な労力を要するもので
あったりするにせよ，「やろうと思えば自分のやりたいように支援をすることができる」
（星加 2012: 13）．ALSの場合，この非対象はきわめて明瞭なかたちで現れる．なぜなら，
何度も繰り返すように呼吸器を装着する程度に症状の進行したALS患者は全身の運動機能
がほぼ全廃した状態にあり，前節で見たようにコミュニケーションの方法もきわめて特殊
である．よって，健常者同士の会話に比べるとどうしてもそのコミュニケーションは労力
を増したものにならざるをえず，要求を伝えることの難しさが障害者のなかでも群を抜い
ているからだ．こうした支援という相互行為が生起する際にあらわれる非対称性にくわえ
て，支援者と被支援者のあいだのやりとりであるところの支援という関係性それ自体に潜
む非対称性もある．すなわち，当事者，その中でもとくに，ALSも含めた不可逆な身体的障
害をもつ人々は，支援を必要とする状況を脱することができないのに対して，支援者はそ
こから離脱・退出する自由をもっているのである（星加 2012: 13-4; 前田 2009: 77）． 
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こうした非対称を前にして，もちろん当事者主権という規範をなお主張することはそれ
自体意味があるとして，しかしそうして主張を繰り返すことによっては構造的な非対称は
解消しえない．そこで，こうした非対称を所与のものとした上で，当事者主権をお題目で
はない実質的なものにするための方法が模索されてきた．ここにおいて，介護者手足論と
呼ばれるものが召喚される． 
介助者手足論は，「介助者は『単なる道具』，あるいは障害者にとっての『手段』に徹

した存在である」（前田 2009: 23-4）という考え方である．どれだけ当事者のことを思って
のことであっても，介助が当事者の意志を越えておこなわれているのであれば，それは迷
惑になりうる．だから，「介助者は，障害者の『手足』あるいは『単なる道具』として振
る舞うことが――理念としてではなく，具体的な運動や暮らしのなかで――求められたの
だ」（前田 2009: 26）．もちろん，介助者が「ほんとうに」当事者の手足になることはで
きない．手足というのはあくまで擬制である．とはいえ，介助者手足論という技法は，当
事者主権の理念とともに伝達され，現実に駆動する．介助者は，研修や講習，実習のなか
でこうした常識を身につけ，介助者として社会化されるのだ（星加 2012: 15）．それと同
時に，その手足に徹するという役割を，資本主義経済における労働として位置づけること
によって，ともすれば手足であることを越えてしまうような人間同士の情緒的関係を制限
し，その安定化が図られることとなった（星加 2012: 15; 中西・上野 2003: 137-8）．こう
した技法によって，当事者の意志への周囲の介入を防ぐことが目指されたのである． 

ALSの介護においても，こうした技法が駆使されていると考えることができよう．ALS
の患者は先に見たような方法で周囲の者にニーズを訴え，それを介護者らが忠実に守る．
言われた以上のことはしない．そういう場面を，介護の現場で目にすることは確かにある． 
まとめよう．ALS介護の現場において重要とされる患者の意志の尊重という理念は，当事

者主権という語のもとになされてきた障害者をはじめとする人々の主張とその歴史の中に
位置づけられる．当事者主権の主張を実際的に働かせるための方途として介助者手足論と
いうものがあり，こちらに関しても同様にALS介護においておこなわれているものであるよ
うに思われる． 
しかし近年，こうした当事者主権の主張を再考する試みが出現している．そうした議論

に沿って考えると，ALSの介護の現場もまた違った角度から見ることができるだろう．その
ことを次節で考えよう． 
 
3 本研究の目的――当事者主権批判の検討 

 
前節では，当事者主権という主張が障害者運動の中でなされ，またそれがALSの介護にお

いても引き続き保持されている理念であることが確認された．しかし最近になって，当事
者主権という発想を引き受けつつ，これを乗り越えようとする議論が登場している．本節
では，星加（2012）の議論に依拠しながら，当事者主権という発想の限界と，その先にあ
る新たなモデルを提示しよう． 
星加が指摘する当事者主権の限界（とその超克）は，大きく3つに集約することができる． 
第一は，介護者手足論という発想が抱える問題点にある．前節で見たように，介助者手

足論は，当事者主権という主張を実践において駆動させるための装置であった． 
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しかし，こうした手足には問題があった．すなわち，支援者の意志を滅却して当事者が
使いやすく仕立てたものであったはずの手足が，しかし扱いづらいものになってしまうと
いう逆説が生まれてしまったと星加は指摘する．というのも，先にも述べたように自身の
ニーズを言語化して伝えるという作業は労力を要するものであり，そうした作業がなけれ
ば動かない手足は，当事者の快適さの追求とは相反する存在だったからだ．どこまで手足
に近づこうとしても，それはそもそも本人の手足ではないがゆえに，手足そのものにはな
れないのである．あるいは，アルフレッド・シュッツの言葉を借りれば，「『思念された
意味』とは基本的に主観的なものであり，原理的にいって体験者による自己解釈に結びつ
いているものである．それはそれぞれの私の意識流の中でもっぱら構成されるのみである
から，それぞれの君には本来接近できないものである」（Schutz 1932＝2006: 158）という
ことになろう．私が何かを感じ，思い，考えたとき，それを他人にどれだけ伝えようとし
ても，他人は自分が考えていることを自分が考えているようには考えてくれない．それが
可能になるのは，その他人が自分自身となるときであって，手足論が目指したのはそうい
う不可能な目標であった．そうした経験の完全一致は，そもそもどうやっても達成されえ
ないのである．そして，そうした手足論を厳密に守ることは，場合によっては支援それ自
体をおこなうことを困難にしてしまう（星加 2012: 16）． 
ゆえに，実践の場において，手足を超えつつ，しかし当事者の意志を侵犯しないような

かたちでの支援者のあり方が登場するようになる．星加がその事例と捉えるのは，前田拓
也（2011）の経験である．往来の多い道路を車椅子で渡ろうとする当事者に対して，前田
は手を上げて周囲に注意を喚起しつつ，当事者を誘導するという役割を担った．これは当
事者から指示されたことではなく，手足であることを超え出ている．手足論，そしてその
背景にある当事者主権の基本原則によれば，どれだけ危険であろうと道路を渡りたいと当
事者がいうのであればそれに従い，言われない限りは黒子のように当事者に付きそうこと
が求められるのであって，その原則からは，こうした前田の行為は導かれない．しかし，
注目すべきは，介助者手足論や当事者主権の理念がその由来において敵視していたような
パターナリズムと，ここでの介助者（前田）のあり方は，部分的には重なりつつも，異な
る側面があるということである．前田は，当事者の意志をないがしろにしたのではない．
あくまで道路を渡りたいという障害者の意志に従いつつ，それを補助する役目を主体的に
見つけ，選びとったのである．このようにして発揮される支援者の主体性は，従来の手足
論からは警戒されたものであるが，しかしそれは当事者の意志を劣後させることはせず，
にもかかわらず手足以上のことをしている．手足論には困難がある．しかしそれを超える
当事者と支援者のあり方が存在しうることがここに示されているのである． 

ALSの介護の場面に引き付けよう．前節でも述べたように，たしかにALSの介護者は患者
の手足となって動いていることがある．しかし，まずそのコミュニケーションの特殊な難
しさゆえに，四肢欠損や肢体不自由などと比べて，ALS患者が自身の要求を事細かに伝える
ことは難しい．そして，のちに詳述するが，ALSの介護においても，患者に言われてはいな
いが，しかし患者の生活を助けようとして介護者が主体的に動く場面をみつけることは容
易い．もちろん，介護者の側に思い込みがあることによって意志の読み取りがうまくいか
ないなど，こうした介護者の側の主体的な考えが必ずしも患者の思いと一致する場合ばか
りではないことは介護者の側から言われる（インタビュー 2012/06/05）．しかし，そうし
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た失敗があることがすでに，介護者の側が手足にとどまらずに考えているということの証
左でもある．また，そもそも言われずとも患者の意志を読み取ろうとすること，たとえば
文字盤をかざしたり口文字を読み取ろうとすること自体が――もちろん，目配せなどの非
言語的な合図があることも多いが――すでに患者の意志を侵犯する介入と見ることもでき，
しかしそれが問題視されない場面を見つけることもあるだろう． 
星加が指摘する，当事者主権という考えに内在する問題の第二は，当事者のニーズが関

係性の中でつくられるものであることに起因する．そもそも，当事者のニーズは「その場
に働く規範や期待を織り込んで発せられるものでしかない」（星加 2012: 22）．ニーズは
真空の中で決定されるものではないのだ．前田は，そうした当事者と支援者の関係を「〈に
おいて〉の関係」と呼び，従来の手足論が護持していた「〈によって〉の関係」と対置す
る（前田 2009: 83-5）．手足論は，当事者にまずニーズがあり，介助者を利用すること〈に
よって〉そのニーズを満たすという図式を考えてきた．しかし，前田は自身が介助者とし
て働く経験のなかで，当事者のニーズは介助者ができることや，当事者が介助者に頼みた
いと思えることに基づいて表明されるものだということを発見する．「介助者は，利用者
の行為目的を達成するための手段でありながら，いや，手段であるからこそ，目的を設定
するレベルで，すでに介入していることになる」（前田 2009: 64）のである．くわえて，
支援が一方から一方への提供である以上，そこにはどうしても支援者の恣意が潜在してし
まう．にもかかわらず，当事者主権をことさらに強調すると，支援という相互行為，その
関係性において生起しているニーズを，当事者の側に封じ込めてしまうことにもなる（星
加 2012: 22）．それは同時に，周囲の人々が責任や思考を放棄する事態にもつながりうる
（寺本 2012: 62）． 
もちろん，介護をはじめとする支援が，そこにかかわる人々の相互行為においておこな

われるものであるということに，当事者主権を主張してきた人々が無頓着であったわけで
はない．「ニーズの静態的な分類学よりは，ニーズが生成し，承認される動態的な過程と
その複数の関与者のあいだのダイナミックな相互作用をあきらかにできるような，網羅的
で総合的な概念化をめざす」（上野 2008: 13）という立場表明があり，その後を次いで実
際にニーズがどのように認知されていくのかを示す実証研究がなされてもきた（春日 
2008）．しかし，このような相互行為に目を向けるとしても，当事者主権を主張する人々
にとって，ニーズの帰属先はまずもってその当事者だったのである．ここでいう相互行為
とは，当事者がそもそももっているニーズが，当事者や第三者の認知の変容によって，そ
の地位を変転させていく様――上野の言葉を借りるなら，庇護ニーズが承認ニーズになる
といった変化（上野 2008: 13-7）――を指しているのであって，その当事者がもっていると
されるそのニーズ自体が関係性の所産であること，また，ニーズが同定されたあとにもな
お関係性が存続するということが，この立場からは見落とされているのである8)．「相互行
為としてのケアは，ケアの与え手がケアの対象と内容を選択し，ケアの受け手がその与え
手のケアを選択した時に，双方の行為者にとって『のぞましい』ものになる」（上野 2008: 
133）ともいわれるのだが，ここでいわれる相互行為にしても，それはケアの受け手の側が
すでにもっているニーズを実現するにあたっての手段としての適不適を問われる位置にあ
るのであって，相互行為の方がニーズに先行しているという立場からは距離がある．まと
めるなら，当事者主権を言う人々が旧来のパターナリズムを敵視することによって成立せ
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しめたこの両者の対立図式は，当事者がかかえているニーズを前提化した上で，それが他
者によって代表できるか否かという土俵の上での議論である．そうではなく，そもそもニ
ーズの生起の仕方に目を向ける必要があるのだ． 
三井さよ（2011a）は，このように「ある人にニーズがあり，その人を『ニーズを有する

人』として規定し，その上で支援として何をなすべきかを考え」，「個別ニーズの存在を
前提として支援を構築する」（三井 2011a: 10）視点を，個別ニーズ視点と呼ぶ．三井によ
れば，その問題点は以下の2つである．すなわち，第一に「自分（＝支援する側）自身が相
手とどうかかわっているのかという視点が欠けてしまいやすい」（三井 2011a: 10）ことに
よって，支援者の側の内省が促されなくなってしまう可能性がある．第二に，ニーズを充
足できる者のみが支援者たりうるという考えによって「当事者にかかわる主体として，主
に親か，特定の支援者しか視野に入ってこなくなることが多」（三井 2011a: 11）くなって
しまう．本来であればもっと多様な支援者が存在しうるにもかかわらず，その可能性が開
かれることなく，またそのことが自明視されてしまうのである．以上2つの問題点は，支援
者と当事者の関係性を，特定のニーズを通じたものに固定化してしまうという個別ニーズ
視点の困難に帰着する．三井によれば，支援とはこうした個別ニーズ視点によってではな
く，「当事者を取り巻く人たちのかかわりを前提として，そこから問いなおしていくよう
なもの」（三井 2011a: 12）でなくてはならない．三井はこの立場を「かかわりの視点」と
呼ぶ．当事者主権の主張が相互行為を視野に入れているとしても，それはニーズの評価に
おいてであって，ニーズの生成においてではないのである．現実に支援が長く続いていく
時，そこにおいて問題になるのはこうした関係性において生起するニーズと，その充足に
まつわる問題であろう． 
ふたたびALSの介護の場面に引き付けると，これもまた同様のことが言える．患者は介護

者との関係性を念頭に置きながらニーズを表明するし，またその関係性が再帰的に変容し，
ニーズが形成されていくことが後述されるだろう．障害者としての側面をもちながら，症
状が進行することによって介護者に求められることが変容するというALSの特徴も，こうし
た点を助長する．また，障害の重さゆえに多くの介護者を必要とするALSは，患者と介護者
の関係性の複雑性・重層性において，その極限と考えることができる． 
星加の論に戻ろう．当事者主権の主張の問題点の第三は，当事者のインフレーションを

抑止するという発想が意味をなさないということである．繰り返せば，当事者主権の主張
では，ニーズの帰属先はまずもって当事者であった．当事者の周囲の人々にもニーズがあ
ることは認められていたが，それらはあくまで派生的なニーズとしての地位のみが与えら
れるのであって，なによりも優先して満たされるべきは当事者のニーズだったのである．
たしかに，施設を出て自立生活を営みたいと欲する当事者に対して，家族が施設への入所
を望むといった場合，両者は対立するものであり，当事者の意向を優先すべきであるとい
う立場は成り立つ．しかし，当事者のニーズを満たすための前提条件ないし必要条件とし
て支援者のニーズが満たされなくてはならない場面もある．ゆえに，たしかに「当事者と
その家族，支援者との利害は一致しない」（上野 2008: 19）という場面が現実にあり，そ
の際に当事者のニーズを優先するという立場が成立するにしても，両者が常に対立すると
いう図式を前提とするわけにはいかない．当事者概念のインフレーションを危惧して当事
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者と非当事者を区分し，前者を狭く取ってそのニーズを優先させるという前節で見た考え
方は適切ではないのである． 
みたびALSの介護の現場に即して考えてみると，まずALSの患者にはすでに家族がいても

独居で自立生活を営むものが登場しており，当事者と家族のニーズの対立という図式をこ
とさらに主張する段階は脱しつつあるということがいえる9)．また，とくにALSのように当
人の身体的な能力が大きく削がれるような場合には，そもそも介護者がいなければ当事者
のニーズも何もあったものではないということはよく語られることで（フィールドノーツ 
2012/11/06），そうしたALSの介護者，またその事業所が経済的に安定することがALS介護
の持続を可能にしているという側面もある．介護者側にある要望を満たすことが，結果と
して患者とともにニーズを生成させ，それを充足させるための基盤となっていることが指
摘できるのである10)． 
ともあれ，ここまで見たような3つの理由から，星加は「当事者の意思と非当事者の意思

を特定し，前者を優先するといった単純な図式では，もはやほとんど何も語ることができ
ない」（星加 2012: 25）と結論づけるのである． 
星加とは違った文脈で，当事者主権を相対化する試みもおこなわれている．それは，自

己決定権という概念の批判的検討の潮流である．自分のことをよくわかっている当人が，
自分のことについて決めることは良く，その決定は自分以外の人に侵害されてはならない，
という自己決定権の考え方は，社会的な不利益を被ってきた人々によって強く主張されて
きた．このような自己決定権の発想は，当事者主権とも親和的なものである．障害者運動
が女性の運動とパラレルな関係にあったことには前節で触れたが，「生む，生まないは女
の権利」というテーゼは，当事者主権と自己決定権の合流地点として代表的なものといえ
るだろう． 
しかし近年，この考え方によって，本来擁護すべきはずの対象である人々が逆に抑圧さ

れるという事態が起きている．尊厳死や脳死・臓器移植をめぐる議論は，まさにその一例
である．尊厳死を推進ないし容認する人々は，「自分の死に方は自分で決める（ことが良
い）」と言う．こうした考え方には，終末期とされる状態にある人の医療の切り捨てや，
優生思想に結びつきうるといった観点から，病者や障害者を中心に反対の声が上がってい
る．当事者主権から順接的に導かれる自己決定権の考え方が，にもかかわらず擁護すべき
当事者を脅かしているという点においても，当事者主権という主張は困難に直面している
のだ． 
また，当事者主権という考え方は，決定という能力概念を前提とするため，認知症の患

者や知的障害者など，主体的なニーズを表明する能力に欠くと思われてきた人々の権利を
守るための論理としてはどうしても歯切れが悪くなっていまうことも指摘できる11)（中西・
上野 2003: 153-4）． 
以上を踏まえて，本研究は，星加による当事者主権批判や，尊厳死をめぐる問題におけ

る自己決定権批判を基本的には受け入れる．もはや当事者主権を金科玉条として主張して
いればよい状況ではないのだ．ここまでの議論を図式的に示すと，以下のようになろう． 
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図5 パターナリズム，当事者主権，関係性主義 

 
しかし，また一方で，当事者主権という主張がまったく無意味になってしまったわけで

もない．ここで指摘されているのは，当事者主権という発想を，ごく素朴な形で教条的に
繰り返すことの困難である．前節で見たような歴史があり，また本人の意志を尊重するこ
とで成り立つALS介護の現実があるなかで，その理念自体はなお価値を落としてはいない．
パターナリズムは排すべきであるということが前提として自明視されているからこそ，関
係性主義に立ったときにことさら当事者主権の困難が目立ってしまうのだけれども，関係
性主義の理論的な裾野は本来であればもっと広い．それは，パターナリズムを批判した当
事者主権を批判するという単線的な流れにあるものではなく，ニーズは誰かによって代表
できるという土俵そのものを転換させるものなのだ．そうであるならば，本研究がとるべ
き立場は，ただ単に当事者主権の背後をとってこれを批判することではなく，介護者をも
含めた当事者「達」の関係性において，手足論とは違ったかたちで当事者主権が目指した
ものを結実させる方途を示すことである．いわば当事者主権のアップデートといってよい．
それをALSの介護実践のなかに見出すのだ12)． 
当事者主権を全面的に打ち遣ることをしないのであれば，では当事者主権の何をどのよ

うに昇華させるのか．それは，当事者主権という主張が，当事者のニーズの充足を第一に
主張することによって目指した社会とは何かを考えることで明らかになる．実のところ，
当事者主権を言う人々の側から，その主張の先にある目標が明確に指示されることはこれ
までなかったように思える．というのも，当事者主権はそもそもが対抗言説として生まれ
たのであって，それは自己決定を妨げられてきた人々が現状を打破するための主張として
は力をもちえたけれども，それが達成されたあとの望ましい状態についての構想力はもち
えなかったのである．とはいえ，当事者主権を主張する人々の言うことのなかに，その未
来像を垣間見ることはできる．それはたとえば，「自立生活運動は，これまで非障害者を
標準としてそれに合わせてふるまうことを強制されてきた障害者が，障害をもったままで

よい，必要な支援は社会から得て，みずからの人生を非障害者が享受するのと同じように
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

享受していける社会を目指そうと考えた
、、、、、、、、、、、、、、、、、、

」（中西・上野 2003: 30，強調は筆者による）と
いうかたちで言われる．これは自立生活運動の目標を言った文脈であるが，当事者主権と
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いう発想の起源に鑑みれば，これを（少なくとも障害者についての）当事者主権の目標と
考えることに間違いはないはずだ．本研究は，こうした当事者主権の目標それ自体は継承
しつつ，この目標を関係性主義の立場から達成していく，その意味において当事者主権を
更新するのである． 
この点において，本研究は――当事者主権がうまく扱うことのできなかった――知的障

害者や精神障害者の介護（介助）とも接続の糸口をもつ．当事者達の関係性を議論の俎上
に上げ，そこにあるべき介護の姿を見ることができるのであれば，それは少なくとも当事
者主権の考え方に比べれば，知的障害者らに向けても転用可能性をもつものであるだろう．
なぜなら，知的障害者は当事者主権が想定するような確固たる自身のニーズを表明するこ
とができなくても，介護（介助）者との関係性の中にたしかに生きているからである．現
に，知的障害者の支援という文脈においても，「他者である介助者がそこにいる，いてし
まう」（寺本 2008: 182）ということが言われている． 
また，本研究のこうした試みは，先に挙げたような障害者運動における自己決定の理念

が，尊厳死などめぐる問題系においては障害者を死へ追いやる論理に転化してしまうとい
う事態を解消する取り組みでもある．すなわち，尊厳死などの議論における自己決定権と
いう論理を批判しながら，障害者運動において当事者主権が目指した理想を擁護すること
を目指すのである．こうした企ては，すでに立岩（2008）や小松美彦（1996, 2004）によっ
ておこなわれている．立岩は，自分のことは自分がよくわかっているのだから自分で決め
ることはよいとした上で，しかし死に対する自己決定においては，自分のことを決めると
いっても，健康な現在から健康でない未来への想像が働いており，そのなかで「かくかく
しかじかの状態なったら私は死ぬ」というときには病者ないし障害者への偏見が介在して
いると剔抉する．また，小松は，よりラディカルに，自己決定による死は認められないと
いう．なぜなら，自己決定が可能である条件は対象を所有しているということにあるので
あって，西欧中世に発見される「共鳴する死」，すなわち関係性のなかで成立するという
死の性質に鑑みれば，死は個人に所有されるものではないからだ．本研究は，これら立岩
や小松がおこなった思弁的・歴史的な議論を，よりALS介護の実態に即しておこなおうとす
るものでもある． 
まとめよう．本節では，当事者主権が抱える困難と，それを捉え直す新たな考え方が述

べられ，その発想がALS介護の現場によくあてはまることも確認された．つまり，ALS介護
という格好のモデルケースを通じて，これを分析すれば，当事者主権を昇華した新たな支
援のかたちを構想することができる上，知的障害者や精神障害者の支援への知見の提供や，
尊厳死などの問題系における議論に連なることまで視野にいれることができるのである． 
ここにおいて，ALS介護の実態に目を向けるという素朴な関心から始まった本研究は，そ

の理論的な立場と，そこで果たされるべき目的がより特定化された．そして，そうした関
心をALS介護という実践においてもつことの適切性と，そのことの意義も示された．では，
こうした目標を達成するために，ALSの介護において問うべきことはなんであろうか．次節
ではそのことを考えよう． 
なお以後，本節で見たような当事者と非当事者の切り分けの不可能性を踏まえ，本研究

では患者と介護者，介護という営みを構成している人々の総称として「当事者」の語を用
いる． 
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4 本研究の問い――介護者のポテンシャルとその獲得過程の追跡 

 
前節のように本研究の目的が定められるとして，ならばそのための視点としてはどのよ

うなものが採用されるべきであり，その上で何が問われるべきだろうか．結論から述べれ
ば，本研究は介護者の視点にたち，その介護者がどのような役割意識をもっているのかを
問うことになる． 
まず，視点の定位について．当事者主権ないし介助者手足論の立場からすれば，介護者

はあくまで患者がもっているニーズを満たすための道具に過ぎない．しかし，前節で見た
ような事情を踏まえるなら，患者とは独立して主体的に考え，患者と関係性を紡ぎ，そし
て患者とともに介護という実践を構成する一員であるという意味において当事者である，
その介護者の視点に立てば，当事者主権からは見えてこなかった事象を把捉することがで
きることに思い至る．介護者，すなわち関係性においてニーズが生成されるための前提の
側から考えることで，当事者主権が目指したものをあらためてつかもうとするのだ．こう
した研究上の視点は，患者から表明される要望を等閑視するものではない．そもそも，の
ちにみるように，介護者の能力や役割意識は，患者とのやりとりを通じて獲得されるもの
でもある．つまり，こうした視座の設定にはすでに患者からの要望が織り込まれているの
である．それゆえ，本研究ではニーズを患者と周囲の関係性において生成されるものとし
て考えているけれども，それは患者の側が要望を言うことがあるという事実を否定するも
のではない．本研究では，当事者主権を言う人々がニーズと呼んでいたものを，以後，患
者の要望や要求という語で示すものとする．ただし，これは当事者主権を言う人々が思っ
ていたような確固たるものではなく，患者から発せられるごくごく初発の，移ろいうる可
能性を十分にもち，しかも周囲にいる人々について勘案しながら発せられる意志のことで
ある．これに対し，本研究におけるニーズとは，これまでも触れてきたように，周囲との
関係性のなかで当人の要望や要求が変転し，事後的・遡及的にこれでよかったと承認され
るようなものである．本研究は，ALS介護において何がおこなわれているのかを，当事者主
権とは異なる角度から描き出すために，以上のような視座を戦略的に設定するものである13)． 
しかし，ただ単に視点を入れ替えただけでは意味が無い．患者から言われたことをただ

こなすということを介護者の役割それ自体と同一視するならば，介助者手足論の轍を踏む
ことになるだろう．そうではなく，患者の言うことを基調としながらも，患者との関係性
や，その関係性においての，患者の発言に対する介護者の解釈，その他の様々な要素の総
和として介護者がおこなっていることを捉えなくてはならない．基本となる大きなベクト
ルがあるにしても，そこに相対的には小さくとも別のベクトルが加えられれば，もとの大
きなベクトルは少しずつ向きや大きさを変えるだろう．その有り様をこそ記述すべきなの
だ．ここにおいて重要なのは，前田の言葉で言うところの「ポテンシャル」，すなわち，
介護者の側がどのような能力や役割意識をもっているのか，その意味において介護者がど
のように患者の決定に介入しているのかに注目することである．このように捉えれば，さ
しあたり患者が表明する言葉は，どのように介入がおこなわれうるかを決定するにあたっ
ての，介護者にとっての資源として考えることができる．関係性におけるニーズの生成の
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基盤となる，介護者のポテンシャルの生成がいかなるものであるのか．これこそ本研究で
問うべきものである． 
このように介護者のポテンシャルを対象とすることによって，介護者と患者の関係性に

おいてニーズが生成しているその様態を，より体系的にみることもできるだろう．当事者
主権を相対化し，ニーズが関係性の所産であるという理論的な立場をとることによって支
援の現場に発見できることは多いが，そこで見つかる個々の事例同士の連関を理解するに
は，こうした理論的立場の提示だけでは不十分である．たとえば，本研究と同様の立場を
もった三井（2011b）や天田城介（2011）も，自己決定に対して関係性が先行していること
を指摘し，そうしたことを示す事例を挙げる．彼女らの目的は別にあるので，それはそれ
でよいとして，しかしなぜそうした事例が発見されうるのかという支援者側の前提は棚上
げされている．関係性におけるニーズの生起の前提となる支援者の側のポテンシャルがい
なかるものであるのかを問うことによって，単なる事例の列挙にとどまらない現実の理解
が可能になるのであり，それが本研究の目指すところのものである． 
さて，介護者のポテンシャルがどのように規定されるのかという問いに対し，すぐに思

いつくものとして，制度的な拘束が挙げられる．介護者の中でもとくに職業的に介護をお
こなう者の職務は，法律によって規定されている．介護保険法，障害者自立支援法，社会
福祉士及び介護福祉士法と，それぞれに対応する省令が主たるものだ．それらには介護者
の職務が明文化されている． 
たとえば介護保険法は，介護サービスを「訪問介護，訪問入浴介護その他の厚生労働省

令で定めるサービス」と定義している（第百十五条の三十五）．このうちのひとつ，訪問
介護は，ALS介護のみならず介護一般にとって汎用的で重要なものであるが，その内容は，
「要介護者であって，居宅において介護をうけるものについて，そのものの居宅において
介護福祉士その他政令で定める者により行われる入浴，排せつ，食事等の介護その他の日
常生活上の世話であって，厚生労働省令で定めるもの」（第八条，一部省略）とされてい
る．そこで指示される厚生労働省令を見ると，さらに詳しく説明がなされており，訪問介
護とはすなわち「入浴，排せつ，食事等の介護，調理，洗濯，掃除等の家事（居宅要介護
者が単身の世帯に属するためまたはその同居している家族等の障害，疾病等のため，これ
らの者が自ら行うことが困難な家事であって，居宅要介護者の日常生活上必要なもの），
生活等に関する相談及び助言その他の居宅要介護者に必要な日常生活上の世話」（介護保
険法施行規則第五条，一部省略）であることがわかる．訪問介護以外の各種サービスにつ
いても，ここでは繰り返さないが同様のやり方で定義がなされている． 
介護サービスを提供する事業所は，こうした制度の規定にのっとってサービスを提供し

ているのであり，逆に言えば，この規定にのっとって提供しないサービスも決まっている．
たとえば，いくつかの介護サービス事業者のWebサイトには，介護保険利用者以外の人の衣
服の洗濯や，お茶出しといった来客の応対，草むしりなどは提供不可能である旨の注意書
きがなされている．介護支援専門員と社会福祉士，介護福祉士，障害者自立支援法で規定
する重度訪問介護従事者，あるいは医療・福祉にまつわるその他多くの専門職の職務はそ
れぞれ異なるが，このように業務が法律上で文章化されているという点は同様である． 
しかし，こうした制度上の拘束のみが介護者のポテンシャルを規定すると考えるのは端

的に誤りである．なぜなら，介護者はこうした規定にただ従順であるばかりではなく，と
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きに能動的にこれを解釈する存在でもあるからだ．むしろ，そうでなくてはALSの介護は営
めないとすら言える．なぜか．それは，こうした制度上の文面には縮減できないような無
限の多様性がALSの介護には存在しているからであり，それらを介護者が支援することは，
しばしば制度上グレーゾーンの領域として扱われるのであって，介護者が主体的にそれを
自らの仕事として引き受けるという瞬間が，ALSの介護のなかに遍く散在しているからだ． 

ALS患者の生活がもつ多様性とはどのようなものだろうか．対比的な例として，たとえば，
医師が患者の風邪を治そうとする場合を考えればわかりやすい．このとき，医師は適切な
薬を処方して安静を指示すればよい．こうした医師の診療は，疾病に対し何をすればよい
のかもある程度決まっているものだからこそできる．たしかに，ALSの介護のなかにも，あ
る程度決まりきった部分がある．先に見たような痰の吸引や，経管栄養の注入をはじめ，
移動介助や排泄介助などはそういったものであろう．しかしながら，ALSの介護者の役割は
これらにとどまるものではない．例を挙げよう．以下に挙げるのはすべて，本研究におけ
る調査で出会った患者たちがおこなっていることである．たとえば，講演活動をする患者
がいる．自身の体験やあるべき介護について，看護系の大学などに招待されて話す．その
際には，準備として家で原稿を書くことになる．行政に要望を提出する患者もいる．自ら
中央官庁や役所に出向き，行政の担当者に制度をめぐる要望を伝えるのだ．ペットを飼う
患者がいる．自身の身体は動かなくとも，家族の一員たるペットとともに生きている患者
がいる．あるいは，コンサートを企画する患者がいる．人工呼吸器をつけた人でも気兼ね
なく参加できるような演奏会を，自身も人工呼吸器を装着した人が主催している．そして
これらの活動のすべてに，介護者がかかわっている．こうした社会参加まで含めて考えれ
ば，ALS介護がただ決まったことをこなせばいいというものでないことがわかるだろう． 
このように見れば，ALSの患者と健常者の生活には，もちろん必要な労苦に埋めがたい差

があるにしても，そこでおこなわれることについて大きな差があるわけではないことがわ
かる．ALS患者がもつ多様性は，実は健常者の生活にあるそれらと同じなのだ．ひるがえっ
て，本章第1節で見た，ALS患者の日常を思い出してみよう．それは，健常者の日常とは大
きくかけ離れたものに見えたかもしれない．しかし，それは健常者の日常を少しずつ変え
たにすぎないものとしても見ることができないだろうか．患者が唾液を嚥下できなくとも，
介護者が吸引をおこなうことはできる．患者が口からは食べられなくとも，介護者が胃に
直接流し込むことはできる．患者が足を動かせなくとも，介護者が車椅子を押すことはで
きる．患者が口で話せなくとも，介護者がそのメッセージを読み取ることはできる．介護
者との協働というワンクッションを置きつつも，ALS患者が日常生活でおこなっていること
は，実は健常者と同じようなものである．健常者が食べたり歩いたり話したりするのと，
ALS患者がそれらをするのとで違うのは，つまるところ，その方法にしかない．ゆえに，
ALSの患者の生活は，無限の可能性に開かれていると言える． 
さて，このように無限の多様性を前にして，しかも／それゆえに制度上の規定もあてに

ならないのだとすれば，介護者のポテンシャルはどのように規定されるのだろうか．もう
少し具体的に言えば，介護者は患者やほかの介護者とのやりとりを通じて，制度をどのよ
うに解釈し，自身の役割をどのように規定し，どのような能力を身につけ，患者とともに
ニーズを生成させていく場に臨むのだろうか．これらの問いを探っていくためには，医療
とその周辺領域において，介護者が自身の役割をどのように規定し，病者や障害者に対す
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る支援にあたっているのかについての既存の研究を検討することが必要である．その過程
で，本研究が既存の研究に対して新たに付加することのできる価値を確認することもでき
るだろう．導きの頼りとなるのは，「限定性」という概念である． 
ところで，ALSを対象としてあつかうのであれば，次章で見るような限定性を云々するよ

りも，ALSに特徴的な問題を扱うほうがよいのではないかという指摘があるかもしれない．
たしかに，前章でも見たように，当事者主権とは別様の障害者支援という論点を，ALSとい
う極限事例によって考えることに意義があるということはできる．とはいえ，この論点自
体はALS患者に限ったはないではない．決してアクセスが容易ではないALS介護の現場から
調査協力を得られたのであるなら，よりALSに特殊的な問題を扱うべきであるという主張は
あるだろう．しかし，本研究はあえてALSの特殊性を強調することを避けたい．なぜなら，
難病中の難病と言われるALSにはそれだけに特有のトピックが多いのではあるが，その特殊
性を挙げ連ねるだけでは，本研究の議論を医療社会学や障害学という大きな枠組に係留す
ることができなくなってしまうからだ．そうではなく，ALSという特殊なレンズを通して，
疾病や障害にかかわる普遍的な問題を探求すること，学的営為として目指されるべきはそ
ちらであると思われるのである．特殊なものが特殊なのは当たり前なのであって，そこか
らいかに普遍を拓くかが問題なのである14)． 
まとめよう．本章では，ALS介護の様子を概観した上で，それが従来障害者運動において

唱導されてきた当事者主権という考えの実践として適合的である側面があることを指摘し，
しかし当事者主権という考えそれ自体がもつ隘路ゆえに，ALS介護もそれのみによっては描
くことができないことを言った．ここにおいて，患者と介護者の関係性を視野に入れ，こ
れまで黒子でしかなかった介護者の主体性を重視するという方法によって当事者主権の発
想から離陸し，新たな介護のかたちを構想することが目的として設定される．この試みは，
知的障害者などの支援や，尊厳死をめぐる問題の再検討にも接続される点でも意義がある．
そのような立場をとり，目的を見据えた結果，本研究が答えるべき問いは，介護者がどの
ようにポテンシャルを獲得するのかというものに定められた．そしてその企図を達成する
ために，本研究は介護者の役割がどのように規定されているかについて示唆を与えてくれ
るような既存の研究を検討する必要に迫られる．本章ではここまでのことを述べた． 
 
［註］ 

 
 1) 嚥下という動作は私たちが日々なにげなくおこなっている動作で，たとえば噛み切り

にくいものを食べたりしなければそれを意識することもほとんどない．しかし，一度
喉元に手をあてて唾液を飲み込んでみれば，存外に複雑な動作であることがわかるは
ずだ．鼻から吸った空気と口から食べたものが口腔内で交差する「神様最大の設計ミ
ス」（日本ALS協会 2005: 57）もあって，症状の進行したALS患者は嚥下が大変困難で
ある． 

 2) NPPVからTPPVへの移行におけるインフォームド・コンセントをめぐる問題について
は，川口有美子（2009b）を参照． 

 3) この点については，身体的な欠陥（impairment）と，そこに社会的原因が加わること
によって生み出される不利益（disability）を区別し，後者の問題は「自分の身体にある
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のではなく，障害者を排除する社会にある」（長瀬 1999: 17）とした障害学のテーゼ
を想起されたい．本文中に示したような技術がなかったり，それらを患者の生活に導
入する介護者がいなかったりすれば，現在その扱いを受けていない人々も，TLSとされ
ていただろう．逆に，現状でTLSとされている人々にも，技術の進歩と周囲の努力によ
ってコミュニケーションが開ける可能性は十分にあるのだ．現に，遷延性意識障害（い
わゆる植物状態）の患者と，脳波を介してコミュニケーションがとれるようになった
という事例は，近年枚挙に暇がなく，そこには技術の進歩が大きく関わっている． 

 4) 天畠の指摘する最後の点は，会話における支援を必要とする障害者一般に指摘できる
ことであり，のちにみる介助者手足論が召喚される理由のひとつでもある（前田 2009; 
星加 2012: 15）． 

 5) 障害者自立支援法は，2013年4月から障害者総合支援法に改められるが，本研究では
現時点での名称であるところの障害者自立支援法を用いる．改正点について，とくに
本研究とかかわりのある部分について少し触れるなら，「治療方法が確立していない
疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣
が定める程度である者」を障害者の定義に含むことにより，難病患者も支援の対象で
あることが明文化されたこと（第四条），障害者の意思決定を支援していく旨が追記
されていること（第四二条，第五一条の二十二など）が挙げられる． 

 6) ここでは，当事者主権という発想の背景を障害者運動の歴史にもとめている．しかし，
そもそもなぜ私たちが，自身の精神や意志が自身に宿っているという個人主義的思考
を違和なくおこないうるのかは，別途検討に値する問題であるはずだ． 

 7) 上野（2008, 2011）は社会的ないし客観的な承認という意味が差し込まれていた従来
のニーズ概念を批判し，当事者と第三者のそれぞれにおいて顕在・潜在を区分するこ
とで4種のニーズを析出しているが，その総体としてのニーズそのものがいかなるもの
かについては，小林良二による「個々人の主観的な必要」（小林 2007: 361）という文
言を引用して示唆するにとどまっている． 

 8) ただし，同じように当事者主権を旗印としていても，たとえば齋藤暁子は，ニーズの
生成それ自体にアクター間の相互行為が影響することを前提に論を展開している（齋
藤 2008）．高齢者の介護を分析するにあたり，齋藤は「『高齢者のニーズ』というも
のは，最初から明確に高齢者自身のなかに確固としてものとしてあるというよりは，
こうしたアクター間での相互作用の結果ではないかと考えられる」と述べるのだ．同
じように当事者主権の言葉を標榜している人々の中にも，しかし理論的にはこのよう
に大きな差があるのである． 

 9) ただし，ALSの場合，当事者と家族のニーズの対立は，患者が呼吸器を装着しないと
いう選択をおこなう帰結を生む可能性があり，それが家族と当事者のニーズの対立の
不可視化をもたらしうることについては注意をしたい． 

 10) こうした点については，当事者主権を主張してきた人々たち自身によっても反省され
ている．当事者の内部に複数性があり，当事者同士のあいだにおける対立や交渉にも
目を向けるべきだという伊藤奈緒（2011: 384-91）の主張に対し，上野は 「今やわたし
たちは当事者内部の複数性に向き合わなければいけません」（上野 2011b: 432）とし
てこのことを認める．ただし注意すべきは，ここにおいても「当事者」とはまずもっ
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てニーズの帰属先たる当人を指しているのであり，支援者の側の要望を満たすことが
狭義の当事者の要望を満たすことの前提になっていることは見落とされている． 

 11) ただし，中西と上野は同時に，そうした自己決定権を行使しえないとされている人た
ちから自己決定権を奪っているのはむしろ周囲の人間の方であり，まわりのコミュニ
ケーションの取り方次第でその状況は変わりうることも示唆している（中西・上野 
2003: 40-1）．ここにはすでに，ニーズには周囲との関係性において立脚する側面が
あるという発想の萌芽が見られるといってよい． 

 12) このように，支援における関係性を重視する立場をとることが，支援の対象との関係
を取り結べないような位置にいる支援者の疎外につながりうる点には注意しなくては
ならない．山根純佳（2011）は，特別養護老人ホームの厨房で働く人々が，十分な待
遇を受けず，やりがいも感じにくくなっていることを問題視している．ALSの在宅介護
の場合，本人と直接の関係から周辺化された支援者がどのような人々のことを指すの
か，その人々がいたとして，そこでは山根が指摘したような問題が同様に起きている
のか否かについても検討する必要があるのだろう． 

 13) こうした研究の目的からの必然的帰結としての理由のほか，筆者が調査の一環として
介護を体験するにあたって，その参入身分として最も近かったのが職業的に介護をお
こなう者であり，介護者の視点を採用することによって，そこで観察された事象を扱
うことが相対的に容易になるということが挙げられる．また，のちにみるような医療
社会学等の既存の研究もこうした支援者の立場からのものであり，それらとの接続可
能性も確保することができるという点にもこうした視座の設定の利がある．くわえて，
時間的制約と筆者の意志読み取り技術の未熟のため，本研究が得ることのできた患者
の語りはどうしても介護者のそれより量的に乏しくならざるをえず，今回は患者の視
点を中心的に採用することはできなかったという事情もある． 

 14) もちろん，そうはいっても，なおALSという疾病をめぐっては，数多くのトピックが
存在するだろう．たとえば，症状の進行にともなって衰退する機能にいかに適応して
いくかというのは重要な論点である．先述のように，全身の不随に至ったALS患者でも，
わずかに残る指先やまぶたの動きを通じて意志の疎通は可能である．しかし，身体の
中でいま動かすことのできる部分は，数週間後，数カ月後には動かせなくなっている
かもしれないし，そうでないかもしれない．どのような順序で，どのような早さで身
体が侵されるかわからないALSにおいては，そうした予測の困難性の中で，次の意志疎
通の方法を検討しつつ，段階的な移行を意識的に計画しなくてはならない．具体的に
は，指先でパソコンを操作できている間に，そうでなくなったときのために透明文字
盤での意志疎通を練習しておくなどの準備をするといった戦略が求められる（もちろ
ん，これは外在的な指摘であって，日々の介護に忙殺されるなかで，こうした戦略が
簡単にとられると考えるべきではないだろう）．そうした実際的な問題に加え，徐々
に機能がなくなっていく自身の，あるいは家族の身体と，感情的・精神的にいかに折
り合いをつけていくかという問題もある．単なる，という表現はいささか不謹慎であ
るかもしれないが，進行のない肢体不自由に比べ，ALSの場合には，常にその介護の中
に症状の進行という緊張が存在するのであり，そうした緊張への対処は，ALS介護の安
定的持続にとっての重要な論点である． 
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   あるいはまた別の論点として，ALS患者が外出する際には，周囲からの視線に対応す
ることが必要となる．ALS患者が外出する際の足は，人工呼吸器を載せた車椅子と，そ
れを押す介護者である．車椅子だけでも障害や疾病の記号として十分であるが，独特
の作動音を響かせる人工呼吸器は，それを知らない者にとっては奇異に映るかもしれ
ないし，出先で用いられる口文字や透明文字盤を介したコミュニケーションも，介護
者が呪文のようなひとりごとを話しているように見えるかもしれない．患者と介護者
に向けられるそうした好奇や奇異の視線をいかに受け止め，あるいは避け，そのスト
レスに対応していくかというのも，ALS患者と社会の接点を考える上では見逃すべきで
ない問題だ． 

   これらの論点はそれぞれ，アンセルム・ストラウスら（Strauss et al. 1984＝1987）の
病いの軌跡論，アーヴィング・ゴフマンのスティグマ論（Goffman 1963＝2001）といっ
た普遍的議論の一事例として位置づけうるものである．本研究はこれらの問題を射程
の内に収めないが，別稿を期すべきであることを付言しておこう． 



 

 32 

第2章 限定性をめぐる既存の研究 
 
本章では，ALSの介護に携わる人々が自身の役割をどのように解釈し，規定していくのか

を探るにあたって，同様の問いを探求した医療とその周辺領域における既存の研究を考察
していく．それらは医療，看護，介護，介助といった隣接しつつもそれぞれに異なった領
域にまたがるため，本章の記述においては，そうした差異に敏感であることが求められる
だろう． 
本章で考察する研究の多くは，「限定性」という概念を駆使している．この限定性とい

う概念を最初に提起した研究として，タルコット・パーソンズのそれがまず最初に検討さ
れる（第1節）．次に，パーソンズの論をラディカルに相対化した，エリオット・フリード
ソンの議論が考察される（第2節）．続いて，パーソンズとフリードソンの議論を統合し，
看護における相互行為や看護師の主観的な解釈を対象とすることに成功した三井さよの研
究と，家族の介護において限定性をめぐる困難を記述した井口高志の研究が，それぞれ検
討される（第3節・第4節）．これらの研究を踏まえることによって，本研究がどのような
意味で，限定性やそこから派生する限定化の語を用いるのかを述べることができるように
なる．以上をもって本研究は理論的な検討を終えるが，そこにおいて今一度，本章まで重
層的に積み重ねてきた本研究の意義がまとめなおされ，次章からの実証的な段階へと論を
つないでいく（第5節）． 
なお，以下にみる諸研究は，患者ないし支援の受け手の側にニーズがあることを想定し

ている点で，前章で見たような関係性のなかにおいて生起するニーズという考えとは発想
を異にする部分もある．しかし，ここでの目的はあくまで支援者が自身の役割をどのよう
に規定していくかということであるので，その点についての批判や修正をあらためておこ
なうことはしない． 
 
1 限定性概念の淵源 

 
本研究や，以降で扱う様々な論者のいう限定性概念の淵源は，アメリカの社会学者タル

コット・パーソンズにさかのぼる．パーソンズにおいては，限定性は機能的限定性とも呼
ばれ，無限定性と対をなしながら，パターン変数と呼ばれる分析概念の一角をなしていた．
まずは，そのパターン変数について確認しておこう． 
パターン変数は，ある行為を判断するにあたって依拠することのできる，五対の価値基

準のことである．その五対とは以下のようなものだ．すなわち，（1）感情性- 感情中立性，
（2）自我指向- 集合体指向，（3）普遍主義- 個別主義，（4）業績性- 帰属性，そしてこ
こで中心的に検討する（5）限定性- 無限定性（Persons 1951＝1974: 72-3）である．パーソ
ンズは，パターン変数の適用例として，医師が患者に対しておこなう行為はどのようなも
のであるべきかを述べている．彼によれば，医師は患者を選り好みせず，科学的な方法に
よって職務を遂行し（感情中立性），患者の回復を自身の利益よりも上位におくという医
療職集団のイデオロギーに従っており（集合体指向），患者はみな統一された基準で医師
によって処遇され（普遍主義），健康の回復という限定的な関心によってのみ患者に対す
る（限定性）べきであるという1)． 
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では，なぜ医師はこのような価値基準に基づいて行為するべきとされるのだろうか．背
景には，患者ないし病人に求められる役割と，医師に求められる役割の密接な関係が想定
されている． 
パーソンズによれば，患者には独自の役割があり，それにともなかう義務と権利がある．

彼はこれを病人役割と名付けた（Persons 1951＝1974: 435-42）．病人は通常の役割における
義務を免除され，病気にかかったことについての責任を不問とされる権利をもつ．一方で，
病人は医師の治療に協力し，回復に専念するという義務をもつ．こうした病人役割と結び
つき，これに応答するかたちで，医師にも義務と権利が与えられる．すなわち，医師は患
者との連帯関係の構築・維持，専門技術の習得・研鑽という義務をもち，一方では患者の
健康回復に資する限りで患者の秘密や個人情報を知り，患者から信頼される権利がある（高
城 2002: 81-9）． 
パーソンズにとっては，健康とは社会が営まれるための「機能的先行要件」（Persons 1951

＝1974: 425）なのであり，この観点からは病気ないし高い罹患率は，社会に対して逆機能
的な状態，すなわち逸脱なのである．病人，つまり患者の役割と，医師の役割が適切に合
致し，遂行されることによって，この逸脱は病気の回復・寛解というかたちで統制される
のである．こうした社会統制の観点から，医師の行為は先のような価値基準を満たす必要
があるとされたのだ． 
目下のところ問題となっている限定性について，もう少し詳しく見てみよう．パーソン

ズは医師のもつ限定性を，ふたつに区別している．ひとつは能力の限定性であり，もう一
方は関心領域の限定性である（Persons 1951＝1974: 451）．まず前者について．医師に求め
られる技術は高度であり，しかも日々進歩している．そのため，技術的研鑽をおこなうた
めには，医療以外の側面にまで訓練や経験のリソースを回すことはできない（Persons 1951
＝1974: 430）．よって，医師には医療に関する能力に限定的に特化することが求められる．
次に後者について．患者の治療にあたっては，不確実性（患者の身体的な特徴や自然治癒
能力に避けがたく存在する偏差）や，不可能性（その時点における医療の水準という制約
のためにそもそも回復ができないという可能性）に対処しなくてはならないが，このこと
は医師に緊張をもたらす．この状況では，医療という科学にもとづいた合理的な能力の行
使が困難になってしまうのである2)3)（Persons 1951＝1974: 445）．くわえて，医療が対象と
する人間は無機的な物体では無いがゆえに，健康を回復させる治療という行為は，どうし
ても患者との親密な関係に踏み込みがちな側面を有してしまう．しかし，患者との良好な
関係性を築いて医師の指示に従うように患者を仕向けることはあるにせよ（高城 2002: 85），
それはあくまで健康に資するかぎりの話なのであって，その情緒的関係は厳しく統制され
なければならない．健康の回復という目標に関係のない医者の行為は正当化できないから
だ（Persons 1951＝1974: 451）．にもかかわらず，やはり医師は患者との親密な関係性に晒
され続けている．こうした事情から，職務が頽落することを避けるために，医師は「不当
な関与が発達する可能性のある状況のなかで，『危険な』領域にたいして医師の要求する
特権の制限範囲を定義する」（Persons 1951＝1974: 452）というかたちで，自身の職務の領
域を限定するのだ．まとめれば，パーソンズにとっての限定性とは，合理的・科学的医療
以外へのコミットメントの排除なのである． 
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そうすることによって，医療という行為に避けがたく不確実性や不可能性が随伴してし
まう中でも，自身のできる範囲を限定することによってその困難を失効させつつ，その中
で「可能なすべてのことをする」という方向に医師を水路付けることができるという点に，
パーソンズの言う限定性の意義があるのだ（Persons 1951＝1974: 445; 三井 2004: 56）． 
しかし，こうしたパーソンズの立論には，いくつかの前提が無意識のうちに滑りこんで

しまっている．そのことが，のちにパーソンズに対する批判や修正を呼びこむこととなる
（進藤 1990: 124）． 
パーソンズが前提としていることのひとつは，医師と患者の優劣関係である．あるいは，

医師の能動と患者の受動という構造といってもよい．つまり，治療において積極的に行為
するのは医師であり，患者はあくまで医師の行為の対象にすぎないという両者の関係であ
る．この点はパーソンズが生きた時代状況によるところも大きい．彼が先に見たようなモ
デルを打ち出した20世紀中葉は，いまだ感染症の克服が十分でなく，医師の役割はまずも
って急性期の患者の救命であった．そのような患者は，多くの場合重篤で，意志疎通をお
こなう能力をもたないこともままある．こうした状況においては，医師の処置が患者に対
して優位に立つことにも一定の理がある．しかし，感染症が死因となることが時代が下る
とともに減っていくと，今度は慢性病が医療の中心的な関心事としてあらわれてくる．慢
性病は即座に死につながるわけではないが，継続的な治療が必要とされ，全体としての健
康水準を下げつつも適切に折り合いをつけながら患っていくことが求められる疾病である．
この変化によって，病院が急性病の患者を治療し，慢性病の患者は地域・在宅で療養する
というモデルが生まれることが予想されているが（猪飼 2010），とはいえ，医師がまった
く慢性病の患者を扱わなくなるわけではない．そして，急性病の患者と異なり，意識が清
明で，自身の健康状態について長期的に知っており，自身の体験という意味において医師
と同等の病気についての知識をもつ慢性病の患者――この特徴はALS患者にもあてはまる
――に対しては，医師は先のような態度で向かうことはできないのである．このことをい
ち早く指摘したのが，トーマス・サースとマーク・ホランダー（Szasz and Hollender 1956）
である4)．彼らは，医師と患者の関係を3つのモデルに分類した．ひとつめは，能動- 受動
モデルであり，「心理学的に相互作用のない」（Szasz and Hollender 1956: 586）すなわち意
識が不明で自助のできない患者と医師の関係である．この場合，医師には患者の思惑に拘
束されず，救命のための行為をすることが求められる．ふたつめの指導- 協力モデルでは，
患者は伝染病といった急性病ではあるものの，意識があり，医師と協力可能な状態にある
ことが想定されている．自助はできずとも意識が確かであるがゆえに，「痛みと不安，そ
の他の悩ましい症状に苦しんでいる」（Szasz and Hollender 1956: 586）ことを患者は医師に
訴え，助けを求める．この場合，医師は患者に対して治療の方針を説明することになる．
パーソンズが想定していたのはこのふたつのモデルの混合として見ることができよう．こ
れらに対し，第三のモデルである相互参加モデルでは慢性病の患者が想定されている．こ
うした患者は意識を清明に保っており，自助が可能である．この場合，医師の役割は仲間
として患者と協働することになる．医師と患者は「（1）ほぼ同等の力関係にあり，（2）
相互依存的で（お互いを必要としており），（3）治療に対して積極的に取り組む」（Szasz 
and Hollender 1956: 587）のである．こうしたモデルは現実においても観察されている．ダ
ニエル・チャンブリス（Chambliss 1996＝2002）がおこなった病院でのフィールドワークに
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よれば，慢性病患者の処置をおこなう透析室では，「処置そのものがナースと患者の人間
的関係を要する」ものであるがゆえに，「患者が自分のケアの一つひとつを学べるように，
側について指導する」（Chambliss 1996＝2002: 180）ことがおこなわれている．ここで念頭
に置かれているのは看護師と患者の協働なので，医師と患者の関係の事例と同一視するこ
とには注意を要するが，慢性病患者と医療職との関係性においては能動- 受動モデルが不
適切であることはこの例によっても示せるだろう． 

ALSの在宅介護という文脈で考えるならば，このなかで注目すべきモデルはやはり相互参
加モデルである．ALSの介護において，医師が患者を意識のないものとして扱うことは非難
される．もちろん全身不随に至ったALS患者は自分では動けないのだけれども，自分で指示
を出しながら在宅生活を営んでいるという意味において参加をしているのであって，これ
も相互参加モデルの一例と見ることができるだろう． 
なお，患者は受動的な存在で，医師にとっての客体にすぎないというふうにパーソンズ

が考えていたわけではないという主張もある．高城和義（2002: 77）によれば，むしろ，パ
ーソンズにとって患者とは，先に見たような病人役割のもと，みずからの意志で医師に協
力し，治療を積極的に受け入れる存在であり，その意味においてまったく能動的なものな
のである． 
では，サースとホランダーによる修正を加えれば，あるいは患者の能動性をより明確に

主張すれば，パーソンズのモデルは十全なものとなるだろうか．そうではない．医師- 患
者関係における優劣という前提以上に，パーソンズの論ではもうひとつ重大な前提条件が
自明視されているのである．それはすなわち，患者の求めていることは医師の判断と合致
するという，医師と患者のあいだにおける暗黙の合意である． 
この点を問題化したのが，次節で見るエリオット・フリードソンである．パーソンズに

対するフリードソンの批判を踏まえることで，ひるがえって，パーソンズの言う医師の限
定性がどのようなものであったのかをより明確に理解することができるだろう． 
 
2 医師がもちうる無限定な役割 

 
パーソンズを批判したフリードソンの主張を端的にまとめるなら，つまりは「患者が医

師に望むことと，医師が患者にしようとすることが常に一致するわけではない」というこ
とになる．そもそも，フリードソンによれば，パーソンズの描く医師- 患者関係は，規範
的な描かれ方をされており，現実を捉えていない．たとえば，医師は医療という限定的な
技術に習熟し，不断の努力によってその技術の更新と練磨を期するとパーソンズは言う．
しかし，フリードソンが言うには，現場の医師，とくに同業コミュニティから隔離された
開業医が「医学校で教えられたように診療を行う――卒後に発見された新しい知識・技術
の学習や使用はいうに及ばず――であろうとはとうてい思われない」（Freidson 1970＝
1992: 65）．このように，フリードソンはパーソンズの言うことが現実と適合的でないこと
を指摘する．そして，その最たるものこそ，先に挙げたような患者と医師の合意の問題だ． 
パーソンズにおいては，医師による治療に協力することが病人役割として患者に求めら

れていた．この発想の背景では，「患者が望んでいること」と，「患者が望んでいると医
師が考えていること」が一致していることが前提となっているのである．たとえ病人役割
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を受け入れ医師とともに治療に臨んでいるのだから患者もまた積極的な存在である，とい
うことが言えるとしても，しかしその発想にはこの前提に対する反省的な問い直しは含ま
れていないことも確認しておこう． 
フリードソンによれば，患者の要求と医師の判断は構造的に一致しない．パーソンズの

描く医師- 患者関係が合意モデルだとすれば，フリードソンのそれは葛藤モデルである．
彼の主張を追っていこう． 
フリードソンが主張するところによると，医師が患者をまなざすやり方は，医療という

官僚制のなかで歪んだものになってしまっている．医師はその支配的な地位ゆえに，「世
界を健康と病気の観点から眺めるようになり，医師にその能力があるかどうかに関わりな
く，世界は健康と病気に関わるあらゆる事柄について助言を求めている，と考えるように
なる」（Freidson 1970＝1992: 137）というのだ．具体的には，私心を排して患者に医学的な
知識と技術を供給するという専門職の理念，組織的な職業集団への献身，専門家としての
自尊心が，こうした歪んだ視点を形成する．これらは医師が医師であるがゆえの専門家意
識に組み込まれたものであるから，医師個々人の努力や善意によっては克服されえない5)

（Freidson 1970＝1992: 141-6）．こうして，患者がどのようなことを求めているかについて
の決定権は医師がもつと考える「独善的心性」（Freidson 1970＝1992: 150）が生まれてしま
う． 
チャンブリスによれば，こうした心性は医学生の時点から育まれるものであるらしい．

彼によれば，「医学生は，自分たちは――少なくとも医師は――患者にとって何が最善な
のかを知っていると思い込んでいる」（Chambliss 1996＝2002: 184）．あるいは，「彼らは
患者に判断力があるかどうかを議論していた．すなわち患者が自分の治療に関する選択・

決定をできるかどうかを，彼らが
、、、

決めていた」（Chambliss 1996＝2002: 184 強調は原文に
よる）． 
こうした心性から導かれる医師の職務の限定は，表層的にはパーソンズと似たものとな

る．すなわち，医師は医療という限定された範囲に自身のなすべきことを限定するのであ
る．しかし，この医師のあり方は決定的に患者の思惑と食い違うというのがフリードソン
の論の骨子である． 
患者は医師に対してどのような要求をしているか．そもそもの前提として，フリードソ

ンにとって，医療とは疾病の寛解のみを目指すものではない．そうではなく，「人間的な
感情を満足させる」（Freidson 1970＝1992: 189）ことが医療という実践における「道徳上の
要請」（Freidson 1970＝1992: 189）であると彼は考えていた．患者からの人間的な要求に応
えようとするならば，医療ないし医師のすべきことは，相対的に多様なものになる．しか
し，この余剰とも言える要求に答えてこそ，「患者は人間としての尊厳が認められるので
あり，医師と良好な社会関係を取り結んで治療上の要請に効果的に協力することが可能と
なる」（Freidson 1970＝1992: 181）のである．パーソンズの論を見ていくなかで，医療には
不確実性や不可能性が潜むことを確認したが，その緊張状態に置かれているのはなにも医
師だけではない．患者もまた医師と同様に病気という不確実性や不可能性の経験をしてい
るのであって，医師の側が医療への限定的注力によってこの困難を脱することができると
しても，なお患者は死や望ましくない予後という不安と隣合わせにあるのだ．フリードソ
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ンから見れば，このような医師の職務の限定性は，患者の要望の切り捨てのもとに成り立
っていることになるだろう． 
まとめれば，「患者自身による自分の利益やニーズの直接の表明は，他のものによって

代用したり代替することはできない」（Freidson 1970＝1992 :205）のにもかかわらず，「管
理者や専門家はいやおうなしに特有の視点を身につけるものであり，善意によってこの視
点の偏りを克服することはできない」（Freidson 1970＝1992: 206）ために，パーソンズが前
提としていたような両者の合意は達成され得ないのだ． 
ここにおいて，パーソンズの言う医師がもつ限定性の性格がどのようなものかが別の角

度から見えてくる．それは，患者の要望は自身の判断に合致しているという前提のもと，
患者の要望のなかで真に医療的とはいえない部分を切り捨てることによって達成される価
値である．これに対して，フリードソンが求める医師のあり方というのはどのようなもの
だろうか．フリードソン自身は限定性という言葉を積極的に用いることはしないけれども，
あえてこの語彙に引きつけて言うならば，それは，医療のみへのコミットメントによって
は排除されてしまうかもしれない，真に医療的ではないような患者の要望にまできめ細や
かな配慮をするよう，限定性をもつことをしないような態度――無限定性――をもった医
師，ということになろう6)． 
こうしたフリードソンの議論は，唐突に生まれたものではなく，歴史的な変化の中に位

置づけられるものである．ひとつは，前節でも見た疾病構造の変化である．急性感染症の
克服が進むにつれ，医師と患者の関係性が重視されるようになり，ただ医学的見地のみに
よって疾病に対処すればよいという考え方が不適切になっていったという背景がある．前
節でみたサースとホランダーは早くからこのことを予見していたが，まさに彼らの予測通
りだったと言えよう．「明確に定義された問題，治療可能な病気，医者やナースや病院を

信頼し感謝する患者など，医学の扱える対象は限られているのだ
、、、、、、、、、、、、、、、、、

．この対象から外れた（慢
性で，不治で，扱いにくく，不服従な）患者は，医学の領域を超えている．彼らは医学の
価値観に真っ向から挑戦する」（Chambliss 1996＝2002: 190 強調は原文による）のである．
さらには，1960年代以降の消費者運動や市民権運動によって，医療という権威に対する批
判的まなざしが開かれたということも指摘できる（進藤 1990: 130-1）．前章でみた当事者
主権という発想も，この時代的趨勢の中に位置づけられるものである．周囲の「良かれと
思って」によって障害者が施設での生活を余儀なくされたことを，障害者運動はパターナ
リズムとして批判した．このことと，医師は患者の望みを把握していると考えるパーソン
ズを，患者にはそれぞれに独自の望みがあるとするフリードソンが批判したことは，ちょ
うど鏡写しの関係になっている． 
ここで注意しておくべきは，フリードソンによるこの提起によって，パーソンズの立論

が全面的に廃されるわけではないということである．合意という切り口から医師- 患者関
係を捉えたパーソンズに対し，フリードソンは葛藤という切り口からこれを相対化したの
である．両者はどちらが正しいというものではなく，どの場面にも双方の見方ができる．
このことは直感的にも諒解できることだろう．私たちが病気にかかって医師に診察を求め
るとき，私たちは多くの場合，まず回復を求めている．よってこれを治そうとする医師と
私たちの間で合意は形成されている．一方で，医師が私たちを完全に物扱いし，情緒的な
関係性の形成を一切断ったようなかたちで対応するようなことを私たちは望んでいないし，
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医学とは無関係な事柄であっても，私たちの事情を慮った診療をしてほしいと思うことは
ある．双方の捉え方を併置し，それぞれを相対化することが肝心である． 
さて，ここまで見たようなパーソンズやフリードソンの議論は，おもに医師ないし医療

を念頭に置いたものであった．一方で，本研究が考えようとしている介護という領域は，
先にも述べたように，より病を患う当人と過ごす時間が長く，それゆえに当事者同士の関
係性が密接にならざるをえない点に医療との大きな違いのひとつがある．次節以降では，
看護や介護など，医療に比べて対象との関わりがより時間的に長く，より親密なかかわり
が求められる領域において，この限定性の議論がどのように変容していくかを見ていこう．
その中で，フリードソンの主張，すなわち患者の求めるままに限定性をもたないでいよう
とする志向の問題点も見えてくることだろう． 
 
3 限定化の順機能 

 
パーソンズの合意モデルとフリードソンの葛藤モデルを統合的に継承し，看護の領域で

の実証研究をおこなったのが三井さよ（2004）である．三井は，限定性の語を無限定性と
の対比で用いることはせず，「固有な『生』が持つありとあらゆる側面の全てを捉えられ
るわけではないという意味」（三井 2004: 44）でこの言葉を用いている．とはいえ，その
研究はパーソンズとフリードソンに導かれるものであり，ここで扱うことに不適切性はな
いはずである．三井は，患者の望みと医師の思惑は必ずしも合致しないというフリードソ
ンの提起を基本的には受け入れつつも，その方向性を追求することには問題があり，また
一方で，フリードソンの批判する医師の限定性にも，一定の順機能があるということを主
張する．まずはその主張の中身を確認していこう． 
まず，患者に対する関わり方を限定的にすることをよしとしないというフリードソンの

立場からは，ふたつの考え方が派生すると三井は言う．すなわち，ケア技法論とケア倫理
論である7)．  
前者のケア技法論とは，「ケアにおいて必要となる技法を主に模索し，その理論化を試

みる議論」（三井 2004: 65）である．ここでいう技法とは，単純な技術にとどまらず，患
者との関係性や患者の捉え方といったものをも含んでいる．こうしたケア技法論の立場か
ら患者に対する限定的関わりを超克しようとするならば，それはケアの技法を拡大する道
を選ぶということになるだろう．しかし，医療に潜む不可能性・不確実性は技法の拡大に
よって排除できるものではなく，こうした拡大はフリードソンが指摘した問題に正対して
いるわけではない． 
対する後者のケア倫理論とは，「倫理学を中心に，ケアをより人間的な行為として捉え

ようとする議論」を指す．ここで想定されるのは，「全人的」や「歓待」といった言葉で
形容されるようなケアである．このように，医療者の側の限定性を消去し，患者には医療
者の想定を超えでる可能性がつねにあることを意識している点で，ケア倫理論は，ケア技
法論に比べてフリードソンの指摘をよく消化したものであると言える．しかし，そのよう
な崇高な倫理的期待を医療者に向けることは，彼らに対して強い心理的負担をもたらす．
汲めども溢れ出る患者の望みに応え続けることは，医療者の燃え尽きを招きうるものであ
る． 
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こうしたケア倫理論の隘路を確認することによって，パーソンズのいう限定性を医療関
係者がもつことの意義がより鮮明に見えてくる．パーソンズは，限定性をもつことによっ
て「可能なすべてのことをする」という態度を医師がもちうることを指摘したが（Persons 
1951＝1974: 445），それはケア倫理論の果てにある医療者の心理的負担を回避させるもの
でもあるのだ．パーソンズが想定しているのは医師であるから，その議論を看護の領域に
接続することに異論はあるだろう（山根 2005: 26）．しかし，医師に比べて患者との接触
が量的に多く質的に濃い看護職の場合には，患者への献身という期待はより大きくなり，
それは同時に心理的負担の増加を意味する．ならば，ここで指摘される限定性の意義は，
むしろ看護職においてより一層重視されなければならないものであるといえるのではない
か． 
以上のようにパーソンズとフリードソンの議論の双方を検討した上で，三井は看護の現

場における相互行為に着目することになる．患者と看護師の間での相互行為を通じて，看
護師が限定性をもちつつもこれを乗り越えたり，自身の限定性について解釈しなおしたり
する様子を記述するのである．それは，パーソンズのいうような限定性の順機能を維持し
つつも，患者の望みを解釈するなかでその限定性を開いていくことによってフリードソン
の指摘にも応えていくような，そういう看護の実践を描く取り組みである． 
三井は，そうした実践を以下の様なキーワードで示していく．ひとつは看護師の「戦略

的限定化」である．これは，「自らが『看護婦』であり職務として患者に関わるのだと意
識すること」（三井 2004: 108）を指す．こうした意識によって，落ち込んでいたり拒否的
な態度をとったりするような，ある意味で難しい患者に対しても，一方では仕事と割りき
って接することを可能としながら，また一方では看護職として患者と対話の可能性を開く
ことが可能になる．こうすることで，患者が看護職にネガティブな対応をする場合でも，
その患者の言動によって自身が傷つくことがないように心理的な防衛を働かせつつ，その
対応の背景にある原因を探ることが可能になると三井は言う（三井 2004: 107-14）．あるい
は，ガンの告知を受けていない患者との対話のなかで，自分はガンなのではないかという
疑念に直接答えることはできない場合でも，なぜそのような疑念をもつのかというように，
自身が対応しうる範疇へ患者との対話を引き寄せるニーズの「翻訳」ということも戦略的
限定化によって可能となる（三井 2004: 130-4）． 
そうした実践の中では，病院におけるフォーマルな仕事として応えるべきであるか議論

の分かれるようなニーズも存在する．ここでいう患者のニーズとは，「医療専門職が職務
として応えるべき（と捉えた）もの」（三井 2004: 57）である8)．三井が挙げる例では，結
婚式をおこないたいという末期の患者のために，病棟で結婚式をあげるといったものがそ
れである．こうしたものに対しては，「ニーズの中間的了解」がなされると三井は言う．
ニーズの中間的了解とは，「疾病管理の観点からすれば不十分かもしれないが，それでも
患者の固有な『生』からすれば十分ニーズといえるのだと捉え」（三井 2004: 121）るよう
なニーズの了解の仕方である． 
特筆すべきは，こうした戦略的限定化は，看護師の不断の問い直しによって成立してい

るということである．なにが患者のニーズであり，自身はそのニーズに対してなにをすべ
きなのか，それらを固定的に決めてかかるのではなく，様々な可能性があるなかで，看護
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師は自身がとりうる職務を主体的に選びとり，引き受けているのである．この点が制度上
の役割として限定性を指摘するにすぎなかったパーソンズと三井との決定的な差異である． 
ニーズの中間的了解に関しても，ある特定の患者の特定の状況ごとに，繰り返し生み出

されるものである．ニーズかニーズでないかを二分法的に弁別するのではなく，看護のな
かで応えるべきだと思えるものを逐次見つけ出していくという看護職の姿勢がそこには現
れている． 
本研究の関心であるところの限定性概念に引きつけて三井の議論をまとめよう．三井は，

患者と看護職の相互作用を対象化することによって，アドホックに問い直され続けるもの
としてパーソンズの限定性の議論を現場に下ろすことに成功している．しかも，そこでは
つねにニーズであるかもしれないものが見出され続けるために，フリードソンが指摘する
ような，患者と医師の思惑の齟齬のようなものは調停される可能性に開かれているのであ
る． 
本研究はこうした三井の立場を基本的には受け入れる．すなわち，ALSの介護者がいかに

自身の役割を規定しているのか，患者や介護者間の関係性のなかで，それが不断に問い直
される過程を見る．そのことによって，狭義の当事者たる患者のニーズのみが極めて排他
的に重要視されるのではないような介護のあり方，患者と介護者の関係性の中でニーズが
生み出され，それをともに満たしていくことによって，当事者主権という理念が守ろうと
していた価値を保存しつつ，そのあり方が自己決定権のもとに患者を死に追いやることを
阻むような介護のあり方を構想していこう． 
しかし，部分的には三井の論に補足をしていかなくてはならない．いくつかの不備が三

井の議論には指摘できるからである．第一に，これはやや外在的な批判ではあるが，三井
が看護職のみを対象としており，患者の家族を分析の対象外としているということが言え
る．ALSの場合には，家族もまた介護者として介護の実践に深く参入している場合がままあ
る．そのため，患者の家族にとっての限定性がいかなるものなのかについても考えなくて
はならない．これは前出のパーソンズやフリードソンについても言えることである．第二
に，より本質的なことには，三井が戦略的限定化によってもなお看護が成功裡に成立しな
い場面を描き切ることができていないということが挙げられる（立岩 2005: 66）．先に挙
げたガンについての疑念をもつ患者との対話のなかで，ニーズを翻訳して対話に引きこも
うとする看護師の実践も虚しく，患者が強硬に疑念を発し続けた場合はどうなったか．戦
略的限定化をすること自体に困難のある場面，あるいは，戦略的限定化ができてもその実
践が奏功しない場面に対する考察もおこなわなくてはならないだろう9)．この点はある意味
ではパーソンズの合意モデルの盲点と重なる部分でもある．患者の考えるニーズと，医師
の考える患者のニーズが一致していることをパーソンズは自明視したが，三井は，看護職
が戦略的限定化をすることによって見出す患者のニーズと，患者のもつニーズが一致して
いる場面しか描くことをしていないのである．職務の過少，すなわち，患者のもつニーズ
には看護師の戦略的限定化によってもなお汲み取られない部分がある可能性である．また
一方では，職務の過剰という可能性もあるだろう．三井が挙げるような例における戦略的
限定化によって汲み取られるニーズは，疾病管理に対するものというよりも，より人間的
なニーズであるといえる．しかし，患者の中には，そうした人間的なニーズはどうでもよ
いから，疾病への対処と助言を淡々とおこなってほしいと思う――その意味においてパー
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ソンズが想定していたような――そういう患者もいるかもしれない．そうした患者にとっ
ては，戦略的限定化によってニーズとみなされたものを満たされることは，ありがた迷惑
であるかもしれない．こうした点は，「α）『職務内容の限定性』とβ）『『生』の固有性
に比した観点の限定性』が異なる概念であること」（山根 2005: 25）を見落とした結果で
もあろう． 
三井の議論に対する以上のような批判を踏まえると，介護をおこなう家族を対象とした

研究や，限定化の実践が成功裡に作動しない場面についての研究の検討が必要になる．家
族は介護に関してどのような限定性をもち，またそうした限定性をもって介護に取り組む
ことにともなう困難とはいかなるものであるのか．次節では，この二点を同時に検証でき
る題材として，認知症などの患者に対する家族の介護実践を対象とした研究を取り上げる
こととしよう． 
 
4 限定化の困難 

 
限定化の実践にともなう困難を考察するために，ここでは井口高志による認知症などの

患者を介護する家族を対象とした研究を検討していくことにしよう． 
井口は，介護を行う中で「要介護者に対して強く介護・ケアを志向してしまう」（井口 

2007: 147）という傾向を家族がもってしまうことを指摘し，これを本研究がこれまで見て
きた限定性という術語を念頭に置きながら，無限定性と呼称する．こうした家族の性向は，
家族であるがゆえに介護の営みから退出することはできない（と家族らに認識されている）
がゆえに経験されてしまうものである．そして，たとえその当人の主観においては介護が
困難と認識されていない場合であっても，家族がもってしまうこうした介護についての無
限定性は，その実践に影響しうる性質であることを井口は言う． 
井口の指摘する無限定性の具体例としては，介護のマネジメント役割が挙げられる．こ

こでいうマネジメント役割とは「単純にあるあらかじめ設定された基準のもとで労働の一
部を担うだけではなく，『情報』を集め，自らが介護の基準と範囲を確定する」（井口 2007: 
152）という役割のことだ．ここで注目すべきは，介護サービスを利用することによって介
護にまつわる行為自体を外注することはできても，こうしたマネジメント役割に端を発す
る心理的な負担感は解消されないという点である．患者ないし要介護者がどのような処置
を必要としているかについて逐一算定し，これの総和を介護の全負担と捉える考え方から
はこぼれおちてしまうような，マネジメント役割とはそういう類の負担をもたらすもので
ある．井口は認知症介護において，こうしたマネジメント役割の存在をみるけれども，介
護サービスの充足のみで家族の負担が消却されるわけではないことは，ALS介護にもあては
まることである．また，ALSの家族介護を考察した土屋葉（2004）によれば，家族の側の気
がねや気遣いが，むしろそうしたサービスを有効に機能させないこともあるのだ． 
井口が指摘するところによれば，こうしたマネジメント役割がどのように意識されるか

は，介護する家族がどのような目標設定（おもに認知症を対象とする井口は，これを「正
常な人間像」と呼ぶ）をするかに強く依存する．たとえば，認知症患者の介護との対比的
な事例として挙げられる，脳出血によってコミュニケーションが難しくなった患者の例を
見てみよう（井口 2002, 2007: 170-83）．医学的には，その患者はこれ以上の回復が見込め
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ないとされていた．しかし，家族は過去に得た知識から，この医学的知見を相対化し，患
者は回復の途上にあるものとして捉えられた．ここにおいて，この介護をおこなう家族の
目標は以前のようにコミュニケーションのとれる状態まで患者を回復させることとなり，
回復をためと見定められた介護の責任を負うことが家族のマネジメント役割となる． 
ここで注意すべきは，この家族はあるリハビリテーションの方法を採用することによっ

て，このマネジメント役割を限定化していたことである．このような手段の明確化によっ
て，拡散と深化に傾きがちな介護の無限定性が氾濫することは防がれていたのだ．また，
こうした取り組みは固定的なものではない．症状の進行にともなって先のリハビリテーシ
ョンができなくなったときには，そのリハビリテーションと同等の効果があるようなかた
ちで患者の身体を動かすということが新たな限定化の実践として取り入れられている． 
とはいえ，このように対策したとしても，無限定性は介護の中でつねに胚胎し，間欠的

に招来されるものでもある．井口によれば，こうしたリハビリテーションの方法が正しい
ものであるのか，家族は時に自問し，悩むものであるという． 
この事例から指摘できることは3点ある．第一に，限定化の実践は固定的なものではなく，

そのたびごとに問い直されるものでもあること．第二に，こうした限定化の実践は完全な
ものではなく，そうした実践の中においても，無限定性を介護者は経験しうること．そし
て第三に，限定化の実践には，その目標を達成するための手段が担保されていなくてはな
らないこと，である． 
第三の点，すなわち限定化のための方途が明確に定まるということは，必ずしも約束さ

れたことではない．つまり，限定化の実践のための具体的な方法が設定できない場合もあ
るのだ． 
そうした事例として，井口はある認知症患者の介護を挙げる（井口 2007: 183-91）．当初，

その患者を介護する家族は，これまでの患者の生き方を参照することで「自分で動いて家
事ができる」人という目標を設定し，それができるように家具の位置を変えるといったこ
とをおこなってきた．明確な将来に向けての目標を設定するのではなく，現状できている
ことの維持が目標とされたのである． 
また，認知症の進行にともなってそうした家事もできなくなってくると，「食事や排泄

等を自ら行う主体」といったように適宜目標を修正しながらこれを設定しなおしてきた．
こうした取り組みは，先の事例に見たような絶えざる限定化の更新として捉えることがで
きる． 
しかし，なお症状が進行し，医学的な衰えの像を否定することが難しくなってくると，

そうした像と，過去の患者のあり方から構成される目標としての患者の像の並立状態が起
きる．そして，そうした状態に至っては，認知症発症以前のような状態を目標に置いたと
しても，そのための手段が明確に定まらないという事態が起きるのである． 
また，ある明確な目標を設定しないままに限定化がおこなわれる例もある（井口 2007: 

191-8）．井口が挙げる事例を見よう．きわめて進行した段階にある認知症患者を介護する
家族は，毎日三食たべさせるといった，普通の人間であればそのように生活するであろう
ことを介護としておこなっていた．それはもはや未来の目標に向かった介護ではなく，日々
の介護という営みが日々の介護で何をするべきかを水路付けるという再帰的な状態である．
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こうした状態の維持にあたっては，そのような介護を続けることに対する専門職からの高
い評価が影響していると井口は指摘する． 
以上のような井口の研究を，前節の最後に述べた関心に引きつけて，また三井の論と照

らし合わせつつ整理するならば，以下のようになろう． 
まず，家族は介護に関して，職業的に介護をおこなう専門職とは異なった心的志向＝無

限定性をもちうる．そして，その解消のための方途＝限定化も，専門職とは異なった様相
をもつ．振り返って見れば，三井が描いた看護職の限定化実践とは，自身の職務について
再考を加え続け，患者のニーズをその職務の中において最大限満たしていこうとする試み
であった．対して，井口のいう家族による限定化は，ある目標や状態の維持のための手段
によってもたらされるものである．それがために，そうした手段の不在といったかたちで
困難が現れることもある．一方で，限定化という実践が，患者との関わりあいの中で，そ
の更新の可能性に開かれながらおこなわれているという点には共通性も見いだせる． 
こうした無限定性の実態と，限定化の実践のあり方は，ALSの介護をおこなう家族を対象

とした分析においても同様に見出しうるものなのだろうか． 
また，井口の研究の射程から外れているものの，本研究にとって重要であろうことをい

くつか指摘しよう． 
まず，これは三井とは逆に，井口は家族のみを対象としているということがある．その

ため，介護をおこなう家族の分析において見られた様相が，職業的に介護をおこなう専門
職においても見られるのか否かという点について，本研究は独自に考えていかなくてはな
らない．すなわち，限定化のための手段の不在という事態は，専門職においても起こりう
るものなのなのか．また，専門職の限定化実践に他者（からの評価）はどのように影響す
るのか．また，マネジメント役割のような無限定性を専門職が経験することはあるのだろ
うか．こうした点も本研究は問うていこう．また，専門職と家族の双方が参加する実践を
対象とする本研究では，それらのあいだの協力や分担といった介護者間の相互行為につい
ても分析する領野をもっている．この点も問うべき論点である． 
またなにより，本研究はALSの患者本人をも対象とする．ここまで本章で見てきた論は，

そのほとんどが支援者の立場から限定性を論じたものであった10)．本研究は，患者をも対象
とすることによって，患者の行為が介護者の限定性の形成，ひいては介護という実践にど
のように影響するのかも検討していくことになる． 
ここまで，井口の論を検討することで，家族による限定化実践や，限定化実践に困難が

生じる可能性があることを確認した．また，井口の論では扱っていない，介護者間の相互
行為や，患者自身の行為の介護者の限定性への影響についても，本研究は考えていくべき
であることが述べられた． 
 
5 本研究における限定性・限定化概念の定義 

 
ここまでで見てきた既存の研究をまとめ，とくに介護の場面に引きつけて考えると，介

護者の実践を規定すると思われる要素として以下のようなものが挙げられるだろう．まず，
パーソンズが指摘したような，規範的な価値として措定され，制度的に定められた職務な
いし役割期待がある．これはとくに職業的に介護をおこなう専門職についてあてはまる． 
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一方では，フリードソンの指摘するように，必ずしも患者の要望は，介護者の制度上の
役割の範疇にあるものばかりではない．よって，三井が言うように，こうした制度上の役
割を患者との相互行為の中でどのように解釈し，自身の実践の範囲と考えるか（三井の言
う限定化）という点も，介護者の実践を規定するものであると考えられる． 
また，どこまでが自分の役割の範囲であるかを規定する際，その範囲が拡散しうること

が言える．くわえて，とくに家族は強く介護に傾倒してしまいやすいこと（無限定性）が
井口の論から指摘できる．介護者は，そうした傾向に対して，ある目標のもとで自分の仕
事を部分的に切り出すことでこれに対応している（井口の言う限定化）．こうした取り組
みも介護者がいかなる限定性をもつのかを規定していると言えるだろう． 
こうした整理からもわかるように，ここまで見てきた各論者の用語法は少しずつ違いが

ある．本章を始めるにあたっては「限定性」という言葉が手掛かりとなっていたが，いま
やそのような見かけの同一性を頼りに，これらの違いを等閑視するわけにはいかない．限
定性といった概念道具がただのマジックワードに堕することのないよう，ここで本研究に
おける語の用法を確立しておこう． 
本研究では，「限定性」の語を，介護の中である介護者がするとされている職務ないし

役割の範囲として定義する．すなわち，パーソンズが言ったような，医師という職業者全
体に期待されるものではなく，介護者個々人に応じて異なるものであると考えるのである．
というのも，介護は生活に密着した営みであり，それは健常者がそうであるのと同じ意味
において，まったく多様な様相を呈する．それゆえに，介護者の役割としてなしうる仕事
の範囲はきわめて広く，また24時間を分担する複数の介護者には，それぞれ得手不得手や
性格があり，それぞれがもちうる限定性が微妙に異なると思われるからである．このよう
に限定性を再定義すると，井口が無限定性の例として挙げていたマネジメント役割は，む
しろ，介護をする家族がもつ限定性に含みこまれる役割であると考えることができる． 
もちろん，介護者，とくに職業的な介護者の職務については，各法律に基づいた一定の

規定がある．しかし，そうした制度上の縛りを分析水準にしてしまうのは有効でないと思
われる．なぜなら，前章でも見たように，それはあくまで職業介護者の限定性を構成する
ひとつの要素にすぎず，それを介護者がどのように解釈するかはまた別問題であるからだ．
また，介護保険法はともかくとして，障害者自立支援法に定める重度訪問介護や，患者が
自費で賄うヘルパーに関しては，介護保険法下に比べてきわめて規定がゆるいこともあっ
て，これをすなわち限定性と考えることは分析的な意味をもたない11)．くわえて，制度上の
拘束を分析水準にしてしまうと，これにほとんど縛られない患者の家族と職業的な介護者
を一貫した視角から分析することが難しくなってしまうという理由もある． 
以上のような限定性を構成していく取り組みを指す語として，本研究では「限定化」を

用いる．少し具体化するなら，制度についての知識を得たり，それを自身で解釈したり，
介護の現場において患者の要望を聞き，他の介護者と協働していく中で，自身の仕事の範
囲を決めていく営みである．介護者は限定化をおこなうことによって自身の限定性を獲得
し，その職務ないし役割の範疇をもって患者に接していくことになる．つまり，限定性と
いう役割期待は，その第一義として介護者が自身に向けて再帰的にもつものではあるけれ
ども，そこには介護者をとりまく様々な人々が影響していると考えるのである．この定義
は，解釈や相互行為を前提にしている点で三井の，実際にやるべきことを切り出してくる
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という点で井口の，それぞれの限定化の定義を折衷したものと見ることができる．こうし
た限定性や限定化の定義は，支援者の側の解釈や相互行為に着目した三井の議論を引き継
ぎつつ，三井が陥っていた職務内容の限定性と患者に対する観点の限定性の混同を避けよ
うとするものである．山根純佳（2005）の区別で言えば，「α）職務内容の限定性」に軸
足を置きつつ，「β）『生』の固有性に比した観点の限定性」があることを加味すること
によって，「α）職務内容の限定性」を変容の可能性に開かれたものとして考えるという
ことになろう． 
パーソンズは限定性を医師に求められる価値基準として，また三井は限定化を看護師の

実践を示す語として用いており，これらを介護という別の領域に輸入していることについ
ては自覚的でなければならないだろう．とはいえ，介護は医療はもとより看護に比べても
生活のより広い場面にかかわるおこないであり，その意味において，支援者が何をしうる
か，なすべきであるかの幅が広く，自らのすることを限定しなくてはならない場面は，医
療や看護よりもなおのこと頻回にあると思われるし，だからこそ，三井が指摘したような
限定性をもつことの意義も一層重要となると思われる． 
限定性や限定化の概念について，いくつか注意しておくべきことがある．第一に，限定

化によって限定性を作り出すのが一回きりのことではないということである．介護は継続
していくし，その中で患者の症状は進行し，要望は変化しうる．介護者も介護の中で患者
とのやりとりを続け，技術的にも熟練していくことがありうる．そうした不断の変化の中
で，限定化は常におこなわれ，限定性はたびたび更新される．限定性とは作られつつ壊さ
れるものである． 
第二に，繰り返しになるが，限定性に準じて介護者が患者に接するからといって，本研

究がとっている立場は，患者があらかじめもっているニーズが前提され，それが介護者に
よって取捨選択されるという考え方ではない．そのように考えてしまったら，患者のニー
ズがすべてであるとした当事者主権の発想の轍を踏んでいるし，介護者の側の一存によっ
て患者のニーズが汲み取られるか否かが決定されてしまうという意味において，なお悪い
ものになってしまう．本研究の立場がそうしたものではないことは，限定化の取り組みの
中に，患者と介護者のあいだの相互行為が含まれていることを思い出せばわかる．介護者
が限定性に基いて介護に臨むとはいっても，その限定性の構成において患者と介護者の相
互行為が入っている以上，それは介護者の側の一存ではありえない．また，そうした限定
性について，患者の側が物言いをつけることもできる．そうやって限定性が問い直されれ
ば，あらたに限定化がおこなわれ，そうした関係性において新たに立ち上がってきたニー
ズが満たされることになるだろう．もちろん，患者が介護者の限定性について口を挟むこ
とを遠慮してしまうということもあるだろう．そのような事態を見逃すことがあってはな
らない． 
そうした介護者当人以外の遠慮や配慮という要素は，限定化の実践についての第三の注

意を示すものである．すなわち，限定性を構成する取り組みは，なにもその限定性をもつ
当人の主体的な実践のみによるものではないということである．患者や他の介護者が背後
で動くことによって，当人も知らず知らずのうちに，自身のすることの範囲が限定されて
いくということがありうる．ある人の限定性を構成する際に，その当人ではない誰かの行
為（行為をしないという行為も含む意味での行為）も影響しうるという点に留意されたい．
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もちろん，そうして知らず構成された限定性でも，当人の限定化によって問い直される対
象であることには変わりない． 
また第四に，限定性の語を，本研究ではあくまで職務ないし役割の範囲のこととして用

いるから，必ずしもその範囲が狭いということは含意されない．介護についてのありとあ
らゆる行為を，すべて自身の役割として引き受けるというあり方も，ここでは限定性の語
で言いあらわす．この点は第4章第3節での議論にとって重要となるだろう． 
このように限定性を定義すれば，その余事象，患者や介護者らの相互行為などを通じて

構成された限定性によってはすくい取ることのできないような範疇が，介護における「無
限定な領域」として定義されることになるだろう．より幅広いニーズを患者とともに作り
出す可能性が潜んでいるかもしれない領域である．家族という関係の特殊性ゆえに強く介
護を志向してしまうという，井口の言う無限定性の定義に比べると，より限定性との対比
を意識した用法と言えるだろう．一方で，家族のみならず，限定性を成功裡にもつことが
できないときに，自身のなすべきことがこうした不確かで無限定な領域に向かって拡散し
てしまうという意味において，単純な労働に換算できない介護負担という井口による無限
定性のニュアンスも含みこむことができる． 
このような本研究の用語法を図式化するなら，以下のようになろう． 

 

 

図6 介護者に対する制度上の規定と，介護者の限定性の例 
 
この図は職業的な介護者を念頭に置いている．介護保険法が規定する介護者の役割は比

較的狭い．これよりも多様な範囲を覆うものとして重度訪問介護がある．よってこれらは
同心円状に描かれる．その外側には，制度には規定されない患者の多様な生のあり方に対
応するような領域として，無限定な領域が広がっている．介護保険法で規定される職務は，
身体介護をはじめとして基本的で，かつ介護者の全員ができなければならないから，多く
の介護者の限定性はこれを含みこむ形になっている．ここに例示した介護者の限定性も，
これを完全に覆っている．これに対し，重度訪問介護はその相対的な多様性ゆえに，その
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すべてがひとりの介護者によって担われるとは考えにくいことから，ここで挙げた介護者
の限定性は，その一部をカバーするにすぎないものとして描かれている．さらに，この図
に示された介護者は，重度訪問介護によっても規定されないような，制度上はグレーゾー
ンでありうる領域まで自身の限定性を広げていることがわかる．もちろん，ここに描かれ
る介護者の限定性の範囲は，あるひとりの介護者の限定性がどのようになっているのかを
示しているに過ぎず，ある患者を介護する介護者の全員が同様の限定性をもっていること
を示すものではない． 
患者が発する要望がこの介護者の限定性の範囲に合致すれば，その要望は介護者とのや

りとりのなかで変転し，ニーズとなる．一方，患者の要望がそこから外れたところにあれ
ば，介護者はただ言われるがままにその要望にしたがうか，それは自分にはできないと患
者に言うことになるだろう． 
以上で，実証的な調査および分析をするにあたっての検討を終えることができた．ここ

まで，本研究の意義については，各章の論点に応じて提示されてきたから，ここであらた
めてまとめておこう． 
まず，序章では，ALS介護の日常実践に対してエスノグラフィックな着目がこれまで不足

していることを指摘した．また，そうした研究は，昨今重要な論点として浮上している尊
厳死をめぐる議論とも接続しうる点で意義があることを示唆した． 
では具体的にどのような点で接続しうるのか．それを述べたのが第1章であった．障害者

運動の中で主張されてきた当事者主権という考え方は，障害者や病者を死に追いやる自己
決定の論理と地続きである．よって，ただ単に患者の意志をそのままに介護者が遂行する
というモデルではなく，患者と介護者との関係性の中でニーズが生まれ，満たされていく
というモデルを本研究は採用することを述べた．その観点から介護の日常実践を記述する
ことは，当事者主権という理念が守ろうとした価値を擁護しつつ，それを「悪用」させな
いような，新たな介護の像を提示することにもなる．これが本研究の目的であり，同時に
尊厳死をめぐる議論に資するという意味での本研究の意義である．また，こうした試みは，
ALSのみならず，その他の身体障害者や，知的障害者，精神障害者の支援を考える上でも準
拠点となりうることも合わせて述べられた． 
そのように当事者主権というモデルを転倒させると，患者の言うことは介護者が自身の

実践を規定していく際の資源として捉え直される．そうした医師等の専門職による自身の
実践についての規定＝本研究の用語でいうところの限定化がどのようにおこなわれるのか
について，本章では既存の研究をもとに考えてきた．その中で，先行する研究から多くの
視座を得ることができたが，患者，家族，専門職といった様々な身分の人々が参入してい
るALSを対象とすることによって，既存の研究からこぼれ落ちていた論点を掬うことができ
ることも示された．すなわち，それぞれ立場の間での相互行為に関するものや，介護をす
る家族について言えたことが専門職についても言えるのか（あるいはその逆）といったも
のである．本研究が既存の研究に対して付加することのできる貢献という意味において，
これらも本研究の意義と言えるだろう． 
次章以降は，いよいよ，限定性という概念を武器に，ALS介護の実践を記述していく段で

ある． 
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［註］ 
 

 1) なお，業績性- 帰属性は，医師と患者の間の相互作用を論じる際には登場しない（進
藤 1990: 132）．この変数は客体の対象に関わる変数であり，感情中立的に患者に対す
べき医師には，業績と所属のどちらにも依存せずに患者を治療することが求められる
だろう． 

 2) こうした不確実性や不可能性を前にすると，呪術が医療の代わりとして登場すること
がこれを傍証している．パーソンズの時点でこのことは指摘されているが（Persons 1951
＝1974: 445-6），これは決して時代的な理由によるものではなく，現代における代替医
療・民間療法の登場にも共通していうことができよう． 

 3) こうした不確実性や不可能性は，医療の未発達を原因とするものではない．医療がど
れほど発達しても，たとえば人間の自然回復力は画一化されないことを考えればそれ
がわかるだろう．ある医師によれば，余命一ヶ月を統計的に言いうるのは癌だけであ
るという（フィールドノート 2012/08/27）．また，今日においてはそうした統計学的
な把握に基づく医療（EBM: evidence-based medicine）が興隆しているが，それらも，「臨
床における善き研究と実践，およびその関連の本質についての，基礎的かつ認識論的
な不確実性を呼び込む」（Fox 2002: 245）ものだとする見方もある（Williams 2005: 138）．
こうした不確実性ゆえに，臨床医療がつねに人体実験としての性格をもつものである
ことについての指摘として，小松（1996: 88-142），医療社会学黎明に胚胎するEBMへ
の批判的まなざしについては，市野川（2012: 33）をそれぞれ参照されたい． 

 4) ただし，こうした疾病構造の変化に対してパーソンズ自身がまったく無頓着だったわ
けではない．彼の晩年の仕事においては，患者自身が医療に参加する合議制アソシエ
ーションcollegial associationと呼ばれる新たな医師- 患者関係が提唱されている
（Persons 1978; 高城 2002:143-164）． 

 5) ここで挙げた医師の意識が，パーソンズが医師に求められるとした感情中立性や集合
体指向，普遍主義と相同的である点も注目に値する． 

 6) ただし，先にも見たように，このような医師のあり方の達成のための方法を医師個々
人の努力や善意に求めることをフリードソンは主張しない．彼は，看護師等のコメデ
ィカルの地位を向上させることによって，相対的に医師の権威を縮小させるとともに，
医療サービスに満足したか否かによってこれを評価するかたちで，患者が医療に影響
力を及ぼすような方法を設計することを提案する（Freidson 1970＝1992: 205-13）．た
だし，チャンブリスによれば，患者に対する非人格的な扱いの根源はコメディカルも
含めた医療システムにある．医師のみならずそこに参加するスタッフ全体がこうした
問題の形成に加担してしまっているのであれば，フリードソンによる処方箋は修正を
要するものであろう（Chambliss 1996＝2002: 200）． 

 7) なお，三井は「ケア」の語を「他者の『生』を支えることを志向する働きかけ」（三
井 2004: 2）という定義で用いている． 

 8) こうした定義は，ニーズを関係性の中に生起するものとして考える本研究の立場から
はややずれる捉え方であるようにも思えるが，三井によればこうした定義はあくまで
議論の明確化のためであり，一方では，「患者のニーズとは何かについては，患者と
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の相互行為過程を経て了解される」（三井 2004: 83）とも留保している．なお，三井
がのちに関係性を重視する傾向をさらに強め，本研究と同様の立場に移行しているこ
とは前章で見たとおりである（三井 2011a）． 

 9) ただし，三井は，このような場面が起こりうることそれ自体を見逃していたわけでは
ない．「戦略的に限定化することは，患者に対して『本来』可能かもしれないことを，
なすべきではない，できない，として切り捨てることになる危険性を常に孕んでいる」
（三井 2004: 145）． 

 10) 井口は，今回検討した研究ののちに，認知症患者本人の語りに関する研究をおこなっ
ている（井口 2012）．ただし，その認知症患者本人が，周囲の介護者の限定性とどの
ような関係にあるのかは定かではない． 

 11) もちろん，介護保険法など以外にも介護者の実践を制度的に規制するものを挙げるこ
とはできる．たとえば，医師法第十七条に定められているように，介護者は医療行為
をおこなうことはできない．だからこそ，介護者による痰の吸引や経管栄養の注入と
いった医療的ケアを介護者がおこなうことの可否が争点となったのであった．また，
あらためて述べるのも馬鹿馬鹿しいことではあるが，介護者は介護者である以前に（今
回調査した範囲では）日本国民であり，それゆえに日本の法律に縛られている．よっ
て，刑法の文面はともかくとして，たとえば介護者は殺人や放火，窃盗をしてはなら
ない．しかし，それらは介護の実践の中ではまず意識化されないことであり，介護の
実践の中で問題となる限定性を構成するものとしては無視してよい． 
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第3章 調査概要 
 
実証部を開始するにあたり，まず本章では，筆者がおこなった調査の概要を述べる． 
 
1 調査協力者との接触，ラポールの形成 

 
どこにALSの患者とその介護者が存在しているか，その詳細が一般に知られることはほと

んどないと言ってよい．本研究に必要な調査を遂行するにあたっては，そうした情報を保
持している個人ないし団体への接触が不可欠であった．そこで，調査の開始時点において，
筆者はALSのみならず筋ジストロフィーといった各種の肢体不自由者（児）のコミュニケー
ションにまつわる支援をおこなっているNPO団体Aに，研究の目的と関心を説明した上で協
力を要請した．団体Aにはこれを快諾していただき，患者や介護者との媒介として協力して
もらうことができた1)． 
以後，筆者は団体Aが開催するイベントや，団体Aが患者宅に直接訪問して支援をおこな

う場面に帯同し，個々の患者に接触，研究の目的と関心を説明した上で，調査の協力を得
た．その過程でのラポール形成として，筆者はNPOの業務の一部を手伝ったほか，在宅・
外出双方の実際の介護にもごく短い時間ではあるが携わり，介護者の視点を自身に取り込
むことを試みた．実際の介護をおこなうための資格（重度訪問介護従業者，および東京都
の認定特定行為業務従事者）は，団体Aや調査協力者の好意で研修を手配してもらうことで
得ることができた． 

 
2 調査倫理 

 
インタビュー調査にあたっては，調査倫理に配慮し，以下のような説明を調査協力者に

おこなった． 
第一に，本研究の調査は，調査協力者の自発的な協力に基づくことを前提としている．

調査協力者は，筆者の質問ひとつひとつに対して回答を拒否する権利を有し，また，調査
の過程において，調査の中止およびデータの破棄を要請することができる．また，一度語
った内容であっても，指定した内容について，調査協力者は論文への記述に盛り込むこと
を禁止することができる． 
第二に，個人情報は徹底して保護する．姓名については仮名とし，研究上の必要以上の

個人情報は論文に記載しない． 
第三に，本調査は論文としてまとめられ，本調査で得た情報は後続の研究においても参

照される．そうした研究に対しても，調査協力者は逐一内容を確かめることができ，望ま
ない記述については，これを修正ないし削除することを筆者に要請できる．この要請に対
し，筆者は従わなければならない． 
その他，難病介護というきわめてデリケートな問題を対象とすることに鑑み，筆者は各

種ハラスメントの防止に一般の調査以上の徹底した意識化をおこなった． 
 
3 調査方法 
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インタビューに際しては，協力者の同意のもとでICレコーダーで録音をおこない，のち

にその逐語録を作成した．患者がパソコンに記入しただけの文字などは，機械音声による
読み上げなどをおこなわない場合には録音に残らないので，その場でノートに書き写した．
パソコンの誤変換などについては修正し，読みやすさの観点から適宜句読点を挿入した場
合もある．その他，ノートにはインタビューの最中に気づいた点なども書き残し，逐語録
の末尾に合わせて保存した．インタビューは，基本的には患者のベッドサイドで，患者と
介護者の計2名以上を対象とするグループインタビューの形式をとった．また，調査の後半
においては，メールで個別に連絡を取り，補足的な質問をおこなうこともあった．インタ
ビューにおける構造化の程度はゆるく，話が弾むに任せた問わず語りの形式をとることが
多かったが，本人の意志の尊重という考え方をどのように捉えているか，制度については
どのように考えているか，ほかの介護者とどのように協働しているのかなどは共通の質問
として尋ねた． 
イベントへの参加や介護の見学・体験など，インタビューをおこなわないフィールドワ

ークの場合には，可能であれば現地でノートやスマートフォン，ノートパソコンなどで適
宜メモをとり，それらをもとにして，おおむね即日中にフィールドノーツを作成した． 

 
4 対象たる調査協力者の定義 

 
本研究はその問題設定の性質上，呼吸器装着以後，在宅で生活を営むALS患者と，その患

者を介護する人々に迫っていくことになる．ALSの在宅介護実践を記述するにあたって，本
研究が対象とするのは，患者，家族介護者，職業介護者という3つの集団である．以下に，
本研究の中でのそれぞれの語の意味を述べる． 
第一に，患者．ALS患者は同時に障害者でもあり，介護保険等の制度や介護サービス事業

者から見れば利用者でもある．ここでは特定のニュアンスをもたない中立的な語，単にALS
という疾病に罹患した人という意味において，「患者」という言葉を用いる．患者は，ALS
を患っているその当人であり，当事者主権を主張する人々が言うところの狭義の当事者で
ある．繰り返せば，本研究はその中でもとくに，症状が進行して人工呼吸器を装着した人々，
すなわち尊厳死を選ばなかった人々を対象としている．こうした患者はTLSには至らずとも
全身不随に近い状態にあり，日常生活のほぼすべての場面で介護を必要としている人々で
ある． 
第二に，家族介護者．ここでいう家族介護者とは，患者と同居し，無報酬で患者の介護

にあたる人々のことを指す．患者との続柄はとくに限定せず，定義の上では義理の家族も
含めるものとする．家族介護者が介護にかかわる資格を保有するか否かは問わないが，現
実に多くの場合は無資格である．患者と別居し，通いで介護をする人々の存在も考えられ
るが，今回調査の協力を得ることのできた事例の中には，そうした人々はいなかった． 
なお，患者の語と同様，介護者という言葉も注意を要するものだ．本研究では，ALS介護

の現場において，そこで患者を支援している人々を，一貫して「介護者」という語であら
わす．ALSに限らず，病者や障害者を助ける人々は，各人の所属する組織やその中での立場，
文脈によって，介助者や支援者，サービス提供者といった様々な呼ばれ方をされ，それぞ
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れに微妙に異なるニュアンスが付与されている（渡邉 2011）．介助ではあくまで当事者が
主体であるのに対し，介護では当事者は客体の扱いであるとか，障害者に対しては介助，
高齢者に対しては介護といった慣用もある（中西・上野 2003: 29）．こうしたことを踏ま
えつつも，本研究は一貫して「介護」の語を用いるものとする．なぜなら，まず，ALSの場
合，患者は病者であり障害者であり，しばしば高齢者でもある．よって，当事者の属性に
よる用語の使い分けは意味をなさず，できない．くわえて，介護の語を用いることによっ
て，介護者はALS患者の手足として動く以外にも，痰の吸引や経管栄養の注入といった医療
的行為をおこなっていることが暗示できる上，制度上の介護保険や重度訪問介護といった
用語との整合性もとれる．以上の便宜的な理由から，本研究は介護の語を用いるのである．
ただし，インタビュー，フィールドノーツからの引用，「更衣介助」「移動介助」など定
型的な用語については，この限りではない．以上のような用語法は，先に挙げたような支
援における主客などの意味をもたせたものではないことに留意されたい．なお，本研究が
行なった調査の中では，これらの用語を明確に意識して使い分けるものは見られなかった．
また，患者の中には介護と看護のそれぞれに主客の二分法を重ねているものもいた． 
第三に，職業介護者．ここでいう職業介護者とは，まず，介護にかかわる一定の資格を

もち，介護保険法や障害者自立支援法といった制度的枠組みのもと，有償で介護をおこな
っている人々であり，その中でも，とくに介護福祉士や訪問介護員，重度訪問介護従業者
などの資格をもつ人々のことを指す．とくに資格を限定するのは，ALS患者の在宅生活に注
目するという本研究の関心上，訪問看護師や理学療法士，歯科衛生士など，一日のうちの
わずかな時間のみ患者に接する人々を除くためである．これらに対し，先に挙げた介護福
祉士などの資格のもとでALS介護に従事する人々は，少なくとも数時間という単位で患者の
生活を支えている人々である． 
もちろん，ALS介護とその周辺において登場する人々が，以上の3つのカテゴリーで互い

に排他的に分類されるわけではない．まず，以上のどのカテゴリーにも属さない人々が存
在する．たとえば，学生がボランティアとして患者の支援にあたることもあるし，近隣住
民や友人が訪ねてきて手助けをしてくれることもあろう．また，患者との交流を残しつつ
も直接介護には参加しない家族も現に存在している．逆に，上記のカテゴリーの複数にま
たがる人々も論理的には存在しうる．たとえば，ある職業介護者の家族がALSを発症した場
合には，その職業介護者は家族介護者でもあろう．今回の調査協力者にも，1名のみではあ
るが，職業的な介護経験のある家族介護者が存在している．とはいえ，上記のような分類
は分析的に有効であろうし，大半の場合に通用すると思われる． 

 
5 調査協力者一覧 

 
調査協力者を基本的な属性と合わせて以下にまとめる． 
 

表1 調査協力者の一覧 
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名前の表記については，機械的にアルファベットなどを対応させた匿名とすることも検

討したが，様々なアクターが登場する本研究において，各人の属性をわかりやすくするこ
とを重視した結果，以下のようなルールに基づいて仮名をつけることとした． 
・患者はそれぞれ，五十音表のあ段で始まる姓と名をもつ． 
・家族介護者は，患者と同じ姓で，五十音表のい段で始まる名をもつ． 
・職業介護者は姓のみの表記とし，患者の姓と五十音表で同じ行の音で始まる姓をもつ． 
 
以上のルールによって，調査協力者が患者なのか，家族介護者なのか，職業介護者なの

かが一目で判別でき，また，介護者がどの患者の介護をおこなっているのかも比較的容易
に把握することができる．なお，調査協力者となった患者のうち複数を介護する介護者は，
本研究には登場しない． 
中村仁奈さんは職業的な介護経験があるものの，中村直紀さんに対しては家族として無

償で介護をおこなっているため，便宜上家族介護者としている． 
その他，調査協力者の語りなどに含まれる人名，病院名などの固有名詞については，適

宜匿名ないし伏字とした． 
 
6 実施されたフィールド調査およびインタビューの一覧 

 



 

 54 

本研究で実施されたフィールド調査とインタビューの日付と場所，参加者，内容につい
ては，以下を参照されたい． 

 
表2 本研究で実施された調査の履歴 

 

 
7 分析の方法とその視角 

 
分析にあたっては，まずインタビューの逐語録とフィールドノーツを紙に印刷し，それ

らに予備的でおおまかなコーディングをおこなう作業から始めた．複数の事例についての
読み込みと比較をおこなうなかで徐々にコードの抽象度を上げると同時に，もとの文脈と
の往復によって現実に根ざした解釈を目指した．その際，質的データ分析ソフトウェアで
あるMAXQDAも活用された．こうした分析方法について，いわゆるKJ法や木下康仁（2007）
による修正版グラウンドデッド・セオリー・アプローチの考え方および作業方針が大きく
参照された． 
分析の視角は現象学的なそれを採用している．ここでいう現象学的であることの要件と

は，「『意味』を帯びた生きられた体験を解明しようとする志向」（榊原 2011）を指す．
本研究は，調査協力者が抱く主観的意味を探り，相互の認識のずれも許容しながら，多元
的・多角的な現実の描写を目指すものである．それゆえに，先に挙げた限定性といった概
念道具も，それらは天下り式に現実に適用される空理ではない．それは，調査者（＝筆者）
がもつ先入見を一切排除して純粋に現実を描写するのではなく，むしろその先入見をうま
く利用しながら，介護という営為がその先入見をどのように揺さぶってくるのかを記述す
るための道具なのであり，そこに質的研究の正当性もある（家高 2011, 2012）． 

 
8 本研究のあらかじめの限界と，それでもなおあるものとしての意義 
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さて，前章までで述べたような関心をもち，またその関心に沿って本章第4節で述べたよ

うな人々を対象とするとき，実は本研究が否応なく視界から外してしまっている人々が存
在している．そのことを述べよう．これは本研究にとって致命的なことであろうか．結論
を先取りすれば，否，である．たしかに，対象としえなかった人々が存在していることに
対する自覚と，それゆえに本研究が射程に収めうる範囲についての慎重な留保が必要には
なる．しかし一方で，そのことによって本研究の意義が完全に色褪せることはない．その
ことを主張しよう． 
本研究が対象としえない人々とは，具体的にどのような人であろうか．本研究が対象と

する人々の余事象を考えればそれがわかるだろう．繰り返せば，本研究が対象とする人々
の中でも，ALS介護の中心を占める患者について言えば，それは（1）人工呼吸器を装着す
ることを決めて，（2）その結果生きている人々であった．そしてなにより，忘れてはなら
ないことは，（3）それらの人々の中でも本研究に快く協力をしてくれた人々である．本研
究が対象としうる介護者についても，必然的にこうした患者を介護する人々となる．これ
らの各要素の裏側にいる人々のことを考えてみよう． 
第一に，人工呼吸器を装着するか否かについての決定を，いままさに迫られている人が

いる．気管を切開して人工呼吸器を装着する，その手術自体はそれほど難しいものではな
いと言われる．しかし，患者にとってのその意味は決して軽いものではない．その煩悶を
生きる人々や，人工呼吸器の装着を拒否した人々を，本研究は対象にできない．人工呼吸
器装着をまさに迫られている患者は，装着以後の患者に比べると臨床的に不安定でもあり，
調査のフィージビリティという観点からもこれらの人々を対象とすることは難しいのでは
あるが，それは言い訳になってしまうだろう． 
第二に，人工呼吸器を装着しなかった人々がいる．すなわち，そうして死んでいった者

たちである．死者はもはや語れない．死の以前にあった彼らの生において何が起こってい
たのか，それを研究の対象とすることは，少なくとも本研究の射程を越えている． 
第三に，本研究において接触しえなかった人々がいる．質的調査におけるサンプルの偏

りという言い回しに回収してしまえばそれまでであるが，ここではそうした一般的な説明
以上の問題が浮上するように思われる．先に説明したように，本研究では，患者支援団体
から調査協力を得て，そこを媒介として，患者とおよび介護者との接触がおこなわれてい
る．こうした団体との接触を忌避せず，外部とのつながりをもとうとする社交性をもった
患者は，実際のところかなり限られているといわれている．そのため，調査協力者の言葉
を借りれば，「優等生」な患者ばかりが対象となってしまっているのである．そうした患
者の生活のみによってその全体像を描ききったと主張するならば，ALSの介護を実際におこ
なっている人々からすると，「それは真実ではない」（2012/08/03 フィールドノーツ）と
見えてしまうことだろう． 
序章で説明したような症状を生きるALSの患者が大変でないはずがない．また，ALSを含

む難病患者の多くは，鬱病を始めとした精神疾患を抱える場合もあるという（2012/09/14 フ
ィールドノーツ）．ALSによって精神や意識が侵されないというとき，それはあくまで，生
理学的な機序においてそうであるということしか意味していないのだ．そうした状況に自
分が置かれた時のことを想像しよう．その状況で，本研究がおこなうような調査に協力し
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ようと思えるだろうか．筆者は自信がなく，そして多くの人がそうなのではないだろうか．
ALSはその極端さゆえにしばしば研究の対象となるから，本研究のような調査に慣れている
という側面があるにしても，本研究に協力してくれた人々が，その人間性においてある種
の卓越をしているということは指摘できるだろう．ひるがえって，すべての患者がそうし
た人々であるという考えは，端的に錯誤であり，警戒しなくてはならない2)． 
こうして，今回対象とすることのできた人々が，ALS患者全体の中でもごく一部分をなす

にすぎないということが明らかになる．本研究ははやくもその限界が露呈してしまった．
では，ここで見たような人々を対象に含めない本研究には，価値がないのであろうか．そ
うではないと主張しよう．なぜなら，第一に，本研究は「優等生」の患者においてもなお
立ち現れる問題を検討しようとしているのであり，そして第二に，「優等生」としての患
者は，本研究が対象とできなかった上記のような人々の可能態でもあったはずだからであ
る．以下，詳しく述べよう． 
まず，本研究が対象とする患者がごく特殊で稀有な人々であったとして，そのことを安

易に称揚することは避けなくてはいけない．尊厳死を選ばず，病を患ってなお前向きに生
きる人々の美談を書き連ねることはおそらく容易いが，それは社会学の仕事ではないだろ
う．むしろ，従来では問題なく介護が営まれていると考えられてきた「優等生」たる患者
の生活に，当事者も意識していなかった疑問を見出し，それが現実の中でどのように対処
されているのか――それゆえに問題として顕在化しないのか――を描くことが求められて
いるのである．本研究が前章でみた「限定性」といった概念をもって描きたいのはそうい
った論点だ．関係性のなかで生起するニーズのあり方を捉えるという意味では，むしろ対
象はそのような介護を実現している「優等生」でなければならないのである．ひるがえっ
て，その作業から見出される知見は，「優等生」ではないような患者にも資するはずであ
る．もちろん，そのような患者に対してしかるべき支援がなされるべきであることはいう
までもない．十全な介護が可能となるような制度をつくり，そうした制度へのアクセシビ
リティを確実にする．人工呼吸器装着以後の生活についての情報を発信し，そうした患者
を介護可能な人々を創出する．自己決定権の名の下に，患者と周囲の関係性が絶たれない
ように配慮する．いま挙げたのはごく一部だ．こうした支援はいくらなされてもよい．し
かし，このように当座において必要と思われる支援のみに目を奪われたなら，それが達成
されたあとになお残る問題を見逃してしまうだろう．その点を考えたいのだ． 
そして，そうした支援があったなら，いま「優等生」でない患者も，「優等生」になれ

たかもしれない．だとするならば，「優等生」たる患者は「優等生」でない患者のありえ
たかもしれない姿なのである．この偶有性を念頭に置くなら，「優等生」のみを対象とす
ることは，「優等生」でない患者を切り捨てることだというような単純な話にはならない． 
繰り返せば，現状必要と思われる支援を，必要であると主張することはそれ自体重要な

ことである．しかし，たとえば，ヘルパーを利用できる時間数が十分なものとなり，ヘル
パーの量と質が確実に担保されるようになればそれで事足れりとなるわけではない．現状
必要とされていることが満たされたとして，そこでALSの介護に対する支援が終わってよい
わけではないのである．そのときには，また新たな問題が出現しているはずだ．本研究が
取り扱う，当事者主権のみでは立ち行かない場面の出現とその対処という論点も，そうし
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た問題のうちのひとつである．支援が十全になったからこそ生起する問題を先取りして考
えるという意味において，本研究は意義を有するはずなのだ． 
さらにいえば，以上の議論は視野を世界に広げたときに通じるものである．曲がりなり

にも医療保険・介護保険の仕組みがある日本においては，ALS患者の人工呼吸器装着率が世
界よりも高い水準となっている．今後，世界各国での社会保障制度が進展していくのであ
れば，世界でも最先端たる日本のALS介護における問題を扱うことは，世界がこれから直面
しうる課題を先んじて論じるということになるのである． 
また，先にも述べたように，ALSは身体障害者の極限事例でもある．それと同時に，発信

の手段が限られる，介護者との関係性のなかに生きているという意味においては，知的障
害や精神障害と重なる部分もある．在宅生活を営むALS患者は偏った一部なのだとしても，
在宅生活を営む多くの障害者という全体図を念頭に置くなら，それは他と比較可能な事例
としてALS介護を取り扱うことにもなる． 
まとめよう．本研究には，すでにして対象とすることのできない人々がおり，限界が設

定されている．しかしながら，対象とすることのできた人々において現れる問題を扱うこ
とには積極的な意義がなおあることが十分に言える． 
 
［註］ 

 
 1) 厳密には，最初に接触したのは別のあるNPO団体Bである．団体Bは，ALSを対象と

する患者支援団体の中でも，介護事業所としての活動にくわえ，知識の普及や啓蒙，
介護者の研修会の実施など，精力的な活動をおこなっているNPOである．筆者が団体B
に問題関心を伝える過程で，団体Bの担当者から，団体Aの方が目的に沿っているので
はないかという指摘を受けたため，団体Aに依頼を回してもらうかたちになった．なお，
団体Aは，団体Bの一部門として誕生し，これがのちに分派独立したという経緯をもつ．
そのため，調査の過程においては，団体Bの構成員とも接触する機会があった． 

 2) 本研究はALSの介護を対象とするものであり，それゆえに本文で触れたのはALSの患
者のなかに接触しえなかった人々がいるということであるが，ここで，ことに尊厳死
という問題と絡んで，配慮しておかなくてはならないことがある．それはすなわち，
ALSの患者を対象とし，これを記述することが，別の疾病や障害をもつものの切り捨て
に繋がってはならないということだ．ここで想定しているのは，脳死者や遷延性意識
障害（いわゆる植物状態）の患者といった，（外部から意識の有無が確認できないと
いう意味において）意識不明の者，あるいは重度の知的障害をもっている者である．
序章でも触れ，また患者自身が強く訴えるように，ALSの患者は精神や意識においてま
ったく健常である．ここでいわゆるパーソン論と呼ばれる立場をとるなら，健常な精
神のあるALSのほうがよりまっとうな生者であり，意識不明の者や知的障害をもつ者の
ほうが死に近い，転じて死んでもよいものであると主張することになってしまうだろ
う．ALSの患者が，その本人の個別具体的な生活上の要求として，自身には健常な精神
があるのだからそのように処遇してほしいと主張することはあるし，そのとおりにし
たほうがよいだろう．しかし，「ALSの患者には健常な精神があるのだから，尊厳死の
対象とすべきではない」という主張がなされるならば，それは容易に，先に挙げたよ
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うな人々に対しての，「健常な精神がない（と思われる）のだから，尊厳死の対象と
してもよい」という主張に反転する．ALSの患者が自身の精神の健常を掛け金にして尊
厳死を回避する時，意図するとしないとにかかわらず，別の人々がスケープゴートに
されている可能性がある．序章第2節では，本研究がALSを含めた尊厳死の議論の土壌
を豊かにする可能性を示したが，それはこのようなかたちでおこなわれてはならない．
本研究はあくまでALS患者の日常を対象とするので，尊厳死の是非論へ大きく踏み込む
ことはしないが，もしその方向へ歩を進めるのであれば，以上の論点はどれだけ注意
してもしすぎるということはないだろう． 
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第4章 職業介護者の限定性（1）――患者とのやりとりに注目して 
 

本章では，前章で挙げた3つのカテゴリーのうち，まず患者と職業介護者という対に着目

する．なぜなら，呼吸器をつけたALS患者の介護においてはこの対がもっとも頻繁に見られ

るものであり，議論を始めるに際して最適と思われるからだ．この章では，患者と職業介

護者のあいだでのやりとりに注目し，その中で職業介護者の限定化がなされ，立ち上がっ

たニーズが満たされていく様を記述していく．とはいえ，関係性の中で生まれるニーズが

あるにしても，患者から直接に発せられる要望が介護の大部分を大きく方向付けている要

素であることには変わりない．そのように当事者主権の発想が引き継がれていると思われ

る様子は第1章第2節でも述べたが，ここであらためて，その様を詳述しよう（第1節）．そ

の上で，しかしALSの介護においては，当事者主権の発想を越え出るような側面があること

を指摘し（第2節），職業介護者をしてそのような実践に向かわせる，自身の職務について

の認識がどのようなものであるのか，またそれがどのように形成されるのかを見よう（第3

節）．そうした限定化にともなう困難にはどのようなものがあるのかを次いで考え，その

対策として職業介護者が現におこなっている実践を発見していく（第4節）ところまでが本

章の役目である． 

 

1 当事者主権の継承 

 

ALS介護の現場を見ていると，患者はその身体をまったく動かせないままに，しかし多く

の情報を周囲から取り入れ，また介護者やパソコンを通してではあれ，多くの情報を発信

していることに気付く．なにしろ，健常者が普段何も考えずにおこなっているような動作

のひとつひとつを介護者に代行してもらわなくてはならないのだから，当然周囲への注文

は事細かなものとなる．痰の吸引や経管栄養の注入といった医療的行為が注目されがちで

はあるが，それ以外にも，服のしわを直す（しわのついたままベッドで寝ていると，寝返

りがうてないこともあって褥瘡の原因となる），リップクリームを塗る，身体に止まった

虫を払うといった日常の動作ひとつひとつについて，患者は指示を出す．そして，介護者

はその指示に忠実に従い，患者の要望に応えていく． 

とっさに指示が出せない場合に備えて，あらかじめ予想される状況とその際にすべきこ

とが指示されることもある．阿部歩さんは，入浴の前に要望書を書いておき，どこを入念

に洗ってほしいかを先に伝えている．また，外出時にも事前にさまざまな状況を想定し，

その場合の指示を伝えておくという．というのも，外出時には普段使っている視線入力に

よる意志伝達装置が携行できず，また，車椅子に乗っているためにベッドの上にいるとき
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とは角度が違い，透明文字盤も使いにくくなるからである（インタビュー 2012/06/05）．

同様に，筆者が加藤一樹さんの外出に付き添った際には，帰りに車椅子を誰が押すのかが

家を出る前からあらかじめ指示されていた（フィールドノーツ 2012/07/31）． 

また，患者にとって，指示のひとつひとつは与えて終わりのものではない．その指示が

実行される様子をモニタリングし，過不足がないかチェックし，不備があれば再度の指示

を出さなくてはならない．場合によっては介護者に対して厳しい注意をしなくてはならな

いこともある． 

とくに痰の吸引は，呼吸器を外すというステップがある上，深くカニューレを挿入する

と苦しく，また身体のなかに入れるカニューレの衛生にも気を配らなくてはならないため，

ALS介護の現場では頻繁に注意をする様子が観察される．佐藤紗江さんは，介護者への注意

について，以下のように語ってくれた． 

 

いざというときは，はっきり言います．我慢はしない．徹底的に教育します（インタ

ビュー 2012/08/17）． 

 

痰の吸引や経管栄養の注入は命にかかわることであるし，体位交換や更衣介助の場合に

は，適切にやらなければ身体を痛めることがある．こうした注意が求められる所以である． 

介護に対する注意は，まず職業介護者の参入初期においてなされる．中村直紀さんによ

れば，「始めに大事なことは注意する」（インタビュー 2012/09/20）のである． 

というのも，在宅ALS介護では各患者ごとの個別性がとても強く，吸引の手順ひとつとっ

ても各家庭ごとに差があり，教科書的に習った方法を画一的にあてはめることが難しいた

めだ．まずその家庭でのやり方を職業介護者に覚えるもらうために，初期に注意がされる

のである1)． 

また，職業介護者が参入して以後も，定期的に介護の標準化が図られることがある．中

村直紀さんの言葉を借りるなら，「定期的なスキルアップと，目標の再設定が必要」（イ

ンタビュー 2012/09/20）ということになる．同様に，阿部歩さんの場合には，介護者が一

堂に会する勉強会を定期的に開催し，その際に本人の要望を全員に伝えるということがな

されている． 

当事者主権の発想の中には，危険を冒す権利というものもあった．施設で暮らすほうが

障害者にとっても幸せで安全なはずであるというパターナリズムを――仮にそれが事実な

のだとしても――はねのけ，在宅での生活を選ぶという障害者の決定に際しては，危険を

冒す権利が主張された．それは健常者がまったく普通に有した権利であったけれども，障
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害者がそれを獲得するためには強い主張が必要であった．この権利は，全国自立生活セン

ター協議会の掲げる自立（生活）の定義にも表れている． 

こうした危険を冒す権利の行使も，ALSの介護の中で発見することができる．加藤一樹さ

んがおこなっていたバッグバルブマスクの訓練がそれである（フィールドノーツ 

2012/08/29）．バッグバルブマスクとは，多くの場合，商品名であるアンビューバッグとも

呼ばれる器具で，ラグビーボールのような大きさと形をしたゴム風船を想像すると近い．

これを患者の気管切開部に装着された気管カニューレに接続した上で，5秒ほどの間隔で手

で押し肺に空気を送り込むことによって，人工呼吸器と同様の効果を得ることができる．

長時間の停電などによって人工呼吸器が使えなくなった時に必要になる手段であるが，そ

うした有事の際には，バッグバルブマスクで患者の呼吸を確保しながら，患者の様子に気

を配りつつ，関係各所への緊急連絡をしなくてはならない．そうした状況で少しでも冷静

に対処ができるよう，介護者にバッグバルブマスクの使い方を訓練させることは，多くの

患者がおこなっていることではある．しかし，加藤さんはあえて呼吸器を長時間外したま

まにし，パルスオキシメーターで測定することのできる血中酸素飽和度（SpO2）を，95%

という低い値にしてからこの訓練をおこなった2)．加藤さんにはまだ自発呼吸が残っている

とはいえ，額には汗が浮かび，だいぶ苦しそうな表情をしている．それでも，「訓練だか

ら」と（この出来事のあとに口文字で）言い，介護者は心配をしてはいても本人の意に反

して人工呼吸器をつけることはしなかった． 

このような当事者主権の発想のまさに具現化とも言うべき，本人の意志を尊重した介護

が可能となるのは，発信の困難さえクリアされてしまえば，意識や精神が障害されず，健

常者と同様に伝える内容をもつことができるというALSの特徴によるところが大きい．いわ

ば，井口（2007）の指摘するマネジメント役割を患者自身が担っているともいえよう．加

藤一樹さんは，どの介護者になんの仕事をさせるのかを自身で細かくコントロールしてい

る．その際の介護者の配置について，加藤一樹さんは以下のように語る． 

 

基本は適材適所です．でも，みんなができないと困るので，わざと不得意な人にやっ

てもらうこともあります（インタビュー 2012/07/25）． 

 

こうした適材適所の配置が可能になるためには，各介護者の得手不得手を患者が知って

いるという前提が必要であるが，これもALS患者の場合にはきちんと把握している．佐藤紗

江さんは，インタビューの中で，「（ヘルパー個人の上手い下手は）あります．ひとりに

すると不安な人がいる」（インタビュー 2012/08/17）と語っている． 



 

 62 

井口が注目したような認知症の場合には，とくに末期の状態において，患者自身が自身

の介護をマネジメントすることは難しくなってくる．ゆえにこそ，介護をする家族にその

役割が課せられ，単純な労働には換算できない介護負担が生まれるのであった．しかし，

ALSの介護の場合には，安定的な介護の継続を図るために，患者自身がそのマネジメントを

担っている部分があるのだ． 

ここまでは積極的に患者が指示を出すという意味でのマネジメント役割をみたが，実際

にはその逆，患者が遠慮したりするという場面もある．以下は加藤一樹さんの語りだ． 

 

――介護者にされて嫌なことはありますか． 

慣れたヘルパーさんが手を抜くのが一番いやです．  
――加藤さんはそういうとき，嫌だって言います？  
注意をします．でも，口文字でやるのは大変です．とてもきまずいです． 
――きまずくなるのが嫌で我慢することは？ 
たくさんあります． 
――気を悪くしていなくなられては困りますよね． 
まったくです（インタビュー 2012/07/25，二倍ダッシュは筆者の発言を示す．以下同

じ）． 

 

加藤さんは口文字を意志疎通のおもな手段としているため，注意をする相手が自分の意

志を読み取る相手でもあるという状況の中にいる．そのこともあって，加藤さんは介護者

に対して言いたいことをすべて言えないということがあるのだ．また，同様のことを，職

業介護者の立場から慮って，鈴木さんは次のように言う． 

 

家族みたい〔そのような関係〕でも，ヘルパーさんに言えないとかいっぱいあるだろ

うと思う．これを言っちゃいけないだろう，こうしてもやってもらえないとか思っちゃ

って言わないことってあると思うんだけど（インタビュー 2012/09/11，亀甲括弧内は筆

者による補足を示す．断りのないかぎり以下同じ）． 

 

このように，患者の我慢という側面があることを見逃して，その上に成り立つ介護の継

続を，安定的で規範的によいものであると考えてしまうのは拙速であろう．この点は，介

護という営為に避けがたく介護者が介入してしまうこと，遠慮をさせているのは介護者の

側であることと直結しており，当事者主権では説明しきれないALS介護の側面を考える次節

とも関連している． 

さて，患者自身がそうしたマネジメント役割を担うとして，そこで出された指示が実行

されるためには，指示を確実に聞き届ける介護者がいなくてはならない．ALS介護の現場を
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見れば，こうした指示の受け手側である介護者が，患者の指示をきちんと聞きとっている

ことがわかる．たとえば，意志伝達装置を用いた一文字ずつのメッセージを聞き取ってい

く時，何を求めているのかがしばしば先読みできてしまうことがある．そういうときでも，

介護者はきちんと最後まで聞くようにしている．もちろん，そうした先読みが間違ってい

た際に，どこから間違っていたのかを患者が指示するのは難しく，はじめから伝えなおさ

なくてはならなくなったら余計に面倒であるから，という合理的な理由があるにせよ，当

事者主権の発想を現実に結実させるためには，患者の指示の存在のみならず，その指示の

受け手側がその指示を確実に受け止めるということが必要なのである．こうした心性の重

要性については，調査協力団体の当時の理事長も語るところであった．いわく，先回りし

て意味をとられると，自分が言いたいことを遮られてしまって，しゃべる方は落ち込んで

しまう，それは私たち健常者だって同じはずだ，と（フィールドノーツ 2012/03/20）．ま

た，阿部さんを介護する遠藤さんは， 「やっぱりまぁできる限り自分ができることはイエ

スマンでいたいな，と思ってたりはして，やってきてるつもりなんですが」（インタビュ

ー 2012/09/12）と，患者の意志を曲げず，確実に実行しようとする態度をとろうとしてい

た． 

こうした介護者の心性は，教育を通じて介護者に伝達されている．介護者の木村さんは，

講習会の場で，「言われたことしかやってはいけません」と言われたという（フィールド

ノーツ 2012/09/14）．おなじく介護者の遠藤さんは，近年増加傾向のある福祉系の大学で

は，そうした教育が厳しくなされているのではないかと言う（インタビュー 2012/09/12）．

介護者はあくまで黒子に徹し，それ以上のことを介護の中でおこなうことは戒められてい

るのであり，それゆえにこそ，患者の言うことを聞き届け，それを十全に遂行することが

可能となるのである． 

このように，患う当人が当人の要望を発し，訓練された介護者がその要望を満たしてい

くというその意味において，ALS介護はむしろ当事者主権の発想をまさに結実させるものと

みることができるのかもしれない． 

では，ALSの介護実践は当事者主権のまさに具現化であり，それ以上のものではないとし

てよいか．そうではない．この節で見たのは，あくまで，ALS介護の中に存在する当事者主

権的な側面である．では，ALSの介護において当事者主権の発想を越え出る瞬間とはどのよ

うなものであろうか．第1章第3節では星加（2012）の議論に即して簡単にそれを見たが，

次節ではよりALSの介護の事例に密着しながら，あらためて，その様子を描いていこう． 

 

2 当事者主権を越える瞬間 
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前節ではALS介護の中にある当事者主権的な側面を見たけれども，ALS介護はそれだけで

は語り尽くせないような側面がたしかに存在している．本節はそのことを事例を引きなが

ら見てみよう． 

まず，加藤一樹さんの以下の語りが，当事者主権の困難のひとつを端的に示している． 

 

掃除からお金の引出や振込や，各種手続き全部ヘルパーにやってもらいます．逆に，

一人で生活の全部を依頼するのはすごい努力が必要です（インタビュー 2012/08/29）． 

 

介護者を手足にしようと思っても，それはあくまで擬制であって，わざわざ指示を出さ

なくても動くほんとうの手足にはならない．すべてについて指示を出すことは難しいので

ある． 

こうした困難に対し，それでも自身の要望を口で伝えることの貫徹を目指したのが介助

者手足論であった．この方向性が隘路に陥ることは第2章で見たとおりだけれども，ALS介

護の現場では，それとは別の方向性が示されているように見える．すなわち，介護者には，

単に言われたことを遂行するだけではなく，むしろそれとは逆に，自分で考え患者に提案

したり，言われた以上のことをしたりすることが求められ，現にそういうことがおこなわ

れているのである． 

事例に引き寄せて考えよう．加藤さんが服を着替えるとき，ある介護者は言われずとも

加藤さんの背中を拭いていた．その日は暑く，ベッドと常に接している背中が蒸れている

であろうと考えてのことである．「他の人がやっているかはわからないけれども，自分は

気にするようにしています」という彼のおこないは，患者に言われたことではないけれど

も，患者の様子を気遣うからこそできることである．そしてまた，そのように相手を気遣

った上でのおこないであれば，言われずともやって構わないということがお互いに諒解さ

れているということも言えるだろう（フィールドノーツ 2012/08/03）． 

本研究が寄る辺とする限定性の概念に引きつけると，この事例はどのように記述するこ

とができるだろうか．更衣介助は身体介護の中でも基本のものとして職業介護者に伝達さ

れるものである．その意味において，この介護者の限定性は介護者としての訓練の過程で

培われたもののようにも思える．しかし，注目すべきは，この介護者がそうした訓練をた

だ受動的に取り入れているわけではないということである．この介護者は「他の人がやっ

ているかはわからない」ものでも，主体的な限定化の結果として，相手の身体状況を慮り，

すべきと思われることを率先しておこなうようにしているのだ． 

別の事例を挙げよう．あるとき阿部歩さんは，不要になった意志伝達用のパソコンソフ

ト（ここでは伝の心）をアンインストールするように職業介護者の遠藤さんに言った．当
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事者主権の観点からすると，ソフトのアンインストールこそ患者が確固としてもつニーズ

であり，それは介護者が手足となって満たすべき要求のはずである．しかし，遠藤さんは

アンインストールは避けるべきではないのかと阿部さんに提案している．その理由は以下

のようなものだ． 

 

同窓会の時に，それ（伝の心）はまだ使えるかなと．新しいのが来ちゃったら〔この

頃，阿部さんは新しいパソコンの購入を検討していた〕もういらなくはなると思うんで

すけども，どうなるかわからないので．あちらはとっといたほうがいいな，と思った次

第でございますが． 

――そういう提案をするっていうのは，別に阿部さんの意志を尊重してないわけじゃ

ないんですよね． 

普通の一種の会話であってみたいな（インタビュー 2012/09/12）． 

 

阿部さんが同窓会などの集まりに積極的に参加していることを知っている遠藤さんは，

外でまだ使う機会があるのだから，アンインストールするのは早いのではないかと考え，

阿部さんに再考を促す．こうした提案ができるのは，遠藤さんが阿部さんの活動や，また

そこで阿部さんが盛んに発言したいであろうということを知っているという，介護の中で

培われた関係性があるからこそである．ここにおいて，阿部さんが当初発していたソフト

のアンインストールという要望は変化し，阿部さんも納得の上で，ソフトのそのままの保

持という新たなニーズが立ち上がってくる． 

注目すべきは，遠藤さんがこのやりとりを「普通の一種の会話」として捉えていること

である．阿部さんも自身の望みが叶えられなかったと考えて怒ることはない．介護者の頭

を滅却することで手足に徹するのではなく，頭をもって対等にやりとりをする関係性がこ

こでは育まれている． 

先の加藤さんの例は，身体的な介護と連続的な場面における脱当事者主権的様相であっ

たが，この阿部さんの例は，意志伝達装置の利用がすなわち他者とのコミュニケーション

に密接に関係することを踏まえると，介護の中でもより患者の社会的な活動にかかわるも

のであるといえるだろう． 

ここでの遠藤さんの限定性はいかなるものだろうか．患者のパソコンソフトの扱いにつ

いては，介護者になるための教育の過程で細かに指導されるものではない3)．よって，限定

化をおこなうにあたっての制度上の参照点が乏しい状態であると思われる．それでもなお，

患者の発案に対して，自身の頭で考えて対案を出すこと，手足にとどまらない役割を担う
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ことが，自身のすべきこととして遠藤さんの限定性の中に含みこまれていると言えるだろ

う． 

以上のような提案と合意を基礎とする場面のほかに，時には，こうした介護が患者との

衝突を引き起こすことがある．ある日，加藤さんの家を尋ねると，家具の配置が変わり，

あわせて介護用品の位置も変わっていた（フィールドノーツ 2012/08/07）．聞くと，加藤

さんと喧嘩をしながら介護者が早朝4時半までかかって模様替えをしたのだという．結果と

してキッチンからベッドサイドまでの動線が単純になり，経管栄養を始めとした介護がよ

りやりやすくなっていた． 

患者が言っていないことまでおこなうこと，ましてやそれが患者を怒らせることは，当

事者主権の発想からすれば完全なご法度である．模様替えに至っては，介護者の側の都合

ともとれるし，そもそも加藤さんが最初から求めていたことではない．にもかかわらず，

それは当事者たちによってそれでよいということになっている．当事者主権に対する批判

のひとつとして当事者の拡散とその切り分けの困難を挙げたが（第1章第3節），模様替え

によって介護者の側の負担が少しでも軽減されるなら，それは当事者たちのニーズを満た

し，狭義の当事者たる患者の介護をより安定的に可能ならしめるのである．この模様替え

を提案した介護者がもつ限定性は，患者の身体的なもののみに閉じられているわけではな

く，介護のやりやすさを念頭に置きながら在宅生活の環境を改善するという役割を含み込

んだものであるということがいえよう． 

ここで注意すべきは，職業介護者が当事者主権の発想を越えた役割を担っているとは言

っても，それが患者の意志を完全に無視しておこなわれているわけではないということで

ある． 

患者の側では，たとえば佐藤紗江さんが「私の意志無視したら大変だよね」と言うよう

に（インタビュー 2012/08/17），介護者の側が提案するとはいっても，それを実行するか

否かの判断は患者の側に委ねられている．職業介護者が言われずとも加藤さんの背中を拭

いた場合にも，それがすべきではない行為であったならば，加藤さんは直後にそのことを

伝え，以後そうした介護はなされなくなるだろう． 

職業介護者の側から見ると，この論点は以下のように語られる．以下は，佐藤さんを介

護する鈴木さんの発言だ． 

 

――周りからこうしましょうかっていうのは，ある意味ではおせっかいという側面が

あるとも思えるんですが． 

でもそれは提案して，提案の，それの同意を受けるわけじゃないですか．だから，そ

れでいいよ，って言ったらおしまいなんじゃないですか（インタビュー 2012/09/11）． 
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この語りが示しているのは，まず，患者と同様，職業介護者も患者の合意を重要視して

いることである．もうひとつ，より注目すべきは，職業介護者からの提案を踏まえた上で

立ち上がってくる患者のニーズが，職務上満たすべき対象であることが自明視されている

ということである．当事者主権の発想が想定していたのは，患者が介護の場面ですでに所

与としてもっているニーズであった．しかし，実際にALS介護を営む職業介護者にとっては，

介護者の側からの提案と患者の了承という相互行為過程で生起した患者のニーズも，支援

の対象なのである．ここにおいても，当事者主権の発想が事実の次元において現実を捉え

ていないといえる．さきほどの加藤さん宅の模様替えの例でも，加藤さんが頑としてこれ

を拒否したなら，それは中断されたであろうし，実際には介護者とのやりとりのなかで加

藤さんも納得して，模様替えを元に戻せと言っているようではない． 

以上の事例を踏まえた上で，介助者手足論と対比させながら，ALS介護のあり方をまとめ

てみよう． 

介助者手足論は，介護者の考える頭を擬制として排除した上で，患者の指示にそれ以上

でもそれ以下でもないかたちでしたがう手足になることを介護者に求めた．仮に患者自身

の手足が動いた場合に比べれば，介護者が装う手足は原理的に過不足を生じてしまうけれ

ども，介助者手足論はそれを我慢したり，指示を事細かにしたりすることで対応しようと

した．動かないがそのように動いたであろう自分の手足と，動くがそのようには動かない

他者の手足のずれを極小化することが目指されたのである． 

ALSの介護においても，こうしたずれは存在してしまう．そしてまた，阿部さんが介護者

を集めた勉強会で，「以心伝心が理想」と言ったという（インタビュー 2012/06/05）こと

からもわかるように，以心伝心が――どこまで漸近できても原理的に達成されえないもの

であることを認めた上で，しかし――目標として設定されている．ここまでは介助者手足

論と相違ない．しかし，ここまでの事例でみたようなALSの介護でおこなわれていることは，

介護者に頭があることを前提した営みである．介護者は自身の頭で考え，患者に対してな

すべきだと思えることを提案し，患者の合意のもとで実行する．当然頭が違うのだから考

えていることが違い，それは患者が考えていることを完全にトレースするおこないではな

い．しかし，まずは現実の次元において，介護者が独自の判断をおこないながら介護に臨

むということがおこなわれている． 

こうした当事者主権的でない介護のあり方について，加藤さんは以下のように言う． 

 

ひとつ言えることは，相手が何を望んでいるかを考えて提案やケアをしてくれるのと，

勝手にケアをするのは全然違います（インタビュー 2012/08/29）． 
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加藤さんのこの言葉を踏まえると，ひるがえって当事者主権の発想の前提が明らかにな

る．それは，当事者主権の発想が，パターナリズムとは善意の皮をかぶった非当事者の都

合であるということを自明視しているということである．仮想敵としてそうしたパターナ

リズムを設定したことにより，真に相手のためを思っているような支援（者）がありうる

という単純な事実を見落としているのだ．パターナリズムの徹底的な排除は，本来であれ

ばよいとされ，また心地よいものとして受け入れられるはずのものまでもを唾棄すべきも

のとしてしまっているのではないだろうか．介護者の側が手足になってしまっては，社会

的な関係性を取り結ぶための頭をもった他者が患者の周囲から消えてしまう．「〔身体的

な〕ケアだけだったら悲しいよね」（フィールドノーツ 2012/09/14）と語る加藤さんのよ

うに，介護者を手足として以外にも他者としてみなすような患者にとっては，介助者手足

論は不十分なものなのである． 

こうした介護のあり方は，ALSの場合に特有の事態であろうか．たしかに，ALSの患者，

とくに本研究が対象とするような人工呼吸器装着以後の患者の場合，意志の発信に大きな

障害があり，介助者手足論を実行するために必要な指示を出すのが難しいということは言

えるだろう．では，それゆえに介護者の側の裁量を許容しているのは次善の策として仕方

なくそうしているのであり，ALSのような極端な疾病ないし障害でなければ，なお当事者主

権ないし介助者手足論が有効であるということになるのだろうか．もちろん，意志の発信

に問題のない他の疾病や障害であれば，介助者手足論にのっとって介護をおこなう場面が

増えるということはあろう．しかし，介護者が患者の本当の手足になることは原理的にで

きないこと，それゆえに手足たる介護者には不可避の過不足が生じてしまうこと，ニーズ

には関係性のなかで生まれてくる側面があること，これらは人間同士の相互行為であるが

ゆえの特徴なのであり，疾病や障害の別を問わない．そうであるならば，その他の疾病や

障害の介護においても，ALSの介護で見られるような当事者主権の超克が見られる可能性は

ある．先に示唆した，極限事例たるALSを参照点にするからこそその他の疾病や障害につい

てわかることがあるということの一例である． 

逆に，ALSの介護にも，当事者主権・介助者手足論的な側面がたしかに存在することは前

節でみたとおりだ．身体的な介護の要求については，関係性のなかでのニーズの生起など

と大仰なことを言わずとも，言われたとおりにすぐさまおこなうべきであろう．とくに，

痰の吸引や経管栄養の注入などは命にかかわることであって，軽視してよいものではない．

しかし，介護を長期間にわたって継続し，また疾病や障害があっても阿部さんの例のよう

に社会参加を試みるなら，そこですべきこと，したほうがよいことは患者の思惑を超えて，

周囲とのやりとりを経る中で変転し，事後的にこれがニーズであったのかと当事者たちに
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納得されるのである．要は，介助者手足論を用いても十分対応可能な一次的で固定的なニ

ーズが一方に存在し，関係性の中に生起してくる，より社会的で流動的なニーズがもう一

方に存在するのであり，それらはどちらか一方のみがあるのではなく，疾病や障害ごとに

その割合を変えつつ混在しているのだ．その中で，ALS介護の場合にははとくに後者が目立

つということである．当事者主権のみを教条的に主張することがアポリアに陥るとして，

しかしそのアンチテーゼとしての関係性由来のニーズのみをまた頑なに主張すれば，それ

は当事者主権の発想が批判したパターナリズムが滑りこむ余地を与えてしまうだろう．重

要なのは，両者が正しく作動することである．この主張はそれなりに穏当で妥当なはずだ． 

本節では，事例に即しながら，ALS介護の中で当事者主権を越え出る側面があり，そして

それは患者と職業介護者のあいだで培われた関係性においてニーズが生起していることに

よるということを見た．それでは，そのように当事者主権の発想を越えることを可能とす

るような職業介護者の限定性は，どのように養われるのだろうか．換言すれば，その限定

性をかたちづくっていく限定化の実践はいかなるものか．前節でもみたように，職業介護

者はその教育の過程において，当事者主権的な発想を強く植え付けられるという．にもか

かわらずそれを超克しているのであれば，そこに至るまでには特筆すべき過程があるはず

だ．次節ではその様子を探っていこう． 

 

3 患者とのやりとりによる職業介護者の限定化実践 

 

前節では，当事者主権・介助者手足論では説明できない側面がALSの介護には存在してい

ることをみた．つまり，前節で登場した職業介護者はそれぞれ，当事者主権の発想におさ

まらない限定性をもっていたといえる．しかし，そうした介護を可能とするような限定性

を，前節のように個々の事例において職業介護者がおこなっていることに応じてその場そ

の場について描くことができても，その総体がどのようなものであるのかを知ることは難

しい．なぜなら，身体介護のようにある程度繰り返し同じことがおこなわれる場合はある

にせよ，在宅介護は健常者の日常と同じ意味において無限の多様性と個別性をもっている

のであって，あらゆる場面について網羅的に職業介護者の行為をみることによって介護者

の限定性を把握することはできないからである．ゆえに，職業介護者の限定性を精査する

ためには，個々の場面についての限定性のあり方についての記述を重ねるという方法とは

別の道筋が取られなくてはならない．ここにおいて，限定性を構成するに至るまでの当事

者らの営み，すなわち限定化の実践に焦点が当たる．職業介護者の限定性の背後に作動し

ている仕組みをみることによって，職業介護者の限定性を把捉するのである． 
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それでは，職業介護者の限定化はいかにおこなわれているのであろうか．当事者主権・

介助者手足論の発想が介護者を養成する教育の中で流通していると思われることは，本章

第1節で触れたとおりであるが，にもかかわらず，それを越えるような範囲までをも含めて，

職業介護者は自身の職務を限定化している．そのような限定性を構成する限定化の実践を，

複数の角度から立体的に描き出すことが本節の目的である． 

 

3.1 当事者主権の相対化 

 

まず，前節でみたような当事者主権を越えるような介護を可能とするための条件として，

介護者を養成する教育の中で教えられることを相対化する必要があるだろう．実際にどの

ようなことが教育の中で教えられ，介護者はそれをどのように解釈するのか．本研究では

実際の教育の場面を十分に観察することはできていないから，職業介護者の語りからこれ

らを再構成することにしよう． 

ヘルパーの講習会にて，職業介護者の木村さんが「言われたことしかやってはいけませ

ん」と言われたことには本章第1節で触れた．こう言われた木村さんは，実はこれを素直に

受け入れたわけではない．それどころか，「馬鹿じゃないのか」と一蹴しているのである

（フィールドノーツ 2012/09/14）．このように介護の世界に流通する思想を相対化できる

理由のひとつには，木村さんが別の仕事を経た上で，比較的最近介護に従事し始めたとい

うことがある． 

 

加藤さんの意を汲もうとはしているので，口とか指示が出なくても，自分のほうで．

ただ私これは多分，最初からヘルパーじゃないからかもしれないんですけど．仕事柄，

言われたことだけやってるっていうのは全然NGな職場，ずっとそうだったので．相手が

求めているのは何かっていうのを考えてからっていうのが結構あるので．たしかに，言

われないこともやっちゃってるかもしれない．そこらへんいま自分のなかでそれを調整

しているところだと思うんですけど（インタビュー 2012/08/29）． 

 

もちろん，職業介護者としての標準的なキャリアを歩んでいる人々が，このように当事

者主権的発想を相対化することができないというわけではない．現に，前節で登場した人々

も含めて，今回調査協力者となった職業介護者の中には通算で10年前後介護に携わってい

る介護者も多いが，彼らが患者から言われたことをそのままする以上のことを介護の中で

おこなっていることは前節のとおりである．では，当事者主権を越えていることが現にお

こなわれている事実であるとして，その事実を生起せしめる作動因はどのようなものか．
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ここで挙げられるのは，相手と密接に関わることが要請される，介護という営みの特性で

ある．木村さんと同じく加藤さんを介護する工藤さんの語りを見よう． 

 

多分それ，介護にかかわらず，まず相手のことを知るために，相手が何が好きなのか
とかそういうのって知ろうとしますよね．それと一緒で，一緒にやっていくんであれば，
そういうその人の個性とか，知ろうとしますよね．それと一緒じゃないかと思うんです．
それは介護にかかわらず人と付き合うにあたって，人の好きなこととか個性とかって知
ろうとしますよね．無関心ではやれないですよね，ケアは（インタビュー 2012/08/29）． 

 

当事者主権が叫ばれる発端となったのは，障害者らに対する施設での処遇が劣悪であり，

またそれがパターナリズムのもとで当人の要望を無視したことであった．しかし，そうし

て施設を出て在宅で暮らしていくという選択は，互いのことを気遣い，関係性を取り結ぶ

ことを志向しなければ継続できないものなのである．当事者主権という発想が，それが必

要とされた時代を突破するために必要であったことを認めるとして，その先にも通用する

ものではないことがここに示されている．在宅介護を営むにあたっては，患者と介護者と

の関係性の構築，情緒的なかかわり合いが必要とされるために，当事者主権からの離脱が

おこなわれるのである． 

以上のように，当事者主権的な発想の相対化することによって，言われたことをすれば

よく，言われていないことはすべきでないという発想を職業介護者は手放すことになる．

これはすなわち，患者のニーズとは固定的なものであり，それを満たせばよいという発想

からの離陸を意味する．以上が，ニーズが関係性の中で生まれ，流転していくことを前提

とした介護を可能とする限定化の第一条件であると考えられる． 

では，当事者主権の発想を相対化するだけで限定性は十全に構築されるのだろうか．そ

うではない．なぜなら，繰り返しになるが，在宅介護には患者それぞれの個別性・多様性

がある上，患者が言ったことを額面通り受け取るという以上のことを職業介護者がおこな

おうとするならば，それはむしろなすべきことの範囲を拡張する方向に開いていくことを

意味する．当事者主権の相対化という限定化は，自身のなすべきことを規定するという意

味においての限定化であっても，その範囲を縮減するという意味での限定化ではないのだ．

だとすると，当事者主権の相対化という実践は，職業介護者の限定性を，第2章第5節で定

めた用語法で言うところの「無限定な領域」へ拡散させるように導いていくのだろうか．

当事者主権の相対化とは別様の限定化をみることによって，その問いに答えていこう． 

 

3.2 制度の解釈 
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次に挙げるのは，介護保険法を中心とした関連する制度に対する，職業介護者の解釈，

それにともなう限定化である． 

第1章第4節では，職業介護者の職務を規定するものの例として，制度上の拘束を挙げた．

職業的に介護に従事するための資格を取得する過程では，介護保険法や社会福祉士及び介

護福祉士法などを根拠として，してよいこと，してはいけないことが職業介護者に伝達さ

れる．その意味において，制度は職業介護者の限定性を構成するものではあるけれども，

しかし，職業介護者が実際の介護に臨むにあたっては，それだけではすべて説明されない

のであった．すなわち，それぞれがその制度を解釈し，自身による限定化をおこなってい

る場合があるのだ4)．この節では，おもに2人の職業介護者を対比的に論じながら，その様

子を見よう5)． 

まず，制度を知った上で，それを受け入れている職業介護者がいる．佐藤紗江さんを介

護する鈴木さんは，介護保険法のもとでの訪問介護と，障害者自立支援法のもとでの重度

訪問介護のそれぞれについて，制度上の拘束が異なることを意識しており（繰り返せば，

重度訪問介護の方が縛りが緩く，患者の多くの要望に対応することができる），それに応

じて介護の内容を変えていると語る．とくに，介護保険法の制度下においては，掃除や洗

濯といった身の回りのことに比して，「〔身体的な〕ケアが基本なんじゃないんですか．

だと思うんだけど．洗濯もちゃんとしなきゃいけないけども．本人のケアが第一だよね」

というように，生活援助に比べて身体介護を重視する立場を取っているようだ（インタビ

ュー 2012/09/11）．介護保険が適用される一回あたりの時間は短く，口腔ケアやモーニン

グケアなど，その時間の中ですべき身体的な介護に追われてしまう（フィールドノーツ 

2012/07/27）ということもその一因としてあるだろう． 

こうした介護保険，そのなかでも身体介護を重視する考え方は，教育の過程で言われる

だけではなく，働き始めて以後，所属する事業所から指示されることでもあるらしい．サ

ービス提供責任者として介護を統括した経験のある遠藤さんは，他の介護者に対して介護

保険法を順守するように言っていたという（インタビュー 2012/09/12）． 

しかし，興味深いことには，遠藤さん自身はこうした制度上の拘束に賛同しているわけ

ではない． 

 

そこでそれ〔介護保険の論理〕がなんか染み付いている部分が僕にもあったし，なん

か叩き込まれるみたいな，洗脳されるみたいな．それがいかにもね，なんかこう，そう

いったことは介護保険ではできませんので，みたいなことを言うのが当たり前のような

（インタビュー 2012/09/12）． 
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この口ぶりからもわかるように，遠藤さんは制度上の拘束を意識した上で，これを相対

化しているのである．「介護保険の文句を話したらもう何時間でもしゃべれますよ」とい

う遠藤さんは，介護保険，とくに身体介護における制度上の考え方が，重度訪問介護をも

含めたALS介護の全般に及んでいることを問題視している．本来介護保険よりも幅広い活動

を支援することが可能であるはずの重度訪問介護にまで，介護保険法による線引きがなさ

れ，やってよいこととやってはならないことが弁別されるというのだ．また，介護保険，

そのなかでもとくに身体介護は，単位時間あたりの事業所の利益が大きいため，これを偏

重する風土があるという．こうした点も含め，遠藤さんはこれを相対化しているのである．

その背景には，身体の介護にとどまらない社会的な活動を重視するという発想がある．遠

藤さんの理想と考えるのは，生活全体を全人的に支援するということが先立った上で，そ

の中で必要な身体的介護がおこなわれるという介護だ．このように，管理職として介護保

険の順守を他の職業介護者に指示しながら，自身はその考え方に同意できないという葛藤

があったために，遠藤さんはより社会的活動を重視する事業所へ移る選択をすることとな

った． 

 

阿部さんのお宅で必要とされるような，ちょっとした物を作ったりとか，いろいろと

こう文章作りだとかのお手伝いをするとか，そういったことが結局，そういったことで

〔障害のために〕色々大変であるとか，むしろそういったことが，非常に意義があるこ

ととしてというかね．人間，社会活動をする，そういうことを良くは思ってはもらえな

かったんですね，前の事業所の場合は．介護保険でやっていいことか？ みたいなかたち

（インタビュー 2012/09/12）． 

 

前節では，パソコンソフトの扱いについて阿部さんとのやりとりを通じてニーズを立ち

上がらせ，これに応えていた阿部さんの姿をみたが，その背景には，社会的な活動を重視

することによって，固定的な制度の考え方を突き放し，制度上の拘束にとどまらないよう

なかたちで限定性を拡張ないし変化させるという遠藤さんの限定化が働いているのである．

遠藤さんをしてこうした限定化に向かわせる契機としては，患者を知るということが挙げ

られる． 

遠藤さんは，前節でみたパソコンソフトの扱いにとどまらず，電子機器の調整やセッテ

ィング，視線入力装置のインターフェースの改善などもおこなっている．これらは制度の

枠組みの中で，職業介護者の職務として必ずしも明示的に含まれるものではないが，阿部

さんとのやり取りを通じて，遠藤さんはこれを自身の限定性の中に包含していったのだと

いう． 
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とりあえず阿部さん自身，僕はそういうの〔介護保険の順守は〕求めてないなという
〔ことがわかった〕．要するにその，やらないかたはやらないし，でも興味があってや
る人にはどんどん，阿部さん自身がアプローチしてくる．そうすれば突き動かされてし
まうっていうか．そういうのをよく最近感じるのは，あの，なんていうんですかね，僕
がこう，なんかこうするよりも，阿部さんが背中を押してくれてる部分が強いと思うん
ですよね．僕もそんなに詳しいほうじゃなかったことをやっぱり背中を押してもらえた
ことによって詳しくなれたっていう部分があって（インタビュー 2012/09/12）． 

 

阿部さんからの働きかけによって遠藤さんがパソコン周辺の仕事をやるようになったと

いう意味では，これは当事者主権的な発想ではないかという指摘もあろう．しかし，ここ

で挙げた阿部さんと遠藤さんの例と，当事者主権が想定する像には，質的な差異がある．

繰り返しになるが，後者は患者がニーズをもっていることを前提とした上で，これを介護

者に指示し，介護者が満たすというモデルである．対して前者は，まず患者と介護者の間

に関係性がある．その上で，介護者は患者に対してなしうることを感得し，「背中を押し

てもらう」と同時に「突き動かされる」というようなかたちで支援に向かっていくのだ．

以上のように，介護保険などの制度を相対化するための要因として，患者とのコミュニケ

ーションを通じた人となりの把握が挙げられるのである． 

患者の人となりを知る方法としては，このような実際の介護の中でのコミュニケーショ

ンのほかにも方法がある．たとえば阿部さん宅の場合，職業介護者に向けた介護マニュア

ルの中に，ALS発症前も含めた時期に書いたスピーチや，阿部さんが受けたインタビューの

記事が挟まれている．同じく阿部さんを介護する上田さんは，こうした資料によって阿部

さんのことを知ることができたという． 

 

で，これがやっぱりプロフィールとか，お言葉も入ってますね．それでこういう方の
ところに入りますってことで，阿部様が書いた，こういうこと一応読まして，読んでか
ら，入るっていう（インタビュー 2012/06/05）． 
 

では，鈴木さんが制度的拘束，ないし身体的なケアを重視するという限定性をもつにい

たる背景には，どのような限定化が働いているのであろうか．その一端が垣間見えるのは，

ある講習会に参加した際の鈴木さんの感想である．第1章第1節で触れたように，職業介護

者による医療的ケアが例外規定としてではないかたちで法的に認められたのは2012年の4

月のことである．その解禁にあたって，鈴木さんは医療的ケアの講習会に参加した．その

際，指導にあたった看護師から，とても厳しく指導されたのだという．中にはそうした指
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導の仕方に反発する介護者もいたというが，鈴木さんはその厳しさを言いつつも，納得し

ているようである．言いていわく， 

 

すごい看護師さんが言うこともわかるの．経管だけど，やっぱり一歩間違えれば大変

なことになっちゃう．それだけのことを私たちはするんだよっていうのをほんとに実感

してもらわないと困る．吸引にしろそうだと思うのね．その大変なことをして，大変な

ことしてるじゃないけども，だけど一歩間違えたら大変，ほんとに命にかかわることを

してるわけだから，そこのそういうところをちゃんと認識してもらわないと困るなって

いうのはすごくいろんなヘルパーさん見てて思う時があるんだけど．だから講習受けて

なるほどなって思うこともすごくありましたよ． 反省するというか再認識というか，自

分のためにはなったなと（インタビュー 2012/09/11）． 

 

このように，自身のおこなっている身体介護の重要性を教化されることによって，単に

制度上すべきであるからという以上の重み付けを，鈴木さんは身体介護に対しておこなっ

ているのではないかと思われる．制度から要請される限定性を開いていくかたちで限定化

をおこなっている遠藤さんに対し，鈴木さんは制度が規定する限定性の内実を検討した上

で，その重要性を認め，これを維持していくという限定化をおこなっているのだ． 

ここで注意しておくべきは，以上のように対比的に描いたからといって，鈴木さんが介

護の身体以外の側面を，遠藤さんが介護の身体的な側面を，それぞれ軽視しているわけで

はないということである．たとえば，制度を知悉しこれにのっとった介護をしているから

といって，鈴木さんのそうした態度は硬直的なものではない．むしろ，制度のもとでもお

こないうる支援の範囲を拡大するように，柔軟に解釈をしようとしているようだ．具体的

な例は言えないとしながらも，その様子は次のように話される． 

 

あの色々考えますよ．なんつーんだろう．こう，大丈夫なようにやるというか．たと
えばほんとはやっちゃいけないように見える，やっちゃいけないことがあるとするじゃ
ない．だけど，それをこう，なんとかこう，やってもいい雰囲気にもっていくようなこ
ととかさ． 
――解釈の仕方？ 
解釈の仕方だよね（インタビュー 2012/09/11）． 

 

また，鈴木さんは，患者とのコミュニケーションの重要性についても次のように話す． 

 

とにかくやっぱりケアをしてて私が大事にしたいのは，やっぱりコミュニケーション
じゃないですか．コミュニケーションをとらないと． 
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――ケアのなかで？ 
ケアのなかで，できるだけコミュニケーションを．だいたいの人は文字盤なので，文

字盤で会話をする，あと顔を見て何かわかる，言いたいことがあるのかなっていうと，
文字盤でちょっと聞いてとか．何も聞かれないで勝手にされちゃうのは嫌でしょ．自分
も嫌だよね（インタビュー 2012/09/11）． 

 

また，介護の中で患者を知るということを鈴木さんが疎かにしているわけでもない． 

 

最初はほんとに何もわからないし，全然知らない人のところに行くので，ケアをして

て，そのまえにある程度の，こういう人でしたよっていうのはわかりますけど，でもほ

んといろんな話っていうか，会話をしてって．で，だんだん，あ，こういうのが好きな

んだとか，とかこういう人なんだ，こういう考えの人なんだってのがわかってくるのか

な（インタビュー 2012/09/11）． 

 

対する遠藤さんは，インタビューを受けながらも随時，阿部さんの様子には気を払い，

痰の吸引や手のマッサージなどを並行しておこなっていた．遠藤さんは身体的な介護につ

いて，阿部歩さんの家族介護者である阿部伊織さんから大きな信頼を寄せられてもいる．

介護保険で対処しきれない領域を志向することは，介護保険の枠内でおこなうべきことを

軽視することによって成り立っているわけではないのだ． 

さて，ここまでは，介護における身体的な支援と社会的な支援はどちらも大事で，より

大事だと職業介護者が思う方が優先され，限定化がおこなわれる，という至極当たり前の

話であるように思える．しかし，ここで注目すべきは，身体的支援はその範疇が限られて

いるのに対し，社会的な支援はその範疇が拡散方向にあるということである．身体的支援

を重視する限定化をおこなえば，前項において提起したような，無限定な領域へ限定性が

開かれていくことに一定の歯止めがかかる．そうすることによって，身体的支援という限

定的な領域について，質的に注力することが可能になるのだ．以下の鈴木さんの語りがそ

のことを端的に示す． 

 

――〔介護を続けていると〕ある程度何も考えなくてもできるようになる，手が覚え
てくるみたいなところってあります？ 
いやないです． 
――ないですか，毎回気を使いますか． 
毎回．とくに，呼吸器つけている人は何かあったら〔大変だから〕．私たちいのち預

かっているので．どんなに長く携わってても，ほんとに毎回，私なりにね，神経を使う
というか．そんなおざなりになっちゃいけないことなので（インタビュー 2012/09/11）． 
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身体介護の重要性を指摘する先の鈴木さんの語りと合わせて考えると，鈴木さんは身体

介護を重視する限定化によって，自身の職務の範囲が拡散するのを防ぐとともに，身体介

護の枠内でおこないうることの質を高い水準で維持しようとしているといえるだろう．筆

者の受講した医療的行為を指導する講習会でも，講師役の看護師は「慣れないということ

がすごく大事かと思います」（フィールドノーツ 2012/09/25）という強調をおこなってい

た． 

このように慣れを忌避する鈴木さんの限定化に対し，同じトピックについての遠藤さん

の語りを見ることで，対比はより鮮明になる． 

 

そのやっぱりやり方が違うんで，それ〔阿部さん宅のやり方〕で慣れていると，それ

は〔別の人の介護では〕違うんだというか．やり方が違うし，それはとあるお方，別の

方のところでのやりかたでやる．慣れ〔たやり方〕ではなく．またもういっこ慣れる部

分を作んないといけないんだなと． 

――慣れることそれ自体は悪いとは思ってらっしゃらないわけですよね． 

そう，慣れないとやっぱりこう，なんていうんだろうね，自然にケアに入れない（イ

ンタビュー 2012/09/12）． 

 

介護を長く続ければ，手際がよくなるということは当然あるだろう．そこで生まれる余

裕を，なおその行為の十全な遂行に振り分けるのか，「自然に」接するために用いるのか

という違いがここにあらわれている．遠藤さんが志向する介護とは，先にもみたように社

会的な支援に重きを置くものであり，それは慣れることによってぎこちなさを排除するこ

とを条件としているようだ． 

しかし，遠藤さんの限定化は，社会的な支援という無限の可能性をもちうるものを重視

するものであるがゆえ，その限定化は自身の職務の範囲を縁取るものであっても，その境

界内部を縮小させる力は働かない．この点が鈴木さんの限定化との大きな差異である6)． 

この鈴木さんと遠藤さんの対比は，第2章でみたパーソンズとフリードソンの対比と重ね

あわせて考えられるだろう．パーソンズの用語法における限定性は「可能なすべてのこと

をする」ための装置として機能していたが，鈴木さんにおいても，自身の限定性を介護保

険の枠内・身体的な支援と見定めることによって，その質を高めている．またそのことに

より，自身がなすべきこと＝限定性の無限定な領域への拡散が防がれているという意味で，

三井が指摘した限定性の順機能もここで働いているといえる．一方で，患者の要望は身体

的な支援のみにとどまらず，医師の職務は患者の個別性に合わせて変化するべきだと考え
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たフリードソンと同様，遠藤さんは社会的な支援を重視し，その条件として個別性への適

応を挙げている．第2章では，医師についての議論を介護に輸入することについて慎重でな

くてはならないという注意が喚起されたが，本項の事例から，それらの議論の介護への通

用可能性が示唆されているとも言えよう．在宅での介護を検討するに際し，病院での医療

の社会学の知見を導入するというある種の無節操は，しかしこのような問いの発掘と発展

を容易ならしめるという意味において利得のないことではない． 

まとめよう．前項では，当事者主権から離れることがすなわち職務範囲の縮小をともな

った限定化を意味しないことを確認し，そうであるならば限定性は無限定な領域へと拡散

しうるのかと問うた．本項では，患者を知る，身体介護の重要性を認識する，仕事に慣れ

るといった契機が，職業介護者の限定性をつくっていくことを確認し，それらを通じて形

成される身体的な支援をメインに据えるという限定化が，無限定な領域への限定性の拡散

を防ぐということを指摘した．これは，先の問いに対する部分的な答えになるだろう． 

しかし，まだ問われなくてはならないことが残っている．すなわち，当事者主権を相対

化し，しかも社会的な支援を志向するかたちでの限定化をおこなった場合には，どのよう

な事態が生じるのだろうか．このような限定化は，いまのところ職務の範囲を縮小させる

機能をもたない．遠藤さんのような限定化を志向する場合には，無限定な領域へと限定性

が拡散することが起きるのだろうか．それは介護にどのような影響をもたらすのだろうか．

これはすなわち，以下のような問いを提起する．つまり，三井はケア倫理論やケア技法論

の隘路として限定化の必要を説いたが，しかしそのような限定化によってもなお困難が発

生するという事態が介護の場面において存在するのであれば，それはどのように乗り越え

られるのか，という問いである．次節はこのことを考えていこう7)． 

 

4 無限定な領域への限定性の拡散と，その対策 

 

前節では，まず当事者主権の発想を相対化し，患者との関係性においてニーズを把握し，

それを満たすという介護をおこなおうとした上で，さらに介護保険の枠をも突き放し，そ

れにとどまらない社会的な支援をおこなおうとするような限定性をもった職業介護者がい

ることをみた．そして，その2段階の限定化を経て辿りつく限定性は，患者の要望のみを聞

けばよいというものではなく，また無限の可能性をもつ社会的な支援を志向するがゆえに，

その職務内容の範疇を縮小させる機能をもたないことを見た．そうであるならば，そのよ

うな限定性をもつ遠藤さんのような介護者は，その限定性が無限定な領域へ向かって拡散

してしまうという困難に突き当たるのだろうか．そのような困難がある場合，それはどの

ように対処されるのだろうか． 
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これは決して遠藤さんのような職業介護者に特有の問題ではない．なぜなら，身体的な

介護を重視する鈴木さんが，一方では社会的な支援の重要性を認めている場面があったよ

うに，無限定な領域への拡散はどの職業介護者にも通底する問題である．この論点を，遠

藤さんに代表されるような，社会的な支援を重視する職業介護者という極限的な視座から

見通すことが本節の課題である． 

 

4.1 無限定な領域へ開かれることの困難 

 

まず，自身の職務の範囲を縮小させるという機能をもたないような限定化のあり方によ

って，困難が起きるのかどうかを検討しよう．遠藤さんは次のように語る． 

 

――一線を引くっていうことはありますか．家族のように親密になるけど，こういう

ところは自分は踏み込まないでおこうみたいな． 

非常にやっぱりそれ〔患者と親密に関わること〕を強く戒められ続けてきていて．う
ん，やっぱりそうなっちゃうと心配なのが，もうこう，どんどん消耗していっちゃう〔こ
と〕だったりはするんですけど，いろんな意味で（インタビュー 2012/09/12）． 

 

ここで直接的に述べられているのは，患者と家族であるかのように親密に関わることに

ともなう問題である．しかし，身体的な介護のみを志向しないことは，すなわち患者との

情緒的な結びつきを含んだ介護のあり方につながることを踏まえると，これを限定性の縮

減をおこなわない困難として読み替えることはできよう． 

ここでいう「消耗」の具体例としては，以下のようなものが挙げられるだろう．いまで

こそ視線入力による意志伝達装置を用いて会話やメールのやりとり，自伝の執筆までをも

精力的におこなう阿部さんではあるが，症状の進行によって一時期コミュニケーションが

難しくなってしまった時期があったという．そのときについての，遠藤さんの語りである． 

 

僕なんかもう〔阿部さんと〕こう筆談で，すごくこう流暢にいろんな冗談を言ったり
とかっていうようなやりとりからきて，そういう〔コミュニケーションの難しい〕状態
になってきて，ほんとにもうその単語だけで，それもすごく読み取るというか汲み取っ
て差し上げることもものすごく単純化しちゃってたりとか，難しくなったりとか，ある
時僕は結構こう喧嘩みたいになっちゃったっていうのも変なんですけども，もう投げ出
しちゃうみたいな感じの部分があったんですよね．それはすごく申し訳なかったりして
て（インタビュー 2012/09/12）． 
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前節では患者の人となりを知るということが職業介護者の限定化に影響することを見た．

それと同様，遠藤さんは阿部さんと冗談を言い合うようなやりとりを通じてその人柄を知

り，そうしたコミュニケーションのあり方を維持すべきものとして考える限定化をおこな

っている． 

そうした目標を立ててしまうからこそ，それを可能とする手段が不在であるとき，でき

ないということが困難として体験される．もし遠藤さんが身体的な介護のみに注力して，

阿部さんとのやりとりに重要性を見出さなかったならば，「申し訳ない」という感情はわ

かないはずだ．痰の吸引や経管栄養の注入，排泄処理，褥瘡の予防など，身体的な介護は

阿部さんの生命を守るという意味においてもちろん重要であり，十全になされなければな

らない．しかし，それのみを自身の役割と考えているわけではない，すなわち無限定な領

域へ自身の限定性を広げている遠藤さんだからこそ，こうした難事に直面してしまう．投

げ出してしまうというのは単なるコミュニケーションの拒否ではない．これはコミュニケ

ーションを志向し，しかしそれができないという状況になってしまったからこそ起こる事

態なのであって，そもそもコミュニケーションをとることを考えない人間は投げ出せない

のだ．第2章において井口が用いていた無限定性という概念は，家族介護者の様子を描写す

るための概念だったけれども，職業介護者も（井口が考察したマネジメント役割とは異な

るとはいえ）無限定な領域へ開かれるという困難を抱えているのである． 

では，このような苦難があるとき，職業介護者はどのようにこれに対処するのだろうか． 

 

4.2 無限定な領域へ開かれることの困難の超克と，その不安定性 

 

社会的な支援を志向することによって，職業介護者の限定性は無限定な領域に向かって

開かれていく．そこに現れる困難に，職業介護者はどのように対応するのか． 

結論を先取りすれば，いくつかの転機や偶然性，職業介護者の認識によって，無限定な

領域へ限定性を開いていくことの困難は解消ないし，不可視化されている．しかし，それ

らの要素は介護実践の中に確たるかたちで埋め込まれているものではないため，不安定性

を孕むものである．では，具体的にその様子を見てみよう． 

第一に，偶発的な手段の出現がある．前項の語りにおいてコミュニケーションができな

い状態に陥った阿部さんの様子が語られたが，しかし意志伝達用のパソコンソフトと出会

うことによってその状態は脱せられる． 

 

そこ〔コミュニケーションが難しい状態〕にね，彗星のごとくあらわれたのが，その
伝の心〔意志伝達ソフト〕というかね，それでその言葉がまた復活した．で，またいっ
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ぱい冗談とか，そこで奥様とやりとりしたりとか，その時の感動っていうのはすごかっ
たです（インタビュー 2012/09/12）． 
 
その後は，入院時に医師から紹介されたことをきっかけに（インタビュー 2012/06/05），

阿部さんは視線入力による意志伝達装置も利用し始め，さらに素早い意志疎通が可能とな
った．筆者らがベッドサイドで会話しているときに，的確なタイミングで機械音声を読み
上げさせ，阿部さんが会話に入ってくるということは何度もあったことだ． 
周囲との意志疎通による情緒的なつながりの維持を目標に据える一方で，それを可能と

する手段がないという困難に対しては，まず端的に，手段が現れるという解決があるとい
うことがこの例からわかる． 
一方で，こうした機器の出現が光明となるか否かは，偶然に依存するものでもある．ま

ず，こうした機器があるという情報へ患者がアクセス可能であるか否かという問題がある．
伝の心が開発されたのは1997年，阿部さんが発症した2003年にはすでに機能増強が施され
たバージョンが製品化している．もちろん発症直後にはまだ伝の心のような機器を必要と
する状態ではないにしても，意志疎通が難しくなった際にスムーズに移行するということ
ができていたわけではないことがわかる．ALS患者とその介護者が，毎日の介護に追われる
中でそのような情報を集めることは難しいのである． 
また，患者がその機器を使えるのか否かという点も偶然に委ねられるものだ．伝の心の

ようなソフトを肢体不自由でも扱えるようにするスイッチは，その調整や適合に高度な熟
練を要するものであり，それが可能な介護者がいるか否かは運といってもよい．くわえて，
阿部さんの場合，発症前の仕事や趣味においてパソコンを運用していたという背景があっ
たために導入以後も使いこなすことができているが，高齢者や仕事でパソコンを使わなか
った人など，電子機器に対する苦手意識のある人が最初から使うのを諦めてしまうという
例はよく聞かれる． 
さらにいえば，そもそも手段が出現しないという可能性もある．いわゆるTLSとされるよ

うな状態になり，どのような意志伝達装置も使えなくなってしまった場合，新たな技術の
開発を待つことしかできなくなってしまうこともあろう8)．家族介護において，限定化のた
めの手段の不在が介護に困難をもたらすということが第2章第4節で指摘されていたけれど
も，こうした困難は職業介護者においても経験されることなのである． 
無限定な領域へ開かれることの困難を解消する方法の第二として，そのように限定性が

開かれていくことについて，これを抑えようと職業介護者が自覚的になるということが挙
げられる．限定化は限定性を一度構成すればそれで終わるものではなく，幾度となく問い
直されるものであった．前節での言葉遣いに倣えば，これは職務範囲の縮小をともなうか
たちで限定性を更新しようとする営みなのである． 
以下はどちらも遠藤さんの語りだ． 
 
一時期やっぱりそれをすごくこう，自分自身をセーブするみたいな部分はあったんで

すよね（インタビュー 2012/09/12）． 
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自分もやっぱりやりぬけるぐらいちょっとこう肩の力を抜いてみたいなことも大事な
のかなって思ってはおりますね（インタビュー 2012/09/12）． 
 
無限定な領域へ自身の限定性を開いていくばかりではなく，ある程度のところでその拡

散に歯止めをかけることにより，困難経験が溢れ出ることを遠藤さんは防いでいるのであ
る．こうした心構えの背景には，自身を雇う事業所から，患者との情緒的なかかわりを強
くもつことを「強く戒め続けられ」たということも影響していよう． 
ある程度のところで一線を引くような態度は，他の職業介護者にも共通して見られるも

のだ．患者と家族の間でのコミュニケーションに代表されるようなプライベートな話題に
はなるべく立ち入らないようにするという注意が次のように語られる．それぞれ，佐藤さ
んを介護する鈴木さん，中村さんを介護する沼田さんの語りである． 

 
佐藤さんとこうかがって，一生懸命文字盤で〔ご主人と〕お話ししてたら，やっぱこ

う聞かないようにこう遠ざかって，見ないように，文字盤も見ないように（インタビュ
ー 2012/09/11）． 
 
こう，文字盤よりもパソコンでメールとかのほうが，意志疎通の細かいところまでや

っていると思うので，そういうところはプライベートとして，できるだけ見ないように
っていうふうには，自分の中ではしています（インタビュー 2012/09/20）． 
 
また，患者支援団体のメンバーである女性によれば，介護の継続には患者側と介護者側

の「お互いの割り切りがうまくかみあう」ことが必要であるという（フィールドノーツ 
2012/08/03）．ここで割り切るとされている実践と，介護者の限定性を無限定な領域へ開く
ことを抑制することがすなわち同じことであるのかは慎重な議論を必要とするところでは
あるが，深入りによる消耗を防ぐことが必要とされているという意味では傍証的な語りで
あると言えよう． 
以上のような第二の方策があるとして，しかし，この手立てがまったく安定的なもので

あるわけではない．自身の限定性を自覚的に縮小する必要があるのは，自身の限定性が拡
散傾向にあるからなのであり，その傾向は限定性の縮小を意識することによって完全に無
化するわけではないのだ．限定性の拡散と収縮をめぐる葛藤が，ここにはあらわれる．以
下の遠藤さんの語りは，自身のすべきことを「セーブする」ことについて，セーブを避け
つつもその必要性をも認めるというアンビバレンスを抱えたものである．限定性の縮小と
いう実践の不安定性が如実にあらわれていると言えよう． 

 
セーブしてたな，もっとこうすればよかったなっていう方のところの経験をこう思い

出すと，今日できてたことが来週になったらもっとできなくなっちゃってるみたいな．
ほんと一週間単位だったり一ヶ月単位だったり，目の当たりにした時に，なによりもや
っぱりその人がもしこうしたいって言った時には，全力で自分ができることは頑張りた
いなっていうのは．あとで怒られればいいやみたいな，実際それであとで怒られてるこ
とが多かったりしたんですけど．僕にとっての課題だったりもします．こうすればでき
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るとかっていう可能性ばっかりじゃなく，もうすこし線引きをしてったほうがいいんで
はないだろうかと（インタビュー 2012/09/12）． 
 
ALSは進行性の疾病であることもあって，セーブしたことを悔やんで次に活かそうを思っ

たときにはもう遅いということがありうる．このことも限定性の拡散と収縮をめぐる内面
的葛藤を助長するものであろう9)． 
ここまで，困難を乗り越える手段の出現，困難の原因となっている要素の抑制というふ

たつの対応をみたが，次に挙げる第三の方法はこれらと少し毛色の異なるものである．す
なわち，困難は困難としてあるのだけれども，それを覆い隠すようなレトリックを駆使す
るという方法である．職業介護者がそれを困難と感じないような意識を醸成させる技巧を
ここでみてみよう． 
自身のすべきことがあらゆる範囲に及ぶことについて，それを大変だと感じることがあ

るのかと職業介護者に尋ねると，いくつかの類型的な反応が返ってくる．まずは，自身の
生活と大差はないから問題ないというものだ．次の語りは加藤さんを介護する木村さんの
ものである． 

 
結局生活全般を介助しているつもりでいるので，それは自分の生活と照らし合わせれ

ばそれほど苦ではないと思いますけど（インタビュー 2012/07/25）． 
 
筆者が参加した介護についての講習会でも，「私たち（＝健常者）と同じ」という言い

回しが頻出であった（フィールドノーツ 2012/09/26）．職業介護者が普段おこなっている
のと同じように，患者が食事や外出をおこなえるようにしようというのである． 
無限定な領域へ限定性を開くことがなぜ困難であるのかは，三井がフリードソンに対す

る批判として挙げたケア技法論とケア倫理論それぞれの隘路が示しているが，しかしそれ
は他者を支援するという文脈においてそうであるにすぎない．事実，健常者は無限の可能
性のある日常を，自身で秩序だて，毎日を過ごしているのである．そして，多くの場合，
それを殊に困難だと思ってもいないだろう．よって，健常者が普段おこなっていることで
あればできるはずだという考え方でもって，それと同じであるところの介護も困難ではな
いということが言えるようになるのだ．患者と職業介護者自身の同一性を強調するという
意味では，次の遠藤さんの語り方も，これの亜種と考えることができる． 

 
もし自分が同じ立場になったらやってほしいなぁって思うことはなんか，やっぱりや

ってあげたいなと思います（インタビュー 2012/09/12）． 
 
無限定な領域へ限定性を開くことの困難を不可視化させるという機能的参照点を設定し

た際に，これと等価なレトリックとして，介護者自身の負担を患者の負担と比較し，後者
に比べれば自身の負担は軽いというものがある．先と同じく，木村さんの語りを見よう． 

 
大変なのはたぶん加藤さんだと思うので．まだ上手なヘルパーじゃないからね，我慢

してるのは加藤さんだと思うので（インタビュー 2012/07/25）． 
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これらのレトリックを内面化することによって，介護者の負担感は意識の俎上に上らな

くなるのだ．しかし前に見た方法と同様，この方策も万全なものではない．なぜなら，レ

トリックの駆使が負担の不可視化に役立つということがあるとして，それが実際の負担の

解消に奏功するかは別問題であるからだ10)．無限定な領域へ限定性が開かれることの対策と

してのレトリックの運用も，かように不安定性を抱えるものである． 

無限定な領域へ開かれることの困難に対する第四の方策は，そもそもの問題設定を無化

するものである．すなわち，無限定な領域へ限定性を開いていくことをもとより苦としな

い介護者という存在である．加藤さんを介護する工藤さんは，あらゆる場面に自身の支援

の内容が波及することについて，それを困難だと思うことはないと即答する（インタビュ

ー 2012/07/25）．このような資質をもった介護者は，本節でみたような問題の解決を，そ

もそもその問題設定を無効化するというかたちで容易におこなっているといえよう． 

しかし，こうした介護者ばかりではないということが問題である．工藤さんが困難を感

じることはないと言った直後，加藤さんは次のように述べた． 

 
それは工藤さんだからです．たとえばうちのヘルパーさんでAさんという人がいますけ

ど，その人は地元の大手の事業所にいました．その事業所は100人のヘルパーがいますが，
僕の介護ができた人は3人しか居なかったです．それほど難しいです（インタビュー 
2012/07/25）． 

 

加藤さん曰く，工藤さんは「特別，介護に向いて」いるのだ．そうした稀有な資質のみ

を頼りとして，無限定な領域へ限定性が拡散することの対策とするのは万全なものではな

いといえる． 

以上，本節では限定性が無限定な領域へ開いていくことへの対策として4つの方法を挙げ

たが，そのどれもが内在的な不安定性をもっていることが示されたのである． 

本章では，経験的な記述を始めるに際して，職業介護者と患者という対に注目し，そこ

で当事者主権的な発想がなお生き続けている側面と，それを越えでるような側面がそれぞ

れあることをみた．そのなかで，一次的かつ固定的に患者がもっているニーズは当事者主

権的な発想によっても十分掬い取ることはできるが，より複雑で高度なニーズは関係性の

なかに生起しており，お互いのやりとりのなかでそれが満たされていく必要があることが

わかった．さらに，そうした実践を可能とするような職業介護者の限定性は，対比的に描

くなら身体的な支援を重視するものと社会的な支援を重視するものがあることを踏まえた

上で，後者のような限定性を志向する場合，職業介護者は困難を経験しうることを述べた．

そうした困難はいくつかの方策によって対応されるけれども，その手立ては完璧なもので
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はないために，一度潜在した困難がふたたび浮上することも十分に考えられる．以上が，

本章を閉じるにあたっての到達点である． 

さて，本章では職業介護者の限定性について論じてきたけれども，それは患者とのやり

とりにおいてのものであった．職業介護者は同じ患者を介護するほかの職業介護者や，独

居でない患者の場合には家族介護者ともやりとりをおこなう．それが職業介護者の限定性

にどのように影響するのかをも考えなければ，これを描ききったとはいえないだろう．よ

って，次章では介護者間の相互行為に注目することとなる． 

 
［註］ 

 
 1) 各家庭ごとに求められる介護技術のこのような個別性については，職業介護者にとっ

ての負担になるものであるとして，これを否定的に捉える見方もある．こうした個別
性の原因は病院から在宅への移行期における病院側の指導であるとしたうえで，それ
を是正することを求めるものとして，安城（2012）． 

 2) パルスオキシメーターは，指先に装着する洗濯バサミのような器具．血中酸素飽和度
は，動脈血中のヘモグロビンが酸素をどの程度もっているかを示した値で，指先で測
る場合，普通は97％前後であるとされる．健常者が一時的に呼吸を止めても，指先の
血中酸素飽和度を95%まで下げることはなかなかできない． 

 3) たとえば，介護福祉士資格取得のための試験科目には，コミュニケーション技術に関
する問題があるものの，手話や点字といった方法があることや，そうした技術が求め
られる障害者の性質などについての知識が伝達されているにすぎない． 

 4) ただし，このように主体的に考える職業介護者が全員ではないことは留保しておかな
くてはならない．今回の調査の中では，多くの職業介護者は事業所に言われた家に行
って言われた通りのことをしているだけで，制度を熟知していないという話も聞かれ
た（フィールドノーツ 2012/08/05）．本項の記述に登場するような，制度とその教化
に対して自身の考え方をもつ職業介護者がどの程度一般的な存在であるのかをここで
断定することはできない． 

 5) ここで，注意しておくことがある．介護保険ほかの制度を踏まえた上でおこなわれる，
以下おこなわれるような限定化についての対比，すなわちここで見たような身体的支
援の重視による職務範囲の縮減をともなった限定化と，社会的支援の重視による職務
範囲を拡散させうる限定化という二項対立を，当事者主権−脱当事者主権の二項対立に
重ねて考えてはならないということである．たしかに，一方は限定性を縮小させ，も
う一方は拡大させるという点で，このふたつの二項対立は見た目の類似性をもってい
る．しかし，本項で鈴木さんと遠藤さんに代表される対比は，どちらも当事者主権を
越えたところにあるものである．両者とも，患者との関係性の中で自身がすべきこと
を規定し，患者とともにニーズを形成しているのだ． 

 6) ただし，身体的な介護が無限性をもちえないわけではない．たとえば鈴木さんは，あ
る患者からとても細かい要望を受けた経験を次のように話す． 
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     すっごい細かい人がいた，一度ちょっと携わったことがあったの．すんごい細
かい人がいて．なんかこう枕が，水枕なんだけど，その水枕でいつもそのなんか
もうミリ単位で右とか左とか上とか〔動かすように要求される〕．そう〔いう経
験が〕あって，ほんとに落ち着く場所なんだと思うんだけど．動かしてないのに
動かしたふりしたらこれでいいって言われた（インタビュー 2012/09/11）． 

   ここでいう無限性と，遠藤さんが志向するような社会的支援の無限性は峻別しなく

てはならない．身体的な支援における無限性は，この例で言えば枕の位置調節という

限られた内容の支援について，その質を無限に高めようとするために出現するもので

ある．対して，社会的な支援における無限性は，範囲を無限に広げようとするために

出現するものである．健常者が日常の中でなしうる行為の可能性を，患者がおこなお

うとする際に介護者が直面するのは後者である． 

 7) もちろん，本項で挙げたような本人の主体的な解釈のみが，制度的な拘束に対する職
業介護者の限定化を規定しているわけではない．管理職として他の職業介護者に指示
を出していた遠藤さんの例からもわかるように，たとえば事業所の方針が職業介護者
の限定性に大きく影響する．鈴木さんは，「事業所自体がそういうふうになんでもあ
りってとこもあるし」（インタビュー 2012/09/11）と話す．加藤一樹さんの事業所が
まさにその例として挙げられるだろう．加藤さんは，患者でありながら介護事業所を
経営し，自分で自分の介護者を派遣している．そして，事業所の方針として，制度的
な拘束を気にしないようにしているという．加藤さんの介護にあたる工藤さんも，制
度を知悉しつつ，しかしこれを気にせずに介護にあたっている（インタビュー 
2012/07/25）． 

 8) たとえば，現状では脳波をもちいた意志伝達装置の開発が進められているほか，生体
電位信号（神経を通る微弱な電気信号）をもちいたロボットスーツの開発などもおこ
なわれており，半年以上スイッチを使えなかった患者の意志伝達装置利用が復活した
という事例もある．これらの技術は，従来TLSとされていた人の意志疎通や活動を復活
させる可能性を秘めている． 

 9) 遠藤さんの場合，こうした葛藤は限定性のアドホックな構成ともいうべき状態に帰着
する． 

     なんかあんまりこう頭で考えないように，もうその時の気持ちで受け止めるよ
うに，できないときはできないって言えばいいしっていう風な．結局そのなにか
こう基準を作っちゃったりとか，なにかこう，ってすると，踏み込めなくなっち
ゃったりとか，逆にそうしなくて気持ちで受け止めて踏み込んでった時にたくさ
ん学べたことがあったっていうところからも，なんていうか（インタビュー 
2012/09/12）． 

   こうした自身の限定性についてのある種の思考停止は，限定性をめぐる葛藤の不安
定性を一時的に無化させるだろう．しかし，現場での実践のたびにその困難を招来さ
せるという意味において，本質的な不安定性を解消するものではないのかもしれない．
限定性の拡散と収縮をめぐる葛藤の昇華という問題は，さらなる調査と分析を必要と
する論点である． 
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 10) 厳格派構築主義の立場からすれば，言説ないしレトリックに対して現実という位相を
滑りこませることは不適切であるということになろう．一方で，井口（2007）が見た
ように，主観的には介護を負担だと思わないということは特段珍しいことではない．
実際にあると思えてしまう負担と，本人の主観的現実のあいだをどう結ぶべきかにつ
いては，ここで詳細な議論はできないけれども，さらなる検討を要するトピックであ
る．自身は大変なことをしているわけではないという意識を高度に内面化することが，
結果として介護者の消耗を招きうるという点に鑑みると，感情労働についての諸研究
を参照することが有用であると思われる． 
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第5章 職業介護者の限定性（2）――ほかの介護者との関係性 
 
患者との関係性において掘り起こせるニーズがどのようなものであるのかは，職業介護

者の限定性のあり方が影響している．たとえば，前章ではパソコンソフトの扱いに関する
阿部さんと遠藤さんのやりとりを見たが，遠藤さんがパソコンの扱いを自身の職務と考え
ていなかったら，あのような会話はでてこなかったであろう．よって，患者との直接の交
渉によるものでなくても，職業介護者の限定性に影響するものがあるのならば，それにつ
いても検討を加えなくてはならない． 
そこで登場するのが，職業介護者同士のやりとりや，職業介護者と家族介護者とのやり

とりである．職業介護者は，ほかの介護者との相互行為を通じても，限定性を構成してい
るのだ．本章では，まず職業介護者同士のやりとりを通じ，その限定性が標準化されてい
く様を見る（第1節）．その上で，なぜそのような標準化がなされなくてはならないのか，
また，そうした標準化に付随して起こる事態とはどのようなものかを示す（第2節）．次に，
職業介護者の限定性が標準化されないようなあり方の事例を見る（第3節）．さらに，職業
介護者の限定性を構成するにあたっての，家族介護者の影響を記述する（第4節）．前章と
本章の記述をもって，職業介護者の限定性のあり方についての，本研究の範囲での考察と
する1)． 
 
1 標準化されていく限定性 

 
本節では，職業介護者の限定性が，その在宅介護のケースごとに標準化されていく様子

をみよう．まず挙げられるのは，ある患者のもとへ先に参入した介護者からの指導ないし
教育である．とくに，介護自体の経験が浅い介護者が参入する場合には，この要素が重要
となるだろう．たとえば加藤さんの自宅には，痰の吸引や経管栄養の注入を練習するため
の器具が置いてある．使い古した気管カニューレや胃瘻カテーテルをペットボトルに装着
したもので，工藤さんの手作りだという．この器具を用いて，経験の浅い介護者は練習す
るのだ．痰の吸引など以外にも，車椅子の動かし方や更衣介助，排泄介助の仕方について，
さまざまなことが伝達される．筆者が加藤さんの介護にごく部分的にではあるが携わった
際にも，工藤さんほかの職業介護者からの指導が適宜おこなわれていた．また，いわゆる
見稽古のように，直接に指導というかたちをとらなくても，先輩たる介護者がやっている
ことを見ることによって学ぶことは多い．こうした指導は身体的な支援のみにとどまらず，
意志伝達装置の操作の仕方や，透明文字盤の使い方などにも同様のことが言える． 
先に参入した職業介護者の指導が必要なのは，なにも駆け出しの職業介護者だけではな

い．熟練した職業介護者であっても，そうした情報伝達が必要な場合がある．なぜなら，
ALSの在宅介護は個別性がきわめて強いので，介護の資格を取得するまでに得た知識などが
簡単に活かせるということはないからだ．たとえば阿部歩さんを介護する上田さんは次の
ように言う． 

 
ベーシックな，普通の一般的ななんていうか，ここはこうするとか，こうするってい

うのは，〔資格をとる過程で〕試験がある．まぁそれは一般的な技術として．ただこう
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いわゆる体の，お体の動かし方でも，ALSの方は全然違うので．その方その方で全く違う
ので，それはそこ〔当該の患者の介護〕に入ってから（インタビュー 2012/06/05）． 
 
個別性への対応は，一からの学び直しとなる．同じく阿部さんを介護する遠藤さんは，

新しく別の患者のもとへ行ったときのことについて，次のように話してくれた． 
 
このあいだ久しぶりに初心者になって．さっそくいっぱいミスってて，もう逃げ出し

たくなるくらい（インタビュー 2012/09/12）． 
 
遠藤さんは介護歴10年ほどの経験をもち，阿部さんの妻である阿部伊織さんからはその

経験と能力を高く評価されている介護者である．それでも，新しい患者のもとでは初心者
に戻らざるをえないのだ．よって，患者ごとの個別性に合わせる努力がそのたびごとに必
要となるが，その際には先に参入した職業介護者からのアドバイスが有効に働く場合があ
ると考えられるのである． 
もちろん，患者からの要望が，職業介護者が限定性を構成するにあたっての重要な要素

であることは前章で見たとおりではある．上田さんも次のように語る． 
 
仕事しながら，とにかくあの，阿部様はいっぱい情報をくれる方だったので．（中略）

そういう〔痰の吸引のやり方などについての〕情報もとってもあったんですけど，まぁ
それは他の患者さんよりも圧倒的に多いと思います（インタビュー 2012/06/05）． 
 
しかし，ここで注意すべきは，阿部さんが情報を圧倒的に伝えてくれる患者であるとい

うことである．必ずしもそういう患者ばかりではないことはこの語りからも示唆されてい
るし，そもそもMCSやTLSといった状態の患者の場合，伝えたくても情報が伝えられない場
合がある．そういったときには，やはり職業介護者間での伝達が重要となるであろう． 
新しい職業介護者が参入した場面以外にも，こうした介護技術の伝達は，逐次おこなわ

れるものである．ひとつには，患者や家族介護者立ち会いのもと，職業介護者を集めての
定期的なカンファレンスや勉強会が開かれることがある．上田さんは，阿部さん宅で開か
れる勉強会の様子を次のように語る． 

 
あの，勉強会で「◯◯の会」っていう〔会を〕介護者向けに開いてくださるんですね．

そういうときにご本人様から私達にメッセージをくれる．「こういうふうに吸引される
のは苦しい」とか「吸入はこうして欲しい」とか，なんか「痰を引くのに夢中になって
もたまに顔見てね」ってすごくあのねユーモアたっぷりのね，「ヘルパーひとりひとり
の吸引するときの顔見るのは自分の特権ですが」ってほんと名文で書いて下さって（イ
ンタビュー 2012/06/05）． 
 
鈴木さんによれば，こうした集まりにおいて，介護のことですべきことであるというコ

ンセンサスが変容していくこともあるという． 
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あとカンファレンスとか．ケアマネ〔ケアマネージャー〕さんがいたら，あと入って
らっしゃる看護師さんとかで集まって，状態がちょっと変化した時にこういう介護，介
助をしたほうがいいんじゃないかとかいう話し合いとかもあったりとか（インタビュー 
2012/09/11）． 
 
注目すべきは，これらの教育や指導，勉強会での伝達が，技術などと同時に限定性をも

伝達しているということである．ある職業介護者の仕事の様子は，その介護者の限定性に
基づくものであるのだから，それを見て倣い学ぶことは，限定性を引き写すことでもある．
勉強会において，他の介護者のやり方を見ることにも同じことが言えよう．その意味にお
いて，介護技術についての教育や勉強会での伝達は，限定性を画一化・標準化させる方向
に力を加える要素である．介護経験が浅く，自身の限定性のあり方が明確でないような介
護者の場合には，その影響はとくに強くなるだろう． 
しかし，ここで見たような介護の標準化とは，どちらかといえば介護における技術や手

技の標準化という側面が強いことも一方では事実であって，役割ないし職務の範囲たる限
定性の標準化とは少しずれる．また，勉強会の類はそれほど頻繁におこなわれるものでも
ない．ある患者の介護者が一堂に会することはむしろ稀であろう．こうした方法ではなく，
日常における職業介護者同士の伝達において大きな比重を占め，また限定性のあり方によ
り大きな影響を及ぼすことになるのは，種々の間接的な情報共有である． 
なぜ情報共有が間接的なものとなるのか．それは，ビギナーであるような介護者が研修

として先輩の介護者とともに介護に参加する場合や，外出支援をする場合を除いて，複数
名の職業介護者がある患者に対して同時に介護業務に従事することが少ないからである．
介護保険や重度訪問介護のもと，時間で区切られた仕事をする職業介護者にとって，介護
者同士が接触する交代の時間は仕事の最初と最後にあるわずかな部分にすぎない．また，
家族のみで介護する時間が挟まる場合には，そもそも職業介護者同士が同じ場に居合わせ
ないということもある．もちろん，バトンタッチが瞬間的であるわけではないにしても，
交代時の数分の重なりは，必要なだけの引き継ぎに費やされるのみである．よって，限定
性の標準化という観点から重要なのは，むしろ職業介護者が仕事自体はひとりでおこなっ
ていながら，しかし様々な媒体を通じてそのほかの介護者の仕事を知るという場面にある．
事業所が別の職業介護者同士の場合には，オフィスで直接話し合いをすることができない
という意味において，この点はより強調すべきであろう．前田（2009: 303-9）は，ほかの介
護者の仕事ぶりが，現場に残る痕跡からわかると指摘しているが，ここでみるALS在宅介護
の場合には，より明示的な伝達がおこなわれている． 
ひとつには，患者が職業介護者に向かって，ほかの職業介護者の様子を直接言うという

ことがある．もちろん，職業介護者全員に向けて，こういうことをやってほしいという要
望を患者が言うことはあろう．しかし，次の鈴木さんの語りに示されるように，介護者の
側の限定性にあるばらつきを，患者が指摘するということもあるようだ． 

 
利用者さんが言います．あの子はやるのにどうしてあなたはやらないのとか．みんな

やってるのにどうしてあの子はやらないのとか（インタビュー 2012/09/11）． 
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限定性は画一的に教化されるものでなく，職業介護者の主体的な取り組みによって構成
される側面をもつものであるから，当然ばらつきが生じる．くわえて，繰り返しになるが，
在宅介護のあり方には個別性が強いため，それぞれの経験をもとに職業介護者が参入して
くることもばらつきを助長する一因となっていると考えてよいだろう． 
患者から言われるという意味では，これは患者と職業介護者の間の出来事とも捉えるこ

とができる．しかし，その背景には，限定性にばらつきのある職業介護者がいるのであり，
そのことを患者を媒介して知るという意味において，これは職業介護者同士の限定性にま
つわる事象であると考えることができる． 
患者からこのように言われて，自身がやっていないことをほかの介護者がやっているこ

とを知ったとしよう．それを自身もやるべきだと考えれば，そこで限定化が再度おこなわ
れ，限定性は再構築されるだろう．逆に，ほかの介護者がやっていないことを自分がやっ
ていたと知ったときには，それならば自分もやらなくていいと考える介護者も可能性とし
てはいるかもしれない．あるいは，ほかの介護者の限定性は他人のこととして，自らの限
定性を問いなおすには至らない介護者もいるかもしれない．なんにせよ，患者を媒介する
ことによって，ある職業介護者の限定性が別の職業介護者に間接的に伝えられる．そこに
限定性を問い直す契機が生まれるのだ．場合によっては，家族が媒介の役割を果たすとい
うこともあろう2)． 
第二は，患者や家族ではなく，引き継ぎのノートや張り紙による伝達である．引き継ぎ

ノートには，患者の身体的な様子や，患者からの要望のほか，各介護者が気づいた点など
が記され，のちに入る介護者はこれを情報源とする．場合によっては，介護保険などの請
求をおこなうための記録を，そこでおこなうということもある．また，ALS患者の自宅を尋
ねると，介護についての注意点や直近のスケジュールなどが壁にところ狭しと貼られてい
る様子を見ることがある． 
引き継ぎノートや張り紙の運用は，とくに独居の患者の場合に顕著だ．たとえば，ひと

りで暮らす加藤さんの場合，ベッドのまわりやクローゼットには，介護の手技についての
注意点のほか，各種領収書や参加するイベントのフライヤーが貼られている．加藤さんは
自身が経営するものも含めてふたつの事業所から介護者を迎えているが，引き継ぎノート
は事業所の別を問わずに職業介護者が全員書き込みをおこなっている．これに対し，夫の
真也さんと暮らす佐藤紗江さんの場合，ベッドサイドには，「どうしても伝えたいってこ
と」を書くという小ぶりなホワイトボードがあるのみで，張り紙のたぐいは見当たらない．
引き継ぎ用のノートはあるものの，これも十分に活用されているわけではないようだ．真
也さんは以下のように言う． 

 
一応ノートを作ったり，往診の先生がノートを作ったりして，全員が見るようになん

て作ったりしたんですけど，なかなかわざわざノートを見たりしないみたいで（インタ
ビュー 2012/08/17）． 
 
くわえて，請求用のノートはあるものの，事業所別になっている（佐藤さんもふたつの

事業所から介護者を迎えている）ため，もし片方で介護業務上の伝達がなされていたとし
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ても，もう一方には伝わらないということがありうると真也さんは言う．家族が常にそば
にいるならば，ノートや張り紙が果たす役割を家族が担うことができるためであろう3)． 
ともあれ，張り紙に書いてあることは職業介護者がその限定性に含みこむものとして理

解されるものであるし，引き継ぎノートからはほかの職業介護者の仕事ぶりが伝わってく
る．たしかに，もし職業介護者がそうした媒体に患者や家族から言われたことのみを書い
ているのであれば，これを職業介護者同士の情報伝達とみなすのは誤りであろう．しかし，
たとえばノートに書かれるのはそうしたものばかりではない．鈴木さんによれば，自身が
介護の中で気づいたことを，患者からの要望という体で伝えることがあるという．それは
とくに，自分とは違う事業所の職業介護者に伝えたいことがある場合だ． 

 
申し送りノートがあれば，ちょっと気づいたことがありますとか，あと，ご本人から

の希望，希望っていうか伝えたいことですみたいに書いて，たとえばあの掃除ちょっと
隅までやってくださいっておっしゃてます，とか．そういうふうに（インタビュー 
2012/09/11）． 

 
ご本人のせいにしちゃって，せいにするわけじゃないけど，ちょっとこういうところ

気をつけてくださいってお願いにすれば．誰かひとり個人を責めるのはいけないんじゃ
ないかと思う（インタビュー 2012/09/11）． 
 
自身とは異なる事業所の職業介護者に注意をしたいが，直接に指摘をしてはならないと

いう規範がある場合，患者を経由するというかたちでこの規範への抵触が回避されるので
ある．こうした事例を踏まえると，引継ぎのノートに書かれることを通じて職業介護者同
士の限定性が伝達され，これが標準化される可能性が開かれるということは言えるだろう． 
また，そもそも，本研究の視座からすれば，ニーズとは患者と周囲との関係性において

生起するものなのであった．よって，介護の中での出来事をただノートなどに記している
ように思えるときでも，そこには，その出来事に至るまでの患者と介護者の関係性が暗示
されていると考えることもできる． 
以上，本節では，当該患者のもとへ参入した時期における教育や指導，その後の引継ぎ

や情報共有において，直接間接に職業介護者から職業介護者へ，互いの限定性が伝達され
る様子を見た．こうした互いの限定性の伝達は，その患者のもとでの職業介護者の限定性
を標準化する方向へ水路付けるだろう． 
しかし，ここでひとつの疑問が生じる．現実として，このように職業介護者の限定性が

標準化されうるとして，では職業介護者の限定性とは画一的に共有されなくてはならない
ものなのだろうか．前章では，社会的な支援に自身の限定性を広げていく場合に職業介護
者が直面する困難を指摘したけれども，各自がそれぞれ自身の得意な範囲において限定性
をもてば，結果として対処できる領域の論理和は大きくなっていくはずだ．それはすなわ
ち，患者が介護者との関係のなかで立ち上がらせうるニーズの幅を広げるものであるはず
だし，自身が広げ切れない限定性をほかの職業介護者に任せられるという意味では，職業
介護者の負担を減らしうるものであるようにも思える．にもかかわらず，当為として職業
介護者の限定性が標準化されなければならないのであるとすれば，そこにはどのような理
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由があるのだろうか．また，職業介護者の限定性を標準化してしまうことによって，どの
ような事態が起きるのだろうか．あるいは逆に，実際に職業介護者の限定性が画一的に共
有されていない場面というのはあるのだろうか．続く第2節と第3節ではこれらの疑問を羅
針盤として，職業介護者の限定性を標準化することについてのさらなる検討をおこなう． 
 
2 なぜ限定性の標準化がおこるのか 

 

現に職業介護者の限定性が標準化されているとして，そうであらねばならない理由とは

なんだろうか．鈴木さんの語りからそのことを探っていこう． 

 

たとえばもうひとり入っているとして，私はやっちゃうけど，この子はやらないって
なっちゃうと，そこでなんでやらないのってなるのが困るので，なるべくなんていうの
かな，そういうふうにならないように．やらなくていいことじゃないけど，やっちゃい
けないことはやらないように． 
――変な差ができないように． 
そうですね（インタビュー 2012/09/11）． 

 

この語りは，介護保険利用時の介護者の業務についてのものだ．繰り返せば，介護保険

を利用する際には，介護者が仕事をおこなうにあたって様々な制約がある．庭の草むしり

や来客の応対などは，それが本人の希望であっても，やってはならない．洗濯も介護保険

を利用する本人のものしかできず，手間自体が対して変わらなくとも，同居する家族の洗

濯物を一緒に洗ってはならない．食事の時には利用者の飲酒を助けてはならない．そうい

った介護保険による規制をどのように捉え，自身の限定性を構成していくのかについては

前章第3節で触れたが，その背景には，こうした職業介護者同士の配慮もあることがこの語

りからわかる．家族介護において，他者，とくに専門職からの評価が，介護のあり方に影

響することは第2章第4節で指摘されていたが，職業介護者同士においても他者との関わり

が限定性に影響することがここに確認されたのである． 

もちろん，こうした介護保険による規制を職業介護者は自身で捉え直し，現場での業務

にあたっている．たとえば上の語りでも，鈴木さんは「やっちゃってもいいんですけど」

と前置きしてから話していた．同じように，遠藤さんは「まぁぶっちゃけやりましたけど

ね」（インタビュー 2012/09/12）と語る． 

とはいえ，ここで重要なのは，自身がそのように制度の枠を無視して介護にあたる，あ

るいは制度に明文化されていないことまでをも含めて介護をする，そういう限定化をおこ

なうときに，同じような限定化がほかの介護者にも求められるのではないかと職業介護者

は考えるということである．そして，ある仕事について，やる人とやらない人がいるとい
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うようなかたちで職業介護者の限定性がずれていくことが「困る」と職業介護者は考える

のである． 

前節では，お互いの限定性がずれることによってその論理和が大きくなれば，患者と一

緒に形成していくニーズの幅が広がるのではないかと述べた．それは規範的にもよいこと

のように思える．しかし，この語りから，そのように拡大化した論理和が，今度は職業介

護者ひとりひとりに跳ね返ってくることがわかる． 

単純化して考えると以下のようになる．仮に，ある患者の介護のなかでおこなわれるこ

とに番号を振ることを考えよう．このとき，どの番号に対応する役割を担っているのかが

職業介護者の限定性ということになる．たとえば，3人の職業介護者がそれぞれ以下のよう

な限定性をもっているとしよう． 

 

A {a|a=2n} = {2, 4, 6, 8…} 

B {b|b=3n} = {3, 6, 9, 12…} 

C {c|c=5n} = {5, 10, 15, 20…} 

（ただし，nは正の自然数） 

 

このとき，これらの職業介護者全員で担える役割の範囲は，次のようになる． 

 

A∨B∨C {2, 3, 4, 5, 6, 8…} 

 

しかし，これはあくまで全員で担える範囲を示したものに過ぎず，たとえば職業介護者A

は，3や5に対応する役割を自らの限定性に含みこんではいない．実際には職業介護者の人

数はこれよりももっと多いので，このように職業介護者Aが対応できない範囲の役割はより

広がる可能性がある．また，職業介護者が同時に複数名介護に入ることは比較的少ないの

で，自身ができないことをほかの職業介護者に任せるということもできない．その状況で

自身の限定性に含まれない役割まで期待されることはすなわち，前章で見たような無限定

な領域へ限定性が開かれていくことの困難の出現を意味する．ひとりひとりが比較優位と

思えることをやってしまえば，ひるがえって，全員の長所をもちあわせることが全員に課

せられてしまう．その長所が特殊技能であればあるほど，その困難は増大する．たとえば，

パソコンの扱いなどはそうしたもののひとつだ．鈴木さんも「私たちみたいなヘルパーが，

あの，そのまったくわからないパソコンをこれから勉強するっていうのは大変難しいこと

で」と言う（インタビュー 2012/09/11）．パソコンに限らず，日常の介護をつつがなくお

こないながら，新たな技能を身に着けていくのは困難なのだ．パーソンズが限定性につい
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て述べた時，それは自身の職務への集中を意味する一方で，それ以外については熟練が期

待されないということも含意されていたことを思い出そう（Persons 1951＝1974: 430）．そ

して，前章での議論によれば，かりにそのように過剰に広範な限定性が職業介護者に課さ

れたならば，その困難は様々な手段によって緩和されることがあるとしても，しかしこれ

を根本的に解消させる手段は見当たらないのであった．それゆえに，ここでは介護者に広

範な限定性を担わせないということが目標となり，そのための手段として，お互いの限定

性がずれることを防ぐ，すなわち職業介護者の限定性を標準化するということが意識的に

おこなわれているのだ．これが当為として限定性を標準化すべきである理由である4)5)． 

職業介護者同士がお互いの仕事がうまくいくように配慮しているという点については，

鈴木さんの以下の語りが傍証となろう． 

 

そういうの〔物品のしまい方が乱雑な職業介護者〕もいるけど，私は次の人が開けた
時に気持ちよくお仕事ができるように ，できるだけできるように．やっぱ自分も嫌じゃ
ない，入った時にぐちゃぐちゃだと．あーぐちゃぐちゃだって． 
――そういうところに気を回すところまでが自分の仕事だと． 
私はね．次の人が使いやすい，備品とかも，次の人が使いやすいようにちゃんと綺麗

にしといてあげるとか（インタビュー 2012/09/11）． 

 

これはあくまで「気持ちよく」仕事ができるようにするための実践ではあるけれども，

この考え方の背景にある，自身のことだけでなくほかの職業介護者のことも気遣って職務

を遂行するという心性は，ほかの介護者に自分の限定性（の中の別の介護者の限定性に含

まれない部分）を押し付けてはならないという規範の淵源にもなっていると思われる． 

さて，このように職業介護者の限定性を標準化すれば，その必然的帰結として，職業介

護者らの限定性の外側にある領域は大きくなる．では，そうした領域において形成される

はずであったニーズは，どのように汲み取られるのであろうか．解決策は簡単なことで，

職業介護者以外がそうした領域を補うということがある．代表的な例としては家族介護者

によるものが挙げられるが，そのように職業介護者の限定性を補完するような家族介護者

の限定性については第6章および第7章で見ることとして，ここではボランティアをもちい

てそうした領域をカバーする取り組みを見よう． 

鈴木さんが介護する佐藤紗江さんは，ブログを更新したりメールを送ったりしたいと思

っていたが，症状の進行にともなって意志伝達装置が使いづらくなってしまったために，

それも難しくなってしまったという．そこで，透明文字盤を使って意志を読み取った上で，

ブログやメールを代筆するという支援を望むようになった．しかし，そもそもこれらの支

援は介護保険法などの制度化では支援の内容として明文化されていないグレーゾーンのも
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のである上，鈴木さんたち職業介護者は限定性の標準化を志向しているため，こうした支

援に積極的に踏み出すことができない．とくに介護保険法のもとで介護に入る際には，ケ

アプランの中に定められた身体的な支援だけで時間を使い果たしてしまい，やらなくても

さしあたり命にかかわるわけではないようなこうした支援まで手を広げることは難しくな

る．そこで，筆者が調査協力を仰いだNPO団体を通じ，ボランティアの募集を打診したの

である．ボランティアがどのような役割を担っているとしても，それがひるがえって職業

介護者の限定性に要請されることはないために，ボランティアは限定性が標準化されるべ

き対象から外れる．やってほしいことがあるからやってくれる人を集めているのだと単純

化して考えてしまえばそれまでだが，限定性を核とする分析の視座をもつことにより，こ

のボランティア募集の背景には，職業介護者が各自で構成する限定性，そのずれを標準化

させるメカニズム，それゆえに職業介護者が自身の限定性からパージした領域の外部負担

という一連の仕組みがあることがわかるのである． 

もちろん，こうした支援が必ずボランティアなどの職業介護者以外によってなされるわ

けではない．対比的な事例として，高橋さんを挙げよう．高橋珠緒さんは，Facebookなどの

ソーシャル・ネットワーキング・サービスで盛んに発信をおこなっている．介護者が口文

字を読み取り，代筆により投稿しているのだ．しかし，この介護者は家族でもなければボ

ランティアでもない．そもそも高橋さんは同居する家族のいない独居患者だし，いままで

にボランティアを利用していた時期もないという（フィールドノーツ 2012/08/05）．にも

かかわらずそうした支援がなされうるのは，それをも含みこんだかたちで職業介護者の限

定性が標準化されているからだ．その背景には，こうした支援が必要とされる状況と，そ

の際に周囲にいる介護者の限定性の合致がある．というのも，高橋さんがFacebookに投稿す

るのは夜間や外出時が多いが，そのときに高橋さんの側にいるのは，重度訪問介護従業者

の資格をもつ大学生なのである．鈴木さんの話では，パソコンを用いた支援を職業介護者

がこなす上での問題として，職業介護者が新たにパソコンの扱いを覚えることの困難が挙

げられていた．しかし，最近の大学生であれば，日常生活の中で必須かつ高度でない技能

として，パソコンを扱っていることも多い．それゆえに，こうした支援が職業介護者によ

って可能となるのである．そして，このような支援をも含みこんだかたちで職業介護者の

限定性が構成・標準化されることで，そのような支援を苦手とするような職業介護者にも

その限定性が適用されたとしても，パソコンが苦手な介護者がいるときにはパソコンをも

ちいた支援の必要性が薄く，パソコンをもちいた支援が必要なときにはそれが得意な介護

者がいるという構造ができあがっているために問題が顕在化しにくい．このように，支援

が必要になる／ならない状況とそこにいる介護者の性質がうまく噛み合っていれば，先に
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触れたような職業介護者の限定性が標準化されることによって起こる問題も表面化しない

のである． 

 

3 限定性が標準化されない場合 

 

前節までで見たように，ある患者に対して介護をおこなう職業介護者には，その限定性

を標準化させるような力学が働いていることがあるといえる．一方で，その標準化は制度

的に決められている機構ではなく，あくまで職業介護者の心性としてゆるやかに作動して

いるものだ．よって，そうではないような場面を見つけることも同時にたやすい．まずは，

そのように限定性が標準化されない場面を見てみよう．その上で，限定性がずれているこ

とによって起こるとされていた問題がそこで巧妙に回避されているのであれば，それはど

のような方法によるものなのかも考えてみよう． 

職業介護者の限定性が標準化されていない場面としてどのようなものが挙げられるだろ

うか．たとえば，中村さんを介護する沼田さんは，文字盤を使った中村さんとの会話は苦

手で，そうした会話はアルバイトの学生に任せ，自身は身体介護に注力するのだという． 

 

僕がそこが一番苦手なところなので，会話はあんまり．会話はあんまりしてないです
ね． 
――自分は身体的なほうをきっちりやる方が優先ですか？ 
そうですね．学生さんとかだと〔会話をする〕． 
――ああなるほど，そこが分担みたいな感じになっている（インタビュー 2012/09/20）． 

 

沼田さんは訪問介護員の資格をもつ職業介護者である．一方で，中村さんのもとには，

重度訪問介護従業者の資格のもと，アルバイトとして参入している学生もきている．上の

語りからわかるように，中村さんの介護においては，職業介護者の限定性が完全に標準化

されているわけではなく，各職業介護者の属性や得意不得意に合わせて，受け持つ限定性

の比重が異なっているのである． 

別の患者の介護の場合にはどうだろうか．これまでも幾度か本研究に登場した遠藤さん

も，限定性を標準化させるべきであるという考え方が自身にあったことを語っている． 

 

あんまり突出しないみたいな．自分ができて他の人ができないって言うような内容の

ケアは極力しないようにみたいな（インタビュー 2012/09/12）． 
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しかし一方では，そうした考え方では介護が「発展しない」ということも述べている．

こうした意識は，第4章第2節で見たような介護保険の相対化という遠藤さんの限定化実践

につながっていくが，それは限定性の標準化をしないという態度の醸成にも影響しており，

実際にそうした場面を阿部さんの介護のなかで発見することができる． 

具体例を見よう．病院に検査入院した阿部さんを筆者がお見舞いに行った際，遠藤さん

と別の職業介護者が交代するタイミングに居合わせることがあった（フィールドノーツ 

2012/08/18）．病院に視線入力による意志伝達装置を持ち込んでいた阿部さんは，そのとき

「調整していってね」と（機械音声の読み上げで）言った．自宅のベッドとは異なる環境

であるために微調整が必要な意志伝達装置を調整してほしいという要望である．この際，

率先して動いたのはこれから介護に入る職業介護者ではなく，自身の勤務時間を終えよう

とする遠藤さんであった．注目すべきは，阿部さんは誰がこの仕事をすべきであるのかを

明示していないのにもかかわらず，遠藤さんはこれを自身の仕事だと思って動き，もうひ

とりの介護者は動かなかったということだ．もちろん，「調整していってね」という言い

方には言外に「（帰る前に）調整していってね」というニュアンスが含みこまれているこ

とは常識的にもわかるし，その意味では相手を指定しているとも言える．しかし，そうで

あっても，ここには意志伝達装置の調整は職業介護者のなかでもとくに遠藤さんの仕事で

ある＝限定性にばらつきがあるということがその場にいた患者と介護者のあいだで共有さ

れた前提になっているということは言えよう．職業介護者全員が同等の限定性をもってい

るのであれば，これから帰ろうとする遠藤さんをわざわざ呼び止める必要はないからだ． 

以上のような例以外にも，たとえば加藤さんの介護者には意志伝達用のパソコンソフト

を操作するためのスイッチの調整が非常に上手い人がいるという（フィールドノーツ 

2012/07/15）． 

このように，介護者もまた人である以上，そこにはそれぞれの個性があり，得手不得手

がある．このような介護者にある差は，介護者をあくまで手段として考え，これを扱おう

とするだけだった介助者手足論が見落としていたものとして指摘することができよう． 

では，なぜこのように限定性がずれたままで存続しうるのだろうか．前節では，限定性

が標準化されなければ，その集積の結果肥大化した限定性が職業介護者ひとりひとりに跳

ね返ってきてしまうという問題が起きることが指摘されたが，ここまで見た例ではそのよ

うな事態はどのように回避されているのだろうか． 

その疑問の答えは，ここまで見てきた事例のなかにすでに暗示されている．簡潔に言え

ば，以下の2通りの方法がありえる．すなわち，（1）ひとりひとりの限定性を足し合わせ

ることによって生まれる論理和を，職業介護者の側に押し返しても問題が起きないような
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状況をつくりだす．（2）拡大した限定性をそもそも職業介護者の側に押し返さない．この

ふたつである． 

（1）の例は，前節でみた高橋さんの事例にあらわれている．仮に肥大化した限定性の総

和がすべての職業介護者に帰せられるとしても，そのことによって問題が起きるような場

面を避けられるように，自身が生活の中でおこなうことと，その際に自身のそばにいる介

護者を巧妙に配置するのである． 

（2）の例は，本節でみた沼田さんや遠藤さんの事例にあらわれている．職業介護者それ

ぞれがもっている限定性について，その総和を職業介護者全員が担えるということを前提

せずに，それぞれができることをするということが患者と介護者のあいだで諒解されてい

るのである．第4章第3節で引用した，「興味があってやる人にはどんどん，阿部さん自身

がアプローチしてくる」（インタビュー 2012/09/12）という遠藤さんの語りもこれを傍証

するものであろう．患者の側が，どの職業介護者がどのような役割を果たしうるかをモニ

タリングした上で，あるニーズはどの介護者との関係性において立ち上がらせていくのが

よいのかを考えているのである．第4章第1節では，患者は職業介護者の行為に受動的に身

を任せるのではなく，それが適切におこなわれているかをチェックしているということを

確認したが，それと同時に，おのおのの職業介護者がそれぞれどのような限定性をもって

いるのかをもチェックしているということができよう． 

とはいえ，これらの方策をとれば確実に問題が回避できるというわけでもない．高橋さ

んに代表される第一の方法でいえば，そうした状況が成立しているのは偶然の産物かもし

れないし，仮に意図的にやっていたのだとしても，特定の状況に特定の限定性をもった介

護者を配置させることが，介護者の供給の観点から難しいこともあるだろう．時には，普

段と異なったタイミングである特定の支援が必要になることもあるかもしれない． 

また，沼田さんや遠藤さんに代表されるような第二の方法にしても，患者側のモニタリ

ングが完全であるわけではない．たとえば，加藤さんがパソコンを買い換えた際，インタ

ーネットのサービスプロバイダとの契約書が必要になったことがあった．加藤さんに聞く

と，そうした契約書の類は工藤さんが管理しているので，彼女に聞けばわかるということ

だった．しかし，あとからやってきた工藤さんに聞いてみると知らないという．結局その

ときは，家の中を探して契約書がまとめられたファイルを見つけたのだった（フィールド

ノーツ 2012/08/07）． 

患者に職業介護者それぞれの限定性すべてを把握しろというのも酷な話だろう．それが

面倒になってしまえば，なぜあの人はやるのにあなたはやらないのか，と言ってしまいた

くなることもあるかもしれない．また，職業介護者間の分業を志向するあまり，患者が特

定の介護者が来るまで要望を我慢するということもあるかもしれない．それはすなわち，
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その要望を言うことによって職業介護者の限定性が問い直されたかもしれない契機が失わ

れてしまうことを意味する．この点は結章での提起において重要な点である． 

ここまで，職業介護者同士のやりとりに着目することで，限定性の標準化という論点に

ついて議論をしてきた．さて，本章冒頭では，患者との直接のやりとりでなくても職業介

護者の限定性は構成されること，それが患者に対する職業介護者の構えにも影響する以上，

それは見逃すべき論点ではないことを述べたが，そうであるならば，職業介護者と家族介

護者のあいだのやりとりにも注目してしかるべきであろう．家族介護者とのやりとりの中

で，職業介護者の限定性はどのように影響を受けるのであろうか．次節ではそのことをみ

よう． 

 
4 家族による職業介護者の限定性の変容 

 
本節では，家族介護者と職業介護者のやりとりが職業介護者の限定性にどのように影響

するのかを考えよう．そのなかでも，ここではおもにふたつの側面をみる．すなわち，家
族介護者の存在を念頭において職業介護者が限定化をおこなう場合と，家族介護者が陰に
陽に立ちまわることによって職業介護者の限定性を操作していく場合のふたつである． 

 
4.1 支援の対象としての家族介護者 
 
まず，職業介護者はその職務として，患者ばかりを対象としているわけではない．もち

ろん，身体的な介護であれば対象は患者になるけれども，それと同時に，自身の仕事が家
族介護者をも支援するものであるという意識が職業介護者にはある．遠藤さんの語りをみ
よう． 

 
まぁケアに関してはやっぱり任されてる部分じゃないですか．奥様を休ませて差し上

げたいって部分において，あのこの間は負傷したんでぜひ手伝ってもらったんですけど，
それ以外の時はやっぱりあの，手伝わせるっていうのは， お仕事としてちょっと違うか
なっていうのと（インタビュー 2012/09/12）． 

 
やっぱり我々が来たからにはよっぽどのことがない限り，やらせてくださいというか．

自分でやらないといけないのかなとは思ってたりするんですけどね（インタビュー 
2012/09/12）． 
 
こうした考えの背景には，家族介護者の負担に対する配慮がある．というのも，決めら

れた時間だけ，対価をもらって介護に参入し，それ以外の時間は介護とはさしあたりかか
わりなく過ごすことのできる職業介護者と異なり，家族介護者はまず介護から退出するこ
とが難しく，直接に介護をしていないときにも常に介護のことを考えながら生活しなくて
はならない．家族介護者である佐藤真也さんは次のように話す． 
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大変なことは大変なんですよ．身体を動かさなきゃいけないし，しょっちゅうきにし

てなきゃいけないし，次は経管だとか，次は何しなきゃいけないとか．洗濯なんかも全
部やってますから，いろんなことやらなきゃいけない．そういうスケジュールが頭の中
にあって，それを次々こなしてなきゃいけない．そういうのは大変なんですけど，まぁ
だから，大変だから，ヘルパーさんが来たときはヘルパーさんに任せちゃう（インタビ
ュー 2012/08/17）． 
 
遠藤さんも，家族介護者の阿部伊織さんから言われたことを以下のように語る． 
 
奥様がずっとおっしゃてらしたのが，やっぱりヘルパーさんが来たんだったら自分は

離れてお買い物に行くとかしたいし，そのために来て，ヘルパーは，って言うので（イ
ンタビュー 2012/09/12）． 
 
家族の介護負担を慮り，その一部分でも肩代わりをするべきであるという心性が職業介

護者にはあるのだ．これは自身が介護者という専門職であるという意識だといえよう6)． 
家族介護者が患者と同様に支援の対象の位置を占めることは，ひるがえって，家族介護

者が患者と同様に介護について要望を言う立場にあることを示す．以下は鈴木さんの語り
である． 

 
たとえばね，ご主人がALSの方だったりしたら，奥さんをないがしろにしてふたり〔患

者と自分〕でこうなんとか決めるってことは絶対しちゃいけないことだし．やっぱり奥
さんも〔含めて〕みんなでかんがえなきゃいけない．私と本人だけで，利用者さんだけ
で決めちゃいけないし，本人がいいよって言ったって．一番は奥さんじゃないですか（イ
ンタビュー 2012/09/11）． 
 
ここでは，家族，とくに配偶者が患者にいるのであれば，その意向もきちんと汲むこと

が意識されていることがわかる．鈴木さんが介護する佐藤紗江さんは真也さんがいるので，
「佐藤さんにしたらご主人が一番」となるのだ． 
このように，職業介護者から見れば，職業介護者と家族介護者はともに患者を介護する

者として等しく対置されるものではなく，患者と家族介護者がともに支援の対象として把
握されているのである．それゆえに，職業介護者の限定化実践は，患者のみならず，家族
介護者の負担軽減をも志向しておこなわれることになるのだ． 

 
4.2 マネジメントする家族介護者 
 
一方で，家族介護者が職業介護者の限定性を水路付けている場面もある．先の遠藤さん

の語りの中には，職業介護者に介護を任せることによって介護負担から一時的にでも解か
れたいという要望が家族から直接になされることが示されているが，それ以外にもいくつ
かの方法で，家族介護者は職業介護者の限定性に影響を与えている． 
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まず，介護，とくに身体的な支援に職業介護者が集中するように仕向けるということが
挙げられる．たとえば，来客の応対で出たゴミや使用済みの食器などを職業介護者が片付
けようとすると，阿部伊織さんは自分がやるからとその仕事を買って出ることがある（フ
ィールドノーツ 2012/10/11）．そうした仕事は自分でおこなうかわりに，「基本的にはい
らっしゃった方にお任せします」（インタビュー 2012/06/05）というように，患者である
歩さんの身体的な介護をこそ任せたいと思っているからだ．また，阿部伊織さんが，介護
保険などの制度的な拘束を熟知とはいかないまでも知っていることも，そうした考え方に
影響していると思われる．というのも，阿部歩さんのお母さんが要介護状態になった際に，
家族の洗濯物は介護保険の枠内では洗えないなどといった決まりを知らされていた経験が
あるからだ． 

 
あの阿部の母の時の話を聞いてるもんで，もうめんどくさいからできるだけ自分でそ

ういうことはやっちゃったほうがいい．ファジーなところはお願いしたくないっていう
ことはありますね（インタビュー 2012/07/12）． 
 
こうした阿部伊織さんの配慮は，職業介護者の限定性が拡散することを防ぐものとして

考えることができる．とくに，介護保険の枠内でできる／すべきことへ限定性を収束させ
ることが目指されているのだ． 
同様の機能をもった配慮として，佐藤真也さんによる職業介護者の采配が挙げられる．

佐藤さんは，介護者が同時に2人入ることがよいことであるのかについて疑問をもっており，
たとえば，訪問看護師が来ている時には，訪問看護師から頼まれたとしても，職業介護者
を入れないのだという．その理由は以下のように語られる． 

 
結局1人でやってくれる方がその時間帯は一生懸命やってくれるんです．〔2人で仕事

をさせると〕仕事量がそれだけあればいいんですけど，やっぱりちょっともてあましち
ゃう（インタビュー 2012/08/17）． 
 
訪看〔訪問看護師〕さんとヘルパーさんが一緒に入ると，訪看がヘルパーさんを使う

んです．結局，訪看さんの手伝いをすることになって本人の方のケアが〔疎かになって
しまう〕（インタビュー 2012/08/17）． 
 
こうした采配は，職業介護者が介護に集中するように仕向けるものである．ほかのこと

をやらせないというかたちで職業介護者の限定性を誘導しようとしていた阿部さんに対し，
ある仕事をやらせるように仕向けるという意味では真逆のようでありながら，しかし，職
業介護者の限定性がとるべき一定の領分を維持させる取り組みとしてこれらは併置される
ものだ． 
以上は家族介護者による，水面下ないし裏側での立ちまわりであるが，より明示的に，

職業介護者の限定性のあり方について，指示を出す家族もいる．あるとき中村さんの自宅
を訪ねると，中村仁奈さんが職業介護者に対して指示を出している場面を見ることがあっ
た． 
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見てちゃだめ，見てちゃ覚えないから，全部やりますと．〔そういうふうに〕言って

やったら覚えますよ．この介護だけはさ，やらなきゃ覚えないですよ（インタビュー 
2012/09/20）． 

 
今度やるときは，見ててください，って言うの．やらせてじゃなくて，見て，私全部

やるから見てて，だめなところ教えて，ってやったほうがいい（インタビュー 2012/09/20）． 
 
このような厳しいとも思えてしまう学生への指導の背景には，たとえ学生のアルバイト

であっても，契約関係にある仕事として職業介護者は介護に参入するべきであるという中
村さんの考えがある． 

 
やっぱり賃金をもらってるってこと〔意識〕はきちっともってもらってますね．学び

でもなく，ボランティアでもない．やっぱり働く場だってことは求めますね，時間に遅
れるなとか，やっぱり言葉はですますで通せとか（インタビュー 2012/09/20）． 
 
しばしば「全人的」という形容詞などをもって語られる介護の情緒的な側面を，中村さ

んはこのように相対化しているのだ7)．これはすなわち，職業介護者の限定性が無限定な領
域へと拡散することを防ぐものでもあろう．なぜなら，仕事と割り切らない情緒的な関係
を取り結べば，本来仕事として求められる以上のおこないが職業介護者には課されうるの
であって，中村仁奈さんはこれを未然に防いでいるからである． 
中村さんに福祉事業所での就業および経営の経験があることや，ここで指示を受けてい

る職業介護者が参入初期の看護学生であることが，こうした指示を出しやすくしていると
いう側面はあるかもしれないが，それにしても，このように職業介護者の限定性に，家族
介護者が影響を与える場合があるということがわかるだろう． 
第4章第1節では，患者が介護をマネジメントする役割を担うということを述べた．その

際，患者がこの役割を引き受けることができるのは，手段が確保されれば健常な随意的意
識を表明できるALSならではの性質に理由があることを指摘した．しかし，以上のような事
例を踏まえると，患者がマネジメント役割を担えるからといっても，家族もまたその役割
を果たしていることがわかる．患者と家族は，それぞれが職業介護者をマネジメントする
主体なのである． 
すると，患者・職業介護者・家族介護者という3つのアクターについて，奇しくも前項と

パラレルな構図が見えてくる．すなわち，家族介護者は，患者とともに職業介護者から支
援を受ける存在であり（前項），また患者とともに職業介護者に対してマネジメント役割
を振るう存在でもあるのだ（本項）．支援の客体として，かつマネジメントの主体として，
家族介護者は職業介護者の限定性に影響を与えているのである．家族介護者と患者の相同
性がここからうかがえる． 
本章では，介護者間のやりとりを通じた職業介護者の限定性の構成を考えるにあたり，

まず職業介護者同士のやりとりをめぐって，そこで限定性が標準化される様子と，その必
要性，逆に標準化がなされない場面とそれが可能になる要因についてみた．続いて，家族
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介護者とのやりとりを見る中で，家族介護者への配慮と，家族介護者からの配慮がそれぞ
れ職業介護者の限定性に影響を与えることを確認し，その点において，家族介護者と患者
の役割の近さが指摘できることを述べた． 
しかし，患者と家族介護者の役割の類似性が言えるからといって，患者と家族介護者が

一枚岩であると考えてしまうのは拙速であろう．そうではない，というところから当事者
主権は出発していたのであって，当事者主権を乗り越えんとする本研究がそこに回帰する
わけにはいかない．家族介護者は職業介護者からの支援を受けるとはいえ介護の主体であ
るし，自身が職業介護者に対してマネジメントをおこなうとはいえ患者からマネジメント
を受ける客体でもある．あたりまえなことには，家族介護者と患者はそれぞれ別の立場に
いる者たちなのだ．かといって，その揺り戻しとして，家族介護者と職業介護者を介護者
としてひとくくりにするわけにもいかない．本節で見たように，家族介護者は職業介護者
の限定性に影響を与える別個のアクターなのであって，家族という関係を軽視するのも誤
りだろう．このように，患者と職業介護者の双方のあわいで，どちらにも似つつどちらで
もないような存在としての家族介護者は，それではどのような限定性をもって介護に臨ん
でいるのだろうか．職業介護者の限定性を論じるにあたっては，前章と次章でそれぞれ患
者とのやりとり，ほかの介護者とのやりとりとして分けて論じることができたけれども，
以上で述べた性質をもった家族介護者の限定性について，同様の切り分け方をすることは
難しい．よって，家族介護者の限定性を論じるにあたっては，患者と職業介護者それぞれ
がないまぜになりながら家族介護者の限定性に影響を与える様子をみることになるだろう． 
 
［註］ 

 

 1) 前章と本章では，それぞれ患者と職業介護者間，職業介護者とほかの介護者間におけ

る現象を記述するけれども，これは時間的な順序を示すものではない．実際には，こ

れらは同時並行的に混ざり合いながら起こっているものである． 

 2) 患者の家族が職業介護者の限定性に影響を及ぼすという論点は，本章第4節を参照の

こと．ただし，そこで描かれるのは職業介護者の限定性についての情報を媒介する家

族ではなく，より主体的に自身の要望を伝えたり，その実現のために采配を振るった

りする家族である． 

 3) もちろん，家族にその役割が課されるべきであるか否かは別に論じる必要がある． 

 4) もちろんそうは言っても，他の職業介護者ができないために自身ができるはずのこと

を我慢するということが徹底されているわけではない．たとえば，鈴木さんは一方で

次のようにも話す． 

     私自身がそういう感じの〔パソコンでの支援を必要とする〕利用者さんのヘル

パーに入っているので〔パソコンの支援もおこなう〕っていうことなんだけど，

他の方はそうじゃないから． 
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     ――そうすると，今ご自身がパソコンについてなにかやられても，それは他の

ヘルパーさんもできるという前提にはしていない． 

     してないです． 

     ――自分ができるから，やれることはやろうと． 

     やってあげたいなとは思っています（インタビュー 2012/09/11）． 

   鈴木さんは，あることについてやる人とやらない人がいるという状況を避けるべき

であると考えながらも，一方では自分ができることをしたいとも思っている．このア

ンビバレンスは，前章第4節において触れた，限定性の拡大と収縮をめぐる相克の例の

ひとつと考えることができよう． 

 5) 同じ仕事に複数の人々がリレーのように参加することが所与となっている介護の現

場は，ワークシェアリングについて研究する際の重要な対象になると思われる．とい

うのも，たとえば川口大司と鶴光太郎のように，労働政策などの分野からワークシェ

アリングを論じる場合，その導入にともなう障壁と導入後の雇用創出効果に眼目があ

ることが多く（川口・鶴 2010），ワークシェアリングが労働者自身の能率や職業意識

にどのような影響を与えるのかについての検討が充分でないと思われ，その問いを取

り組むに際してのひとつの象徴的な事例が介護であるだろうからだ． 

   なかには，ワークシェアリングを導入することによって組織全体の生産性が低下す

ることを指摘する研究もあるが（Lanoie et al. 2001），そこで明らかにされているのは，

人々を協働させるために必要な調整費用coordination costsや，生産性には結びつかない

にもかかわらずひとりひとりが仕事を始めるために必要な準備費用setup costsが，より

多くの人々による作業への従事によって増加することによる生産性の低下であり，労

働者の意味世界に迫るには至っていない．本研究で問題となっているのは，そもそも

ワークシェアリングをしている状態が基本であるような状況において，ある程度の裁

量を与えられた個々の人々がどのように労働の質を策定していくかと問いであり，ワ

ークシェアリングによる生産性の変動は，こうした側面からも問われる必要があるだ

ろう． 

   その際には，社会心理学における知見が参照可能であるかもしれない．ある研究に

よれば，同じ集団に有能な人物がいて，自身が努力しても全体の生産性に影響しない

と思われるとき，人間はフリーライダーになるチャンスをみつけ，手を抜くという．

また，同じ集団にいる人物が自身より能力が劣っており，自身の相対的に高い生産性

ゆえに結果として他人をフリーライダーにさせてしまうような場合にも，人間はモチ

ベーションを下げるのだという（Kerr 1983）．一方では，こうした生産性を監視する

役割の人物が置かれ，その人物が生産者の能力の程度を認識していないと思われる場
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合には，他人より多く仕事を担おうとすることで自身の能力を示し，フリーライダー

にならないように努力するという傾向があることも示されている（阿形・釘原 2010）． 

   とはいえ，本研究における調査から見えてくるのは，自分がフリーライダーになら

ないように努力するのではなく，他人がフリーライダーにならないように配慮すると

いう傾向であるという点で違いがあり，一概にこれらを比べることはできない．介護

という実践は，さきのカーや阿形らがおこなった実験と異なり，お互いの仕事の様子

を観察・管理できることが稀で，ごく基本的な身体的支援以外では仕事の中でなすべ

きことがオープンエンドになっている状況であり，そうした場面に置かれたとき，人

間は先の研究で示されたのとはまた別の性向を呈することがここから示唆される． 

 6) 本研究では専門職論についての検討が不十分であることをここで認めなくてはなら

ない．実のところ，調査の過程ではこの論点に部分的には踏み込んではいるのだが，

本研究の大きなリサーチ・クエスチョンのなかには位置づかなかった．とはいえ，こ

こでその調査から考えられることを示唆的に記しておくことにしよう．医療社会学に

おける専門職論では，エヴェレット・ヒューズ（Hughes 1958）の論考が著名であるが，

そこで述べられる仕事上のミスや緊急事態に対する対処などは，介護の場合，医療や

看護とはまた異なった様相を呈しているのではないかと思える場面がある．ヒューズ

によれば，専門職の人々は，ミスが統計的・確率的に起こりうることを知っており，

緊急事態も幾度も経験してきた事態として捉えるという（ただし，こうしたヒューズ

の論に対し，看護師も倫理的な葛藤を抱えていることはチャンブリス（1996＝2002）

や三井（2007）が指摘している）．しかし，介護職の場合には，呼吸器が外れていた

ことに対して，「最初のうちは重要性がわかってなかったんですけれども，あとから

よくわかって，すごい怖くなりましたけれども」（インタビュー 2012/08/29）という

木村さんの語りにあらわれるように，必ずしも緊急事態が慣れの対象になっているわ

けではない．第4章第3節でみた鈴木さんの慣れの忌避も，こうした文脈で考えること

ができるだろう．また，加藤さんの外出に付き添っていた際，交差点で車椅子の枕が

外れ，加藤さんの首が後ろに投げ出されるという事故があった．頭を支える頸部の筋

肉も衰えているためだ．このとき，加藤さんはもちろんのこと，一緒にいた職業介護

者2人も大変驚いていたように見えた（フィールドノーツ 2012/08/03）．一方で，職業

介護者がまったくの素人と同じような態度をもっているわけではもちろんない．ミス

に対しては，沼田さんが述べるように「2回同じ失敗は繰り返さないように言い聞かせ

て，それをまた教訓にしてやってます」（インタビュー 2012/09/20）という意識があ

るし，先の事故の例でも，呼吸器の動作確認や身体を痛めた箇所はないかなどが迅速
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に確認されていた．医師や看護師のようではなく，しかし従来の専門職論では捉え切

れない介護者のあり方について，一層の調査が必要となるだろう． 

 7) 天田（2011）は，介護の受け手と与え手のあいだの関係を，契約という体系に委譲し

た〈冷たい関係〉と，それを拒むような〈熱い関係〉のあわいとして捉え，そこにお

いて承認が語られる仕組みを探求すべきだと主張している． 
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第6章 家族介護者の限定性（1）――その構成と内在する問題 
 
本章と次章では，家族介護者の限定性について論じる．本章では，家族介護者がひとま

ず限定性を獲得するまでの様子を見よう．まず，家族という属性が必然的にもってしまう
性質がまとめられる（第1節）．次いで，家族が家族介護者になる，すなわち家族介護者が
その限定性を獲得するまでの様子が述べられる．具体的には，介護者としての心性と技術
の獲得による，職業介護者の限定性の補完という役割と，職業介護者の仕事ぶりを監督し
介護の質と範囲を定めるマネジメント役割である．そうした限定性の獲得には，第1節で確
認した家族という属性が影響していることも確認されるだろう（第2節・第3節）．その上
で，以上のような家族介護者の限定性がもってしまう性質を指摘し，これを次章への準備
としよう（第4節）． 
 
1 家族という属性の性質 

 
まず，家族介護者と職業介護者の違いとはなんだろうか．前節では，おなじ介護者であ

りながら職業介護者とは異なる側面を家族介護者がもっていることを示したが，より根本
的に，そもそもどのような点に違いがあるのかをここであらためて確認しておこう． 
まず，家族は多くの場合，介護にかかわる資格をもっておらず，介護のための技術もも

っておらず，また介護をするにあたって職業介護者がもつような心的な傾向，心構えをも
っておらず，要するに介護に関して（患者の発症直後はとくに）素人であるということが
挙げられる．家族介護者はそのような状態で介護に直面するのだ．阿部伊織さんは歩さん
が発症した直後の経験について，次のように話す． 

 
最初のうちは何もわかんないしペースもつかめないし，なにが困るかっていうことが

わかんなくて（インタビュー 2012/06/05）． 
 
最初にALSとわかったときに，娘やなんかがインターネットでいろいろとその調べてく

れて山のように〔情報を〕くれたんですけど，あまりにもなんていうかなぁ，細かく難
解だったんですよね，いきなり読むのには（インタビュー 2012/06/05）． 
 
このように，当該の患者の介護に参入する際にはすでに介護者「である」職業介護者と

は異なり，家族介護者は患者の発症後に介護者「になる」存在なのである．また，資格を
もった職業者でないということは，職業介護者に課せられるのと同等の制度上の拘束はほ
とんど受けないということも意味する． 
くわえて，家族は職業介護者に比して，介護から退出しづらいと考えられる．疾病とそ

れにともなう障害が不可逆で，介護を必要とする状態から脱することが原理的にできない
患者は，介護から退出不可能である一方，介護者の側は介護から離脱することができると
いうことが言われてきた（星加 2012: 13-4; 前田 2009: 77; 市野川 2000）．しかし，ここで
いう介護者とは職業介護者であることが前提されているといえる．患者ほどでなくとも，
患者の家族は介護から離脱しづらいのである．この退出の難しさという言い方には，区別
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することのできるふたつの意味が含まれている．ひとつは，一定の時間の枠のなかで働き，
その時間が過ぎればもはや介護にかかわらなくてもよい職業介護者に対し，家族は24時間
介護から逃れることはできないという，時間的な区切りの無さである．もうひとつは，究
極的には辞職するといった方法で介護の仕事から解かれることが可能な職業介護者に対し，
現におこなっている介護を途中で投げ出すことを家族はすべきでないという規範的な圧力
である． 
後者の意味で言えば，家族介護者は必ずしも退出不可能ではないし，そもそも退出して

はならないという規範自体がひとつの考え方にすぎない．家族介護には法的にも歴史的に
も自明性がないことは上野（2011a）によって示されているが，同様のことがALS介護の現
場においてもいえる．現に，ある家族が介護から退出することが患者や家族介護者の側の
希望であることすらある1)．たとえば阿部伊織さんは，自身の子供たちに介護をおこなわせ
ないことについて次のように言っている． 

 
彼〔阿部歩さん〕が言うにはやっぱり子供たちにもそれぞれ普通の生活をしてほしい，

私たちもそうやって子供育てて普通に生活してきたから，精神的な助けとかそういうの
は欲しいかもしれないけども，まぁ普通の生活は私たち2人でできるかぎりやって（イン
タビュー 2012/06/05）． 
 
このように，ある家族を介護から離脱させることが，一方で介護を担う家族にとっての

負担になると指摘する向きもあろう．しかし，このような例から，規範的に家族が介護か
ら退出できない／してはならない存在であると言い切ることには慎重でなくてはならない
ことがわかるだろう． 
とはいえ，この意味においての退出の難しさを感じている家族もたしかにおり，むしろ

実態としてはそれが大勢であろう．以下は中村仁奈さんの語りである． 
 
どんなときでも，最終的な砦っていうか，その最終的にね，誰も何もできなくなった

時には，やっぱり家族で〔やる〕しかない．ある意味で家族はそこからは逃げられない
という，そういう気持ちは家族はどなたもあると思うし，わたしもそれはもう常にあり
ますよね．（中略）そこは，それはもうね，逃げられないというね．そういう意識，そ
ういう覚悟に，それはもう当然なりますね（インタビュー 2012/09/20）． 
 
くわえて，前者の意味で家族が退出しづらい存在であるというのはその通りのようだ．

佐藤真也さんの話によれば以下のとおりである． 
 
ヘルパーさんの介護と家族の介護は違うのかもしれない．ヘルパーさんは時間で拘束

されていて，〔時間が〕来たらもうそれで終わりですよね．家族はそうじゃない．それ
はもう日常ずっと続いてるわけですから（インタビュー 2012/08/17）． 
 
これらふたつの意味において，家族は介護からの退出のしづらさを有しているのである． 
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また，家族介護者は患者にとっての家族であるがゆえに，職業介護者には言えないこと
を言える存在でもある．この点も，家族介護者を職業介護者と異ならしめるものだろう．
職業介護者に対しては遠慮してしまうことも，家族に対してであれば言えるのである．佐
藤紗江さんは，患者の側からそのことを話す． 

 
正直，他人介護は難しい．身体が曲がっていても〔他人は〕気にしない．直してくれ

るのは家族．（中略）家族がいないと大変なことはいっぱいある．端末のセットや身体
の向きや，ヘルパーさんでは限界がある．他人介護のひとり暮らしの人に聞いてみたい．
我慢してるか，細かい指示を出すか（インタビュー 2012/08/17）． 
 
この点については，職業介護者に対する注意を遠慮することがあると述べた第4章第1節

の加藤一樹さんの語りを傍証とすることもできるだろう． 
以上のように，家族介護者は職業介護者とは異なる立ち位置で介護という実践をおこな

っているのだ． 
さて，ここで確認したことは一見してあたりまえのことであり，取り立てて述べること

ではないようにも見える．しかし，こうした家族という独自の立場が，家族介護者の限定
性のあり方に大きく影響するというのが次節以降の主眼である．続いて，そのことを見て
いこう． 
 
2 職業介護者の限定性の補完という役割の獲得 

 
患者の家族は最初から介護の訓練を受けている人々ではない．だから介護がすぐにでき

るわけではない．そして，何をし，何をすべきでないかについての制度的な寄る辺ももた
ない．しかし，それでも家族は家族介護者になる．本節では，家族介護者がもつ限定性の
うち，初期の受容過程を経て，介護技術の獲得をすることで職業介護者の限定性を補完す
る存在に家族が変化していくことを述べる．そこには，前節で確認したような家族という
属性の特徴がいかに影響するのだろうか． 
まず，現に家族介護者は介護をできているということから確認しておこう．24時間他人

介護を利用している独居の患者も，たとえば本研究においては加藤さんや高橋さんなどま
ったくいないわけではない．しかし，同居する家族介護者がいる場合には，一日のうちで
職業介護者が参入していない時間帯もたしかに存在している．そのあいだは，当然家族介
護者だけで患者を介護しなくてはならないのだが，家族介護者は実際にそれをおこなって
いる．筆者が同居家族のいる患者のもとへおもむいた際にも，家族介護者は一見して職業
介護者と遜色のない手際の良さで，痰の吸引や経管栄養の注入といった医療的行為をおこ
なっているし，職業介護者とともに車椅子への移乗介助や更衣介助をおこなっている． 
そうであるならば，家族介護者は初期の不安や不慣れから脱し，一定の介護技術を身に

つけていることになる．家族がALSを発症して以後，その患者の家族はどのようにその事実
を受容していくのか，その過程を本研究で検討することはできないが，次のような語りに
その端緒を見ることができる．阿部伊織さんは，歩さんの発症直後について次のように話
してくれた． 
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いっとう最初は怖くてどうなるかわからないし，どのような症状になるかも病気のこ

ともあんまり知りませんでしたし，あの青天の霹靂でこの病気になりましたからね，だ
からそれはあの，すごく心配でございましたから（インタビュー 2012/07/12）． 
 
当初はこのような不安があったことがこの語りからわかるが，しかしのちには，障害を

個性として考えて，生活を続けることを考えるようになったと伊織さんは言う（インタビ
ュー 2012/06/05）．また，中村仁奈さんは，初期の受容過程で，自身が働いていた通所授
産施設での経験が活きたという． 

 
大勢の脳血管障害者の方たちの無念な気持ちですとか，家族の前途を悲観する姿です

とか，そういうことにやっぱり相当多く触れてきましたので，自分がそういう立場にな
った時に，やっぱり非常に孤立感というのは非常に少なくて，一体感や共感を得られる
方たちがまわりにいて，それが介護にもつながったし，再起を目指す力にはなりえたの
で，大きな，そこは大きな違いがあったかもしれません（インタビュー 2012/09/20）． 
 
ここではごく簡単に触れるにとどめるが，家族は発症初期の不安感などの感情をこのよ

うに乗り越えていくらしい2)． 
また，介護の技術的な側面については，主治医や訪問診療の医師からの指導がおこなわ

れることによって（インタビュー 2012/06/05），職業介護者のような体系的な教育は受け
ないまでも，家族介護者も必要な技術を獲得していく3)． 
もちろん，技術を獲得するといっても，家族介護者の介護技術は職業介護者ほどには精

緻化されていないことがある4)．たとえば，佐藤真也さんは，自身では気をつけると言い，
また職業介護者もしばしば同じミスをしていることを指摘しつつも，次のように話す． 

 
ついついね，私もそうですけど，なんか作業してるとそっちに夢中になっちゃって，

顔も見なくなってしまうんですね（インタビュー 2012/08/17）． 
 
あるいは阿部伊織さんも，介護に慣れていく中で獲得した技術が適当になるときがある

という． 
 
すこしこういうふうに扱えば大丈夫だっていうのはわかってきて，手が抜けるところ

はいくらでも抜けるので，それではい，それでだんだん手を離すようになりましたね（イ
ンタビュー 2012/07/12）． 
 
「手を抜く」例として阿部さんが具体的に挙げるのは，体位交換時の身体の動かし方だ．

職業介護者は丁寧にこれをおこなうが，自身でやるときには「いい加減」なのだという（イ
ンタビュー 2012/07/12）．また，本来は患者が仰臥位になるようベッドを倒しておこなわ
なければならないはずの痰の吸引を，半座位のまま，吸引器の圧力を強めることでおこな
っていることもあった（フィールドノーツ 2012/07/12）． 
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第4章第2節でみた鈴木さんのような職業介護者に代表されるように，職業介護者にとっ
て患者は顧客ないし利用者であり，またその命を預けられた存在でもある．だから，その
手技に手を抜くという発想がそもそもないと考えられる．だが一方で，ここで見た阿部さ
んのように，家族は家族という特殊な属性ゆえに，手を抜くということが可能となるので
ある． 
土屋（2012）は，障害をもつ親の介護を経験した子供が，必ずしも職業介護者を天職と

はしないことを指摘している．土屋が対象とした子から親への介護は，「一般的な技術は
必要とされず，『慣れ』にもとづいて，ときには『乱暴に』，ときには『ふざけながら』
行われる」（土屋 2012: 69）ものであるという．本研究が対象としているのはおもに配偶
者間の介護であるが，同様の側面が指摘できるだろう． 
ときに，こうしたある種「雑な」側面を家族介護がもっていた場合，職業介護者はプロ

フェッションとしてそれをただすのだろうか．どうやらそうではないらしい．前章第4節で
もみたように，職業介護者は家族介護者をも支援の対象と考えている．そのため，あくま
で家族介護者がやりやすいように配慮するということがあるのだ．遠藤さんは次のように
語る． 

 
要はその阿部様のお宅の場合は，奥様がやりやすいように，奥様のやり方に尊重して

いきたいなという部分があって．奥様がこう，〔介護の記録は〕難しいから書けないわ
って言ったらどうぞどうぞという感じというか．ちょっとこういろいろとこう，奥様が
やりやすいようにあれですけど，ちょっと散らかってても，このままやりやすいように，
ちょっとこうね，片づけたりはするけど（インタビュー 2012/09/12）． 
 
職業介護者としては，患者の様子について詳細な記録を残したり，介護用品を整然と並

べたりすることを欲する（前章第2節の鈴木さんの語りを思い出そう）のだとしても，それ
はあくまで家族介護者のやりやすさを優先した上でのことであるということがこの話から
うかがえる．同様のことは，独居の患者を介護する職業介護者によって，家族がいた場合
を想像して以下のように語られる． 

 
（工藤さん）家族介護してると〔消毒液やテストラング5)の使用などにおける，医学的

な厳密性は〕あまり言わないほうがいいんだろうね．加藤さんのところ独特だから．家
族介護でやっているところはあんまりそういうこと言ってると成り立たなくなるんです
よね．私たちみんな外部ってわけじゃないけど，ヘルパーの仕事として入っているから，
こういうところ変えたいって加藤さんに言えるんだけれども，たぶん他のところは違い
ますよね，きっと． 
（加藤一樹さん）家族は難しいね（インタビュー 2012/08/29）． 

 
以上を傍証するものとして，こうした職業介護者側の遠慮がなされない場合に，コンフ

リクトが生まれてしまうということも語られている．以下は阿部伊織さんの話である． 
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あの阿部が嫌だって申し上げた方は，すごくこうなんていうのかしら，ご自分がみん
ないいと思うところ，こういうふうにやるべきだって知ってると思われて，それでうち
ではこういうふうにやるんですよっていうと，いや，これはこうですよって言って．（中
略）あんまりご自分の，この信念が強すぎてもなかなか合わない（インタビュー 
2012/07/12）． 
 
前章では，家族介護者が職業介護者の限定性に配慮してふるまう様子が記述されたが，

このように職業介護者も，家族介護者の介護のやり方に対して意見を言うことを躊躇って
しまうことがあるのだ． 
また，職業介護者のもつ技術水準に及ばずとも，病院の看護師らと同程度にはできてい

るという認識により，職業介護者の水準まで介護技術を高めなくてもよいという考えを家
族介護者がもちうるということも指摘できよう．同じく阿部伊織さんの語りである． 

 
――奥様がやられるときは，別にその介護のきっちりしたやり方に沿ってるわけでな

くて，慣れでなんとなくやってるっていう感じですか． 
慣れっていうか，まぁ病院の，◯◯病院もそんな感じなんですよね．私の程度と．〔体

位交換など〕こうやってやるのは．あちら〔職業介護者〕がすごくきちんと綺麗にやっ
てらっしゃる（インタビュー 2012/07/12）． 
 
このようにして，我流の側面をもった家族介護者の介護技術が淘汰されずに残るのだ．

職業介護者に対して技術的な水準が劣ることを理由として，家族介護者が介護から撤退す
るわけではないのである． 
ゆえに，このように我流の側面をもってしまうとしても，家族介護者が介護の技術をも

つという状態が生まれるのである．初期の受容過程を越え，細かな技術に差はあれども介
護の技術を身につけることによって，家族介護者は職業介護者と同等の役割を果たせるよ
うになるのだ．もちろん，それだけなら家族介護者は職業介護者と入れ替え可能な立場に
なるのかもしれない．しかし，家族介護者には前節で見たような特徴がある．ここに影響
してくるのは，家族介護者による介護の時間的な無期限性と，家族であるがゆえの遠慮の
なさだ．職業介護者と概ね近しい介護の能力をもちつつ，そこに時間制限と遠慮がないこ
とによって，家族介護者には職業介護者の限定性を補完するという，職業介護者にはない
独自の役目が担わされるのである．一定の時間で区切られる職業介護者に比べ，家族介護
者は介護に従事する時間の限界が設定されていない．また，職業介護者に対して頼みづら
いようなことを言ってしまえる間柄がすでにある．そのことによって，職業介護者がやり
きれなかったことが家族介護者に任されるのだ． 
実は，このことは前節でみた「家族が居ないと大変なことはいっぱいある．端末のセッ

トや身体の向きや，ヘルパーさんでは限界がある」（2012/08/17）という佐藤紗江さんの語
りにもすでに示唆されている．また，佐藤さんはより直截に，家族介護者による職業介護
者の補完について次のように言う． 
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（佐藤紗江さん）ALSの人は細かいと聞く．体がどこも動かないと細かく要求すること
になる．いい加減な人間でないとやってられない．妥協してる．旦那は不機嫌になる．
旦那に一番要求することになる． 
（鈴木さん）ご主人にいってるのね． 
（佐藤紗江さん）そうなの．他人介護のとき，誰がその役目をするんだろう？ 最後の

体位とかパソコンのセットとか最後に旦那が直す． 
――ヘルパーさんに言えない分のしわよせがご主人に行ってる？ 
（鈴木さん）しわよせ，ご主人にいってるのね．ごめんなさい（インタビュー 

2012/09/11）． 
 
前田（2009）が指摘したように，患者が表明する要望には，すでに介護者の存在が介入

してしまうのであった．かりに患者と同居する家族が，介護の技術をもたず，また発症初
期のように狼狽えたままでいたのであれば，そもそも患者はこの家族に介護を頼むという
ことをしないだろう．しかし，家族は介護者としての技術を身につけ，介護者になる．そ
してそれは，患者にとってみれば，時間的な制限をもたず，遠慮をしなくてよい相手であ
る．ゆえに，家族介護者は，職業介護者の限定性の補完という独自の限定性を獲得するこ
とになるのだ． 
 
3 マネジメント役割の獲得 

 

前節では，介護者としての技術を家族介護者が獲得し，そしてそこに時間的な無期限性

と患者と家族のあいだの遠慮のないかかわりという要素が加わることで，職業介護者の限

定性の補完という家族介護者に特有の限定性が生まれることが確認された． 

しかし，家族介護者の限定性には他の側面もあることは，実はすでにここまででも述べ

られている．それは，介護のマネジメント役割である．第2章第4節でも触れた井口による

定義を確認するなら，マネジメント役割とは「単純にあるあらかじめ設定された基準のも

とで労働の一部を担うだけではなく，『情報』を集め，自らが介護の基準と範囲を確定す

る」（井口 2007: 152）という役割のことである．井口は介護に対する際限のない志向性と

いう意味でこれを無限定性として位置づけているけれども，本研究ではこれも介護者がも

つ介護における役割という意味で限定性の構成要素と考えるのであった．井口が対象とし

た認知症の家族介護のみならず，こうしたマネジメント役割がALS介護における家族介護者

にも課せられるらしい．前章第4節では，家族介護者がマネジメント役割を行使することに

よって職業介護者の限定性が影響を受ける場面について触れたが，本節ではこの役割を家

族介護者の限定性として捉え，家族介護者の側からみていこう． 

まず，家族介護者が職業介護者に対してマネジメントを働かせる場面について，再度確

認しておこう．とはいえ，ここまでで十分その様子は描かれている．たとえば，前章第4節
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では，職業介護者にフォーマルな雇用関係を求めるとともに，積極的に技術を身につける

よう要請する中村仁奈さんの様子を見た（インタビュー 2012/09/20）．また，佐藤真也さ

んは，職業介護者が参入するタイミングや人数を調整することによって，介護が細やかに

おこなわれるように采配を振るっていた（インタビュー 2012/09/11）．阿部伊織さんが，

外出に付きそう看護学生に対して，痰の吸引のやり方を指示する場面に出くわすこともあ

った（フィールドノーツ 2012/11/03）．このように，家族介護者は職業介護者に対するマ

ネジメントを自身の役割としておこなっているのである． 

では，家族介護者はこのような役割を最初からもちえたのであろうか．答えは否である．

前節でみたように，介護に必要な技術は最初から家族介護者に存するものではない．それ

と同様に，マネジメント役割も，介護の過程で獲得されるものなのである．以下は，佐藤

真也さんの語りだ． 

 

だからあの，最初の頃はあまりよくわからなかったですけど，最近になって人を入れ
るにもすごく神経質になってますね．最初はわからないので，ヘルパーさんがいらして，
それでやってもらうというような感じですけど．最近はこちらでも確認して，仕事の仕
方とか性格とか相性とか．できるだけそれを見極めた上で入れるようになってますけど．
新しい方が入るときは． 
――最初はわからなかったですか． 
最初ははっきりとわからなくて．そういう確認もしないで入ってこられて．こっちも

はじめてだから（インタビュー 2012/08/17）． 

 

ここでは，まず介護への初期の参入に際して，「仕事の仕方とか性格とか相性とか」が

チェックされている．そして，これは介護をするなかで，最近になってできるようになっ

たことであることが示唆されている． 

マネジメント役割を最初から十全にもつことが必ずしもできるわけではないことは，前

節でみた介護技術の獲得との関連で考えることができる．というのも，どのようなやり方

が適切な介護であるのかについて知らなければ，これをマネジメントすることもできない

だろうからだ．前節でみたように，家族が介護者としての技術を獲得することによって，

マネジメントが可能になるのである． 

また，参入以後においても，職業介護者に対する同様のチェックは働いている．以下は

阿部伊織さんの語りである． 

 

ヘルパーさんたちもいろんなご性格ありますし，すごくこう細かいところまで気が付
かれる方と，比較的大胆な方と，いろいろといらっしゃるので，大胆な方の時はちょっ
と気をつけておかないとっていう気はございます（インタビュー 2012/07/12）． 
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このように，家族介護者の限定性には，絶えず職業介護者の仕事ぶりを観察し，把握し，

場合によってはこれを矯正することが含まれているのである． 

ここにおいて重要なことは，職業介護者の限定性の補完という限定性と同様，マネジメ

ント役割も，家族という職業介護者にはない属性がその限定性の構成に影響しているとい

う点である． 

まず，ここでも家族介護者特有の，時間的な無期限性が影響している．前章第1節も触れ

たように，職業介護者間の情報伝達はノートや家族を通した間接的なものなのであった．

つまり，個々の職業介護者は，介護の全体像を相対的に知りづらい立場にいるのである．

対して家族介護者の場合，職業介護者が来ている間，介護に直接かかわるのを休むという

ことがあるにせよ，職業介護者全員と知り合いであり，またその全員の仕事ぶりを直接見

て知ることのできる立場にいるのである． 

くわえて，家族介護者が常に見ているのは職業介護者だけではない．家族介護者は，患

者をも常に見ているのである．ある一定の時間のみ介護に参加する職業介護者と異なり，

同居する家族介護者は，基本的に24時間，患者のそばにいる．それどころか，そもそも，

家族介護者は患者の発症以前から家族として患者とともに生きてきた人々である．阿部伊

織さんは次のように語る． 

 

――医学的な知識はなくても，個人としてご主人を知ってらっしゃるということはあ

ると思うんですね．そういうのが介護の現場で活きるっていうことはあるんですか． 

まぁ，どうでしょうね，精神的な面ではやっぱりほら，たとえばこうこういうことは

彼は嫌だろうなとか〔がわかる〕（インタビュー 2012/06/05）． 

 

発症以後に患者としてその人と出会う職業介護者と異なり，その人個人を知っていると

いうことが，患者に対する処遇を決める責任者としての役割を家族介護者に与えるのであ

る．阿部伊織さんはこうも言う． 

 

緊急の時にうん，身体的に彼がどこへ行ったとかその，先生ももちろんご指示いただ

くから，それがございますけど，うん．最終的に身体的な責任は私があの，介護の〔こ

とについては〕見ようと思っております． 

――現場のリーダーという感じですね． 
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リーダーっていうあれでもないですけど．まぁ一応最終的に決める人ではありたい．

あの，勝手にいろんなこと〔をやったり〕，勝手に〔どこかへ〕連れてったりというこ

とはありません（インタビュー 2012/07/12）． 

 

時間の無期限性が家族介護者にマネジメント役割を課すということの傍証として，逆に，

同様に家族介護者であっても，別のことが忙しくなり，患者のそばにいる時間が少なくな

れば，このマネジメント役割が課されなくなるという事例が挙げられる．このことは次に

みる中村仁奈さんの語りから言うことができよう． 

 

わりとまだ直接〔職業介護者とのやりとりを本人が〕やっていて，わたしがあとで知

るってことのほうが多いですね．私がちょっと今，事業所がね人手不足で大変で，もう

ほとんど仕事一本になってて，中村の介護はまぁほんのちょっとしかやってない状態な

ので，私はあてにしないでやってますかね．私がたぶん家にある時間が長くなれば役割

が回ってくるんでしょうけど，いまはちょっと中村の方がやってますかね（インタビュ

ー 2012/09/20）． 

 

また，介護に従事する時間の無期限性に加え，患者と職業介護者，家族介護者という三

者間における，お互いに対する遠慮の体系も，家族介護者がマネジメント役割を負うこと

に影響していると思われる．というのも，患者は，職業介護者に対して，その仕事ぶりを

評価する立場にいるものの，介護に対する指示を飲み込んでしまうこと往々にしてあるこ

とはすでに述べたことであるが，このような患者に比べると，家族介護者は比較的職業介

護者に対して口出ししやすい立場にいるからだ．阿部伊織さんは次のように言う． 

 

――これは介護者の方には頼みにくいなってのはありますか． 
頼みにくいことはないですけれども，お願いしますけれども（インタビュー 

2012/07/12）． 

 

同様のことは，前章においても，職業介護者の限定性に忌憚なく指示を出す家族介護者

の様子として描かれた．ファジーな領域を頼むことが控えられるにしても，職業介護者の

仕事として頼めることであれば遠慮なく家族介護者は頼むのである．以上を踏まえると，

家族介護者は患者が行使しきれないマネジメント役割を肩代わりする機能をもっていると

考えることができる．患者が職業介護者に直接言うことができなくても，家族介護者に対

してであれば遠慮なく要求や不満を言うことができる．そして，家族介護者は職業介護者

に対して患者ほどの遠慮をしない．このような，患者の要望の中継地点となるという家族
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介護者ならではの立ち位置が，家族介護者にマネジメント役割を背負わせる基盤をつくる

のである． 

前章第4節では，患者と家族介護者のどちらもが職業介護者をマネジメントすると述べた

が，より精確に言えば，家族介護者によるマネジメント役割には，患者から引き受けた役

割も含まれているということになるだろう． 

ここまで，前節と本節では，家族介護者の限定性として，職業介護者の限定性の補完と，

マネジメント役割を挙げた6)．また，これらが家族介護者の限定性になる背景には，どのど

ちらにおいても，家族という属性の特殊性が影響していることが述べられた．どちらも，

職業介護者が代替できるものではないのである． 

さて，限定性が固定的なものでない以上，自身や他のアクターが絶えずその問い直しに

影響するのであり，ゆえに限定性はそうした動態的な性質をもつのであった．職業介護者

の限定性の場合，無限定な領域へ限定性が拡散してしまうという困難や，そうした拡散を

望む心性と制度的な拘束との葛藤，限定性の標準化をめぐる相克が論点として指摘できた． 

そうであるならば，以上のような家族介護者の限定性をめぐっては，どのような問題が

起きるのであろうか．次節では家族介護者の限定性の性質を総括することによって，そこ

で発生しうる問題への対処の方針について簡単に述べることとしよう．そうすることで，

次節はその問題を解決する方途を探る次章への橋渡しになるだろう． 

 
4 家族介護者の限定性をめぐる困難――完全な克服の不可能性 

 
本章第2節と第3節では，家族介護者の限定性として，それぞれ職業介護者の限定性の補

完と，マネジメント役割について述べた．本節では，これらの家族介護者の限定性の性質
を述べ，そこから派生する困難と対策を考えるにあたっての基本的な方針を定めることで，
次章への足固めをおこなう． 
さて，家族介護者の限定性に含まれている，これらふたつの要素に共通するのは，この

どちらもが，職業介護者の限定性如何によって，その内実を変化させうるということであ
る． 
ひとつずつ考えよう．まず職業介護者の限定性の補完について．ここにおける家族介護

者の限定性は，職業介護者がもつそれの余事象である．よって，職業介護者がどのような
限定性をもつのかによって，家族介護者が何を担うべきであるのかは変容してしまうのだ． 
たとえば極端な例として，阿部歩さんを介護していた昔の職業介護者の様子が挙げられ

るだろう．遠藤さんによれば，以前阿部さんを介護していた職業介護者の中には，その離
脱までついぞ痰の吸引ができない介護者がいたという（インタビュー 2012/09/12）．もち
ろん時期によっては法制度が整っていなかったこともあるだろうし，多くの一般的な介護
事業所にとってALSのような医療的行為を必要とする要介護者の支援は慣れた仕事ではな
いにせよ，こうした介護者がいる場合，それを補うのは家族介護者の役割ということにな
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る．職業介護者がどのような限定性をもつのかが，家族介護者の限定性に影響してしまう
のである． 
マネジメント役割についても同様のことが言える．マネジメント役割は，職業介護者の

仕事ぶりに対する指示や監督をその内容とする．よって，職業介護者の限定性がどのよう
なものであるのかによって，マネジメントのあり方も変わってしまうのである． 
たとえば，外出をしない患者と外出を頻繁におこなう患者を比較してみよう．後者であ

れば，患者に付き添うという役割が職業介護者に課せられる．その意味において，職業介
護者の限定性は患者に依存しているということができるが，それ自体は介護という仕事に
おいては自明のことであろう．患者の生活のあり方が限定性に影響するということ自体は
家族介護者についても同じだ．しかし，家族介護者にとっては，外出をする際の職業介護
者もマネジメントの対象である．家族介護者の限定性は，患者の活動に応じて変化すると
同時に，職業介護者の限定性にも依存して変容していくのである． 
以上のように，家族介護者の限定性は，限定性でありながら，職業介護者の限定性とは

異なる性質をもつものであり，職業介護者の限定性に影響を受ける．換言すれば，それは
家族介護者が主体的な限定化をおこなった結果得られるものではなく，職業介護者の限定
性のあり方に影響されるという受動性をもっているものであるといえる．職業介護者であ
れば，もちろん家族介護者や他の職業介護者から影響を受けることはあっても，基本的に
は自身で自身の職務についてこれを問い直し，どこまでを自分の役割と考えるかという選
択ができた．しかし，家族介護者は，家族という特殊な属性ゆえに職業介護者の限定性の
補完やマネジメント役割といった限定性を課せられてしまうのであり，それは主体的に得
られたものではないのである．家族介護者のもつ限定性は，かくも受動的なものなのだ7)． 
さて，次章では，こうした家族介護者の限定性にともなう困難を記述し，これに対処す

るための方策を探っていくことになるだろう．しかし，その前にあらかじめ指摘しなくて
はならないことがある．すなわち，そこに困難があるとして，それを根本的に解決するこ
とは難しいということである．なぜなら，家族介護者の限定性が構成されるに至るには，
家族介護者，いやさ家族という属性ゆえの特殊性――本章第1節でみたような，介護の時間
の無期限性や患者からの遠慮のなさ――が影響しているからである． 
ある困難があり，それを解決しようとするなら，単純に考えてその困難の原因にあるも

のを潰せばよい．しかし，その原因たる家族介護者の限定性は，少なくともその発生にお
いて自身で主体的に選んだものではない上に，さらにその起源，家族介護者の限定性の淵
源の位置にあるものは，家族であるという不変とはいかないまでも容易には消し去り難い
属性である．多くの家族介護者は発症の以前から患者と家族として生きてきた人々なので
あって，それまで蓄積されてきた家族という親密圏，意味世界を根こそぎ無化するような
方法はここではとれないのである． 
もちろん，書面の上で家族でなくなることが制度上可能ではある．そうしたかたちで繋

がりを絶ち，介護から完全に退出するならば，その「元」家族は，家族介護者の限定性ど
ころか，介護そのものにまつわる問題から距離をとることができるだろう．しかし，そう
した解決の提案は無意味であるといってよい．問題は，介護をすることを決めた上で，し
かし困難に直面している人々に対して何が言えるかであって，彼らの決定の前提としてあ
るものに改変を加える方向で論を進めるのは避けるべきである． 
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よって，次章以降においては，家族が家族であるがゆえに課されてしまう困難の全体に
対処し，これを消し去ることをあらかじめ断念した上で，それでもなおこれを軽減しうる
方途を探るというかたちで議論を続けることになる． 
 
［註］ 

 
 1) 退出可能な介護者と，そうでない介護者にはどのような差があるのかは問うべき問題

である．とくにALSの場合，家族が介護にどのような態度を示すのかが人工呼吸器装着
の選択，すなわち患者の生死にかかわるという意味で重要な論点だ．どこまでが（負
担を引き受けるべき）家族なのかという点は家族社会学との接続の可能性に開かれて
いるし，ALSの場合にも現実として女性配偶者に介護が委ねられやすい（土屋 2004）
という点はジェンダーの観点から検討されるべき問題である． 

 2) もちろん，このことはALS患者の家族が成功裡に受容過程を終えることを意味しない．
受容過程論については，さまざまな障害についてすでに豊富な蓄積があり，それらを
参照しながらALSの受容を検討することも重要な課題である． 

 3) このように，職業介護者と同等の教育を受けなくても，さしあたり家族は介護ができ
てしまうのであれば，職業介護者の資格とはなんなのだろうかという疑問がわく．も
ちろん，家族は当該の患者という特定の個人を対象にしているのであって，職業介護
者のような広範な知識や，幅広い患者に対応する能力をもつわけではない．また，本
文中でもこのあと触れるように，家族による介護はどうしても我流の側面が生まれて
しまう．しかし，ある特定の患者に対してであれば，介護者の資格教育には過剰に専
門化された側面があるのかもしれない．実際，ALSの介護においては，ある特定の者を
対象とした医療的行為を許可する資格が存在するし，ALSの介護にとどまらず，利用者
が自身で教育をおこない，自分専用の介護者として利用する，自薦ヘルパーも出現し
ている．これらの点については，土屋ほか（2011）を参照のこと． 

 4) ここでは，家族介護者がもともとは介護に関して素人であり，それゆえに職業介護者
の技術水準に比して雑な部分がありうるということを述べたが，家族の介護技術はそ
の他の点でも職業介護者と異なっている部分があると思われる．たとえば，患者の個
別性への対応が挙げられる．専任の自薦ヘルパーなどを除けば，職業介護者は複数の
患者に対して介護をおこなうことが珍しくないが，家族介護者は基本的に当該の患者
のみを介護する存在である．よって，家族はその患者の個別性に強く適応すると思わ
れる．それは多くの障害同様，ALSにも言えることで，すでに触れたようにALSにおい
ても患者ごとの個別性は大きく，その個別性に家族介護者は適応している．たとえば，
阿部伊織さんは，「私がエキスパートなのは彼のことだけですから」といい，本文中
でも述べたような我流の側面が自身の介護にあることを認めつつも，しかし自身が患
者の個別性に強く適応していることを述べている（インタビュー 2012/11/10）．また，
自分の親を介護した人であれば誰でもできる仕事だというある医師の発言に対し，工
藤さんは「首を傾げた」と言い，加藤さんも「そういう面もあるけど，根本的にはす
こし違うよね」と話している（インタビュー 2012/07/25）．また，加藤さんと高橋さ
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んはともに口文字でコミュニケーションをとっている患者だが，高橋さんの娘さんは
加藤さんの口文字が読めないという（フィールドノーツ 2012/08/05）． 

 5) 人工呼吸器を一時的に患者から外す際に，代わりに人工呼吸器を接続しておくゴム袋
のような器具のこと．人工呼吸器が送る空気の量を一定に保つために必要であるとさ
れる． 

 6) もちろん，ここで挙げた職業介護者の限定性の補完と，マネジメント役割のみで，家
族介護者の日常のすべてが語り尽くされたわけではない．あくまでここで検討されて
いるのは，限定性という観点から家族介護者の介護経験を考察するに際して論点とし
て浮上するものである． 

 7) 家族介護者の限定性が，職業介護者の限定性如何によって決定されるという意味にお
いて受動的であることは，必ずしも介護における実践において家族介護者が受動的で
あることを意味しない．受動的に構成された限定性の中において，その役目を引き受
け，それを遂行するという能動性は，限定性の構成における能動性の欠如と矛盾しな
い． 

   また，職業介護者の限定性の補完とマネジメント役割という家族介護者の限定性に，
職業介護者の限定性に依存しているという点で共通点があることをここで指摘したけ
れども，介護における役割という意味では両者は位相を異にするという点はよく認識
しておく必要がある．というのも，職業介護者の限定性の補完という役割は，あくま
で直接的な介護労働における負担である．対して，マネジメント役割は，そうした直
接的な介護労働とは異なる水準にあるものであり，介護サービスの時間的な充実のみ
によっては解消されないものである（井口 2007: 153）．ゆえにこそ，両者を同時に解
決することが困難であるという続く議論が導かれる． 
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第7章 家族介護者の限定性（2）――次善の策の探求 
 
前章では，家族介護者という属性に起因する職業介護者とは異なった限定性の構成と，

そこに困難がともなうとしても，その起首が完全な解決を阻むことについて指摘した．本
章では，そうした困難が具体的にどのようなかたちで介護の現場に生起しており，またそ
れが軽減されうるのか否か，軽減されるのであればどのような対処によるのかを問う．具
体的には，まず職業介護者の限定性の補完について，そこから派生する困難が指摘され（第
1節），その対処として，接点を持ちつづけながら相手に譲歩を迫るという実践が描かれる
（第2節）．次に，マネジメント役割をめぐる困難が示された上で（第3節），その対処と
して，マネジメントできない範囲まで職業介護者の限定性を伸長させるという方法が提案
される（第4節）． 
 
1 限定性の補完にともなう困難――無限定な領域へ受動的に開かれてしまうこと 

 
前章では家族介護者の限定性を描き，その性質と，そこから導かれる困難に対するにあ

たって，家族という属性を所与とした上で対処を考えるというおおまかな方向性を述べた．
本節では，まず職業介護者の限定性を補完するという限定性をめぐる家族介護者の困難に
ついて述べよう．まずは，そうした補完役割が現実にどのように起きているのかについて
確認する．以下は中村仁奈さんの語りである． 

 
ですから夜勤でも誰もいないと，もうそれはもうわたしがやるしかない．日頃いろい

ろ身体的に不具合が〔家族介護者の側に〕あったにしたって，夜勤を誰もする人がいな
くなったらやっぱり家族がやらざるをえない（インタビュー 2012/09/20）． 
 
この語りから，やはり職業介護者ができないものを家族が負担せざるをえないことがう

かがえる．とはいえ，このように，職業介護者が担えない介護負担が家族に振りかかると
いうこと自体は特段新しい指摘ではないだろう．しかし，限定性という概念道具を携えて
この様子を見ることによって，新たな発見が可能となる．すなわち，ここで注目すべきは，
そもそも職業介護者と家族介護者の限定性は異なるということ，そして家族介護者の限定
性は，その役割の範囲という意味において，職業介護者のそれを包含し，さらには無限定
な領域へ広がりうるものであるということである． 
もし家族介護者と職業介護者がもつ限定性が似たものであるなら，すなわち介護の中で

できること，すべきことが同様であるなら，職業介護者が勤務時間の都合などで担えない
範囲のことを家族が負担するということにさしあたって不思議はない．しかし，すでに確
認したように，第一に，ALSの介護において介護者がやらなくてはならないことは身体的な
介護のみにとどまらず，患者の多様な活動に合わせて無限に広がりうるものである（第1章
第4節）．また第二に，こうした無限の可能性に比して，職業介護者はその限定性を無限定
な領域へ拡散することに躊躇する場面があり（第4章第4節，第5章第1節・第2節），またそ
うした拡散を家族介護者の方も未然に防ごうとしているのだった（第5章第4節）．それゆ
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えに，職業介護者の限定性の残余として家族介護者に要請される限定性は，無限の広がり
をもってしまうのである． 
たとえば，阿部伊織さんは，家族のように熱心に介護をしてくれる職業介護者を信頼し

つつ，しかしあくまで職業介護者は家族そのものではなく，その点を混同しないように自
身も一線を引く部分があるという1)．阿部さんがお孫さんの誕生日パーティーに外出したと
きの話である． 

 
やっぱり仕事はすごく真面目に一生懸命見ててくださるし，だから，あれなんですけ

ど．そうね，でも彼女たち〔職業介護者〕も，楽しいっていうかは，お仕事の一端だろ
うなと思いますね．だって知らない人の中で，いくらお誕生パーティーでもね，楽しい
わけないですよね．拙いピアノ聞かされたりね，もうそれは大変でございますから．そ
りゃそんな楽しんでらっしゃるとも思えない．まぁここ〔患者宅〕でひとりで見てるよ
りかはもう少し楽しいかもしれません（インタビュー 2012/07/12）． 
 
もちろん，パーティーのあいだも，痰の吸引などの役割はつつがなくおこなわれている

のであろう．しかし，パーティーを患者とともに楽しむという役割は職業介護者の限定性
に含まれるものではなく，それは家族の領分なのである2)． 
このことから，そもそも職業介護者と家族介護者に要請されうる役割自体が別のもので

あることがわかる．家族介護者は，職業介護者がすべきとされる身体的な介護一般にくわ
えて，患者の社会的な活動や交流を支えるという支援も限定性に含みこもうとする傾向が
職業介護者に比べて強いのである．それゆえに，職業介護者がなしうることを十全にした
としても，そもそも家族介護者だからこそ担える／すべきとされることは家族介護者の側
に残されるのだ． 
たしかに，パーティーに参加するということや，患者とともにそれを楽しむという経験

をネガティブに捉え，これを「負担」と表現するのは適切ではないかもしれない．このよ
うに楽しいと思える事例でなかったとしても，介護によって自分の時間がなくなることに
ついて，「それが嫌だって言ってるわけではないんですけど」と留保する佐藤真也さんの
ような家族介護者もいる（インタビュー 2012/08/17）．しかしながら，ここで重要なのは，
職業介護者が介護を部分的に肩代わりしたとしても，否，それが部分的であるがゆえに，
家族介護者にはなおも無限に開かれた限定性が課せられてしまうということである．たと
えそれが楽しい役割であっても，あるいは家族介護者の主観では嫌なものでなくても，家
族介護者には，職業介護者がやらなくてよいとされる範囲まで含めた，無限定な領域まで
拡散した限定性が求められてしまうのである．つまり，職業介護者の限定性の補完という
役割は，限定性が無限定な領域へ開いていくという困難を招来するのである． 
もちろん，第4章でも述べたように，職業介護者の側にも限定性が無限定な領域へ伸長し

ていく危険性があった．しかし，それは患者の支援のために主体的におこなう限定化の結
果であり，それゆえに葛藤を抱えながらも，自身でその限定性を選びとることによってそ
うした限定性の拡散はおこなわれていたのである．対して，ここに見るような家族介護者
の限定性は，職業介護者の限定性の残余として存在しているものである．自身でどこまで



 

 124 

できるか，なにをすべきなのかを考えた結果として選びとられたのではないものとして，
家族介護者の拡散した限定性は存在してしまっている． 
介護の負担の総体を有限とみなした上で，職業介護者が負担できない部分を家族介護者

が担うという認識があり，またそれゆえに介護サービスを拡充して，家族の負担を軽減せ
よという主張があった．またそれに対し，それだけでは家族介護者の負担は完全には消え
ず，なぜなら家族介護者にはマネジメント役割が課せられているという指摘があった．し
かし，それらは総じて，介護における介護者の役割の質的な広がりの差異を見落としてい
るという点で共通しているのである．介護者の限定性という役割の範疇を検討することに
より，マネジメント役割とは異なった位相において，単純な介護サービスの拡充によって
も消し去ることのできない，家族介護者の役割があることが発見されたのである．それは，
いくら職業介護者によるサービスが手厚くなったとしても，そもそも家族の仕事として職
業介護者の限定性から除かれているような役割である． 
では，こうした困難はどのように解決されているのであろうか．単純に考えると，職業

介護者の限定性の補完が負担であるなら，端的に職業介護者の限定性の範疇を広げること
によって，その余事象たる自身の領分を縮小させるという方途があることが思いつける．
介護労働を職業介護者に向けてパージしていくのである．しかしそれが根本的にはこの問
題を解決しないことがもはや明らかである．なぜなら，職業介護者がその限定性のなかで
できることをいくら拡充しても――マネジメント役割が残されるという問題とは別に――
そもそも家族介護者がもつ無限定な領域へ開かれた限定性を満たすことはないことがすで
に示されているからである．とはいえ，さしあたり職業介護者ができることであるならば
頼んでしまった方が家族介護者にとって楽であるということそれ自体は正しい．そのあと
に残る難儀な話はひとまず置いておいて，職業介護者に任せられることであるなら任せて
しまうことによって負担を減らす，そうした事例をみておこう． 
たとえば，阿部伊織さんは，夜の介護を当初から自身の役割から外していたことが次の

語りからわかる． 
 
最初から私が割り切ったのは，夜は私は寝ないとだめだから．まだ介護度がそんなに

なくて，〔夜間介護にあてる支給分がないときには〕自費でお払いしてでも，夜の場合
は全部見ていただきました（インタビュー 2012/07/12）． 
 
しかし，介護の中のさまざまな仕事を職業介護者に託すということは，常に簡単になし

うるものではない．痰の吸引には，カテーテルやチューブ内部を洗浄するために精製水な
どが入ったボトルをいくつか使うのだが，これを消毒する作業を，阿部伊織さんは当初，
職業介護者に頼めなかったという． 

 
私がずっといつも自分で吸引器のボトルとかいろんなもの全部自分で消毒してました

のね，毎日．そしたらSさん〔患者会のメンバー〕がなんでこれヘルパーさんにやらせな
いんですかっておっしゃって．あ，そういうことできるのかしらって言って，それでお
願いして，すごい楽になりました．それもほんと大変でしたからね，全部の吸引のボト
ルやなんかも全部消毒して． 
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――ヘルパーさんにやらせてもいいっていうことを知らなかったんですか，それとも
自分でやりたかったんですか． 
いや，大変でいらっしゃるから，そっち〔身体的な介護〕も．〔消毒などの他の仕事

に〕手を取られていたら大変だから，それくらいはしなくちゃって思ったから私がやっ
てたんですけど．そんなのしてもらえばいいんですって〔言われて〕．ああそうって言
って．で，〔職業介護者に〕うかがったら大丈夫です，できますよ，って．それでお願
いして（インタビュー 2012/07/12）． 
 
家族介護者は，最初から介護者であったわけではない．そのため，職業介護者に何を頼

めるのかについての線引きに他人からの助言を必要とすることがあるのだ．第2章第4節で
は，認知症の家族介護において，医療職からの評価が家族介護者の介護のあり方を水路づ
け，これを維持させることが井口によって指摘されていたが，この阿部さんの語りも，他
者からの助言が介護に影響する例としてみることができる．介護において何をすべきなの
かは，新たに介護者になる存在であるところの家族にとっては，それほど自明なことでは
ない．これは，前章で見たような家族介護者の限定性のあり方に受動的な側面があるとい
うことを裏付けするものだ． 
さて，以上のように，介護の中での仕事を職業介護者へ委託することにより，部分的に

は家族介護者の負担が軽減されるということはあるだろう．しかしいまや，そうした方法
によっても家族介護者の負担が完全にはなくならないことが明らかなのであった．こうし
た仕事のパージによっても消し去ることのできない，質的に無限な領域へ開かれざるをえ
ないという性質が，家族介護者の限定性にはあるのだ．では，自身の限定性が無限定な領
域へと開かれていくという困難は，家族介護者によってどのように対処されているのであ
ろうか．次節ではそのことを考えていく． 
 
2 限定性の縮減と，ニーズを生み出す可能性の両立 

 
前節では，介護の中での役割を職業介護者に任せることにより，そのぶんだけ家族介護

者の負担が端的に減るということを認めた上で，しかし介護において求められる介護者の
無限の役割を踏まえると，その方向を延長し，職業介護者が介護を多く負うことを追求し
たとしても，家族介護者にとっての負担は完全には消えないことを述べた． 
形式論理的に考えると，この負担を消し去るのは難しいように思える．なぜなら，前章

第4節で論じたように，その原因が変えがたい属性に由来しているからである．その具体的
な表出として，たとえば，佐藤真也さんは，職業介護者にはない家族独自の患者とのかか
わりを以下のように語る． 

 
意志の疎通は会話さえできれば普通の人と全然変わりなくできる．だからそういう時

間っていうのはわりと大事なので．だから100％ヘルパーさんに任せるっていうわけには
いけない． 
――そういう時間っていうのは． 
2人で一緒の時間．そういう意味では（インタビュー 2012/08/17）． 
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前節でも確認したように，家族による介護の経験は常に負担として捉えられるものばか

りではない．また，この佐藤さんの語りにあらわれるように，家族にしかできないとされ
ていることが重要視されていることもあり，家族であるという属性や，ここから派生する
家族の役割を安易に無化させようとするのは有効な方向性ではないということは，前章で
も述べたとおりだ． 
しかし，前節で考察したような，限定性が無限定な領域へ開いてしまうという家族介護

者の経験に対して，対処策がまったくないわけでもない．本節では，ある家族介護者の語
りをインテンシブに参照しながら，その方途を試論的に探ることとする．その家族介護者
とは，中村仁奈さんである． 
中村仁奈さんは，夫である中村直紀さんを介護する家族介護者である．直樹さんは1996

年に発症しており，全身の筋肉の動きは全廃に近い．しかし，直紀さんは，残った力で立
ちたい，いま使っている車椅子を使い続けたいと介護者に要求することがあったという．
これに対し，仁奈さんは直紀さんが諦めるように働きかけると語る． 

 
中村が立てる，立ちたい，まだ立てるっていうときに，もう立つのは諦めなさい，あ

まりにも介護する側に負担が強いから，立つのはあきらめない〔と言う〕（インタビュ
ー 2012/09/20）． 
 
第2章でみた認知症の家族介護の事例では，介護において目標を設定することが家族の限

定化につながることが井口によって指摘されていた．しかし，ALSの場合，患者の意識が十
全であることの影響もあって，こうした目標維持はむしろ患者本人によってなされ，家族
介護者はそれに対し反応をする立場であることがわかる．そして，この語りのように，そ
れはできないと患者に言い，諦めろという反応をすることは，患者のある要望に応えると
いう役割を自身の限定性から外すという意味で，家族介護者がみずからその限定性を縮小
させる実践であるとみることができる．職業介護者の限定性の残余を受動的に自身の限定
性としてしまう危険のある家族介護者は，しかしその再構成において，このように主体的
にある役割を切り離すことにより，限定性の拡散に対処しうることがわかる． 
だが，このように患者の側の要望を跳ねのけることは奨励されるべきことであろうか．

当事者主権の立場に立つなら，こうした家族の側の主張はまずもって退けられるべきもの
であったはずだ．患者の側の要望を劣後させ，家族の側にある望みを主張しているからで
ある．また，家族介護者がその限定性を縮小させることは，ひるがえって，患者との関係
性において生起させられるはずだったニーズを潜伏させてしまうのではないだろうか．し
かし，ここでみる仁奈さんの考え方は，そうした単純なものではない． 
まず，当事者主権の考え方に対して第1章でも指摘されたように，介護者の側の要望は，

患者の側の要望を満たすための必要条件となっている場合があり，中村さん夫婦の場合に
も同様のことがいえる．仁奈さんが直紀さんに要望を諦めろと言うその理由が，介護者の
負担が大きいということであるのは，上の語りにも示されている．夜勤の職業介護者が見
つからない場合など，家族介護者が介護を担わなければいけない場面が実際に存在するの
であり，またそこで家族介護者が稼働できないような状態になってしまったら患者の生命
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が危ぶまれるのだから，家族が十全な状態で介護に臨めることは，結果として患者の生に
資することである．上の語りでも，家族の側の介護負担が大きいことが言われているが，
それはただ単に患者の望みを劣後させるものではなく，安定的な介護の継続を志向してい
ればこその主張である． 
また，仁奈さんのこうした要求は，かならずしも貫徹しているものではない．直紀さん

に諦めろと言いつつ，しかし完全に諦めさせてしまうことはないのだと仁奈さんは語る． 
 
――〔そういう言い争いは〕だいたいどのへんで決着するんですか 
やっぱり本人の意志が優先しますね． 
――結局． 
結局は．結局は，本人の意志をね，無視したり，意志をわたしがこういうから多少く

じけると思うんですよ，直接言うから，多少くじけるでしょうね，当事者だって．だけ
ど，かといって諦めないんですね．それはやっぱり，家族のどんな思いよりも優先させ
ざるをえない．そこまでね，障害のないわたしが潰すことはできない，無視することは
できない，っていうけど．でも〔やめてほしいと〕言い続ける．そういう関係です，私
たち家族って（インタビュー 2012/09/20）． 
 
このように結果として直紀さんの要求を完全に諦めさせているわけではないという意味

においても，これは当事者主権が批判したような事態ではない． 
しかし，このように結局は患者本人の意志を通してしまうのであれば，わざわざこれに

反対して事を荒立てなくても良いように思える．なぜ仁奈さんは，最終的に自身の側が折
れることを見据えながらも，こうした反論を直紀さんに突きつけるのだろうか．その理由
は，要望を鵜呑みにせず，意見をぶつけあうことによって，結果としてお互いにとってよ
い状況が生まれることがあるということを仁奈さんが知っているということにある． 

 
〔現在の〕入力装置が開発される前は，中村の指が1本動いていたんですよ，その一本

でずっと入力してたんだけども，もうその指が動かなくなるんですね，そうするとそこ
でヘルパーがさすってあげたり，温めてあげたりしてまた指が動くようになるのね，中
村ももうその指を使わないとは絶対に言わなかったんですよ．でももう本人も辛いし，
私たちも相当そばについていなきゃいけないくらい，介護力を要してその入力を可能に
してたんですけども，あるときに作業療法士の先生が，これはあんまりにも中村さん辛
いだろうと，ちょっとこんなもの使ってみないか，っていうふうに，いまの◯◯社から
でてる入力装置を手作りしたものなんですよ，針金曲げて洗濯バサミで止めてっていう
ね，それを使ったら実に簡便にいって，それで中村も楽になったし私たちも楽になった
んですよ．この指が動かなくなるから使っていたんですよね，それってちょっと諦める
と，新しいものが出てきたりするんですよ，新しいものに発想がいったりするのね，だ
から私はしがみつくなと，しがみついてお互いがしんどい介護や，しんどい生き方をす
るなって，そういうことやめてくれって本人にはいってるのね（インタビュー 
2012/09/20）． 
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直紀さんが「しがみつく」のをやめることによって，直紀さんにとっても仁奈さんにと
っても負担の少ない方法が発見されたという経験が，仁奈さんをしてこうした態度を直紀
さんに対してとらせていることがわかる．このことを踏まえると，仁奈さんの態度が一概
に直紀さんの要望を跳ねのけているものではないことがわかるだろう．それはむしろ，高
次の肯定のために現状に対して再考を促すような態度なのである．その意味において，こ
うした仁奈さんの態度は，直紀さんとのあいだで立ち上がるニーズをないがしろにしたも
のでもない． 
こうした仁奈さんの態度の背景にある考え方とはどのようなものであろうか．それは，

患者の心情を介護者の側は真に知ることはできない，しかしそれでも，相手のことがわか
らないからこそ，これを拒否しないという発想である． 

 
私にはわからない．中村がどうしても立ちたいとか，どうしても車椅子に座らなきゃ

だめだとか，そういうことを私には理解できないんだと，それを言うことにしてるの．
私には理解できないよと，私はお父さんの〔考えを〕理解できないしわからないよと，
だけどまぁお父さんがどうしても立ちたいっていうなら，それは拒否しないよ，でもど
うしても立ちたいっていう気持ちはほんとのところはわからないんだよ，わかってない
んだからね，ってことを常に言ってるの（インタビュー 2012/09/20）． 
 
患者からの要求をすべて受け入れ，何もかもを自身の役割として規定してしまえば，限

定性は肥大化してしまう．障害や疾病をもっていない自分自身が，患者の気持ちを汲み取
ることを避け，それはわからないものであると一旦ブラックボックスに入れて考えること
によって，仁奈さんはそうした事態を防いでいるのである． 
また一方で，患者の心情を理解できないと考えることは，患者とのかかわりを断つもの

ではない．むしろ，わからないからこそかかわり続けるという態度をとることが可能にな
っているのである3)． 
ここでみたような，立ちたいという要求や，スイッチを使い続けたいという要求は，必

ずしも家族介護者だからこそ言われてしまうことではない．その意味において，前節でみ
たような家族介護者の困難を直截に超克するものではない．しかしながら，中村仁奈さん
に見たような心性は，家族に課せられる限定性の拡散を防ぎつつ，しかし患者との関係性
において立ち上がらせることのできるニーズを等閑視しないという意味において，上記の
困難に対処しうる潜在力をもったものであるといえる． 
また，こうした中村さんの方策が家族という属性だからできることであることも特筆に

値する．なぜなら，負担があるからその要望を諦めてほしいといえるのは家族だけだから
である． 

 
介護過重を介護過重だと言えるのは家族しかいないんですよ，ヘルパー〔は〕絶対言

えないんですよ．そりゃ事業所内では言えるでしょうけどね，本人に向かっては言えな
い言葉なんですよ，でも家族だけなんですよ，もうお父さん無理なんじゃないのとかね，
お父さんもうそんなんしたら私もうしんどいわ，とかね（インタビュー 2012/09/20）． 
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たしかに，第4章第2節では，患者からの要望に対案を示し，選択肢を提示する職業介護
者の様子が記述されてはいたが，そうした実践も患者の要望を諦めさせるような方向では
おこなわれていない．中村さんのようなやり方で患者に再考を迫るのは，家族介護者であ
ればこその実践であるといえる4)． 
本節では，家族介護者がもつ限定性のうちのひとつ，すなわち職業介護者の限定性の補

完という役割と，その帰結としてあらわれる無限定な領域への限定性の拡散という問題に
ついて，無限定な領域へと拡散しうる限定性に歯止めをかけながら，しかし患者との関係
性においてニーズを立ち上がらせる契機を持ち続けるということを可能にしている中村仁
奈さんの実践を見た． 
それはまた，患者の本心を完全に理解することを最初から諦めた上で，しかし患者の要

望があるということそれ自体は承認し，その患者の要望をただ鵜呑みにするのではなく自
身の意見をきちんと言いなかで，自身の負担軽減とニーズの生成可能性担保を両立・調停
する試みであった．これは少なくとも無限定な領域への限定性の拡散という困難について，
家族介護者の負担を軽減する潜在能力をもったものであると思われる．では，家族介護者
のもうひとつの限定性，すなわちマネジメント役割が孕む困難と，その対処はどのような
ものであろうか．次節からはそのことを考えていく． 
 
3 マネジメント役割にともなう困難――補完役割とのあいだにあるジレンマ 

 
本章第1節と第2節では，職業介護者の限定性の補完という役割について，その困難と対

処を述べた．本節と次節では，家族介護者の限定性のもうひとつの側面，すなわちマネジ
メント役割について，同様に議論をしていこう．そのために，まず本節では，家族介護者
がもつ限定性のなかでも，とくにマネジメント役割に注目し，その限定性がもつ困難を描
写することを目的とする． 
本章第1節で見たように，介護の仕事のある部分を職業介護者に託してしまうことが，家

族介護者の負担を端的に減じるということはたしかにあるのだった．しかし，こうした仕
事のパージによっても，なおマネジメント役割は残る．直接に自分がおこなっていること
でなくても，それに対し指揮・監督をおこなうのがマネジメント役割であり，それは介護
として実際に行為することとは別の位相にあるものだからだ． 
たとえば，中村仁奈さんがアルバイトの学生に指導をおこなう様子は第5章第4節でも確

認されたことであるし，先にも軽く触れたが，阿部さん宅でも同様の様子を観察すること
ができる．たとえば痰の吸引のやり方について，伊織さんが職業介護者に指導をする場面
を見ることは珍しくない．とくに外出時などで普段とはやり方が微妙に異なる場合や，職
業介護者が参入して間もない場合には，伊織さんが監督役をすることも多いようだ（フィ
ールドノーツ 2012/11/03）． 
このように介護者がマネジメント役割を「果たせてしまう」のは，前章でも見たように，

家族介護者が介護の技術を身につけているからである．阿部伊織さん曰く，介護の技術そ
れ自体は極端に高度なものではない（フィールドノーツ 2012/11/10）．それゆえに，専門
的なキャリア教育を積んだわけではない家族介護者であっても，その指揮・監督ができる
ようになるのである．また，その他多くの障害と同様，ALS介護においても重要視されるの
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はその患者の介護ごとの個別性への対応であり，そうした個別性にもっともよく適応して
いるのは家族介護者であるから，このような役回りが可能になるということもあろう． 
さて，ではこうしたマネジメント役割にともなう困難とはどのようなものだろうか．た

とえば佐藤真也さんは，つねに紗江さんのことを気にかけながら生活していると語る． 
 
とにかく外に自由に歩いたりできないわけです．それが不満なわけじゃないんだけど．

そばにいて見てやりたいと思っているから．〔できるのは〕せいぜい庭に出て水を撒く
くらい．病気になる前と大きく違うのはそういうところですね．外行って買い物行った
りしても，ヘルパーさんがいるあいだに行ったりしても駆け足で帰ってこなきゃいけな
いとか．そういうところは大きく違う（インタビュー 2012/08/17）． 
 
ともすれば，マネジメント役割とは必要なときに適宜口を出すという程度の役割であっ

て，その意味においては家族介護者の負担感は少ないようにも思えてくる．しかし，こう
した心的な負担まで含めて考えれば，それが決して軽いものではないことがわかるだろう． 
職業介護者の側が患者の個別性にある程度対応し，技術的にも一定程度の信頼がおける

状態であるならば，たしかにこうした心的な負担も多少は緩和されるかもしれない．しか
し，現実にはそうした状況ばかりではないということが言える．たとえば，検査などのた
めに紗江さんが入院するとき付き添うことの大変さを，真也さんは次のように語る． 

 
病院に入院するともっと大変になる．病院にずっとついて．最近はヘルパーさんに少

し入ってもらってるからあれですけど．これがまた病院だと，思ったように見てくれな
い．なにか訴えていても，それにタイミングよくね，看護師さんが見てくれるような状
況にはない．それはもう患者さんがたくさんいるから仕方ないと思うんですけど．だか
ら病院に行っても，できるだけ寝るまで誰かが見ていたほうがいいかなと思って．ヘル
パーさん入れたりして，私もほとんどいるようにして．そういう意味ではうちにいるよ
り大変かもしれない．朝早く行って夜帰ってくるから．結構ね，朝7時過ぎに病院につく
んですけど，それでもちょっとひどい顔してる．なかなか自分が思ったように見てくれ
なくて．まぁしょうがないって言えばしょうがないけど（インタビュー 2012/08/17）． 
 
病院の中では，介護福祉士などの職業介護者は医療的行為をおこなうことができず，そ

の仕事は透明文字盤などを用いたコミュニケーション支援に限られる．しかし，病院のス
タッフは，多くの患者を同時に，それも個々の患者の個別性に強く適応することをしない
ようなかたちで支援にあたる．佐藤さんはそれを仕方ないとはしながらも，その質が至ら
ないものであると捉え，これを満足な水準まで上昇させるべく，自身や職業介護者の采配
を考えている．もちろん，ここで語られる「大変」さには，肉体的な負担という側面も強
くあるけれども，患者や介護者を含めた介護全体の統括を引き受けるというマネジメント
役割にともなう負担が家族介護者に振りかかってしまうというその様子を，こうした入院
の例のなかに見ることができよう． 
さて，このようなマネジメント役割を背負わないようにする方法としてすぐに思いつく

のは，職業介護者に仕事を任せず，なにもかも自分でやってしまうという方法であろう．
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他人に介護を任せるのだからマネジメントしなくてはならなくなるのであって，自分でや
れば自分で満足のいくような水準でできるというものだ．もちろん自身の手技が十全なも
のであるかどうかについて自身でチェックしなくてはならないだろうけども，それを他人
にわかるようなかたちで言語化し，口に出して指示をするよりは，自分で納得のいくよう
にやってしまうほうが端的に手っ取り早い．とくに，第5章で確認したように，職業介護者
の限定性に対しては標準化というかたちで縮小に向けた圧力が働いているのであり，職業
介護者の限定性が無限定な領域へ伸長することが忌避された場合には，家族介護者が，職
業介護者によって果たされうる介護の範囲までをも担うということは十分に考えられる．
その意味において，なるべく介護を自身で担ってしまうという方法が，家族介護者をマネ
ジメント役割から解放する方法としてひとまず提案することができる．もちろん，介護の
すべてを自身でおこなえばマネジメント役割がなくなるというのは形式論理であるし，本
研究が調査した事例では職業介護者が介護に参加していない例はなく，また主たる家族介
護者が0人ないし少数という事例が多いため，それらの人々が24時間365日の介護をすべて
担うということは現実的には難しい．ゆえに，どれだけ自身で介護を担おうとも，職業介
護者の手を借りなくてはならないことは変わらず，マネジメント役割はどうしても部分的
には残るのだろう5)．とはいえ，こうすることでマネジメント役割の極小化がもたらされる
ということは指摘できると思われる． 
しかし，この方法を思いついた人は，即座にこれが現実的な方法ではないことにも気が

つくだろう．なぜなら，介護の仕事のなにもかもを背負ってしまえば，すなわち，前節ま
でで見たような職業介護者の限定性を補完するという家族介護者の役割を最大限発揮すれ
ば，たしかにマネジメント役割は果たさなくてよいことになるかもしれないけれども，そ
れでは家族介護者に課せられる介護負担が過剰になってしまうからだ．それは本章第1節で
見たような困難を生み出す．かといって，こうした直接的な負担を職業介護者の側に投げ
返せば，今度はふたたびマネジメント役割が発生してしまう．要するに，職業介護者の限
定性の補完という役割と，マネジメント役割を同時に解決するという課題は，ジレンマ状
況に陥っているということがいえるのである．家族介護者のもつ限定性のそれぞれを発端
とする問題を同時に解決することは難しいのだ． 
また，前章第4節でも確認したように，このマネジメント役割それ自体を無化するという

対処は無理筋であると思われる．マネジメント役割はまさに家族であるという家族介護者
の特性と密接に関連しているものであって，これを直接消去することは，家族という関係
性を消去することに等しいが，それはそれほど簡単なことではないし，患者や家族介護者
の望むところでもないだろう．そうであるならば，やはり，目指されるべきは，一定程度
マネジメント役割が存在してしまうことを引き受けた上で，しかしこれにともなう負担が
過剰とならないような道筋を探すことである．家族が家族であり，それゆえにマネジメン
ト役割を背負わざるをえないことを所与としてなお，こうしたマネジメント役割による負
担を軽減する方法はあるのだろうか．次節ではそのことを考えていこう． 
 
4 マネジメント役割からの部分的解放――職業介護者の卓越した限定性という解決 
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前章では，家族介護者がもつ限定性のなかでもとくにマネジメント役割について，それ
が家族介護者にとっての負担となる場面があり，しかも家族という属性に起因している以
上それは完全に取り払うことはできないことを述べた．それを受けて本節では，しかし，
そうであってもマネジメント役割の負担を一定程度軽減するような方策を提案することを
目指す． 
前節では，患者の入院につきっきりで面倒を見ようとする佐藤真也さんの語りを見たが，

実はこれと好対照をなす事例がある．すなわち，阿部歩さんが同じように入院した際の様
子である．阿部歩さんが検査入院をした際，家族介護者である阿部伊織さんは，それに毎
日付き添うことはなく，それどころか，家族と海外旅行をしているのである（フィールド
ノーツ 2012/08/16，2012/08/18）．その間，メールなどで連絡を取ることは可能であるにし
ても，物理的な距離を増大させることに対する相対的な抵抗の無さは，マネジメント役割
を大きく手放していることを意味していると考えられる． 
もちろん，この旅行の間，伊織さんがまったく歩さんのことを気にかけなかったという

ことはないだろう．また，このようにマネジメント役割を手放すことができるためには，
患者，ここでは歩さんの臨床的な安定や，このように旅行をすることについて，「私は平
気なほうですので」（インタビュー 2012/07/12）と言えてしまう伊織さんのような家族介
護者個々人の性格も影響しているだろう6)．こうした様々な変数があることを認めた上で，
しかしなお，それらには還元することのできない構造的な要因があるのならば，それはマ
ネジメント役割に由来する負担を家族介護者から引き剥がす方法のひとつになるだろう． 
何がマネジメント役割を軽減するのか．ここで注目したいのは，先にも登場した遠藤さ

んの存在である．第4章および第5章でもみたように，遠藤さんは阿部さんの介護者であり，
そして意志伝達装置周辺の電子機器の扱いを一手に引き受けている＝自身の限定性として
組み込んでいる人物である．それはソフト面にとどまらず，ハード面でも同じだ．阿部さ
んの自宅のベッドの周囲には，人工呼吸器や痰の吸引器に勝るとも劣らない存在感でパソ
コンとその周辺機器があり，それらをつなぐ配線は整然と束ねられている．100円ショップ
などで買い集めた素材でそれらをまとめているのも，遠藤さんなのである． 
こうしたパソコン周辺の仕事について，家族介護者である阿部伊織さんは，遠藤さんに

「全部お任せ」であるという（フィールドノーツ 2012/11/03）．もちろん意志伝達装置の
基本的な操作・調整の仕方は伊織さんも心得てはいるものの，個々のソフトのインストー
ルやそのインターフェースの改善，新しい機器の導入とそれにともなう既存の環境との調
整などは，遠藤さんがこれを取り仕切っている．それは電子機器の扱いに慣れた人であれ
ば特別に高度なものではないかもしれないけれども，しかし伊織さんにとっては全体を把
握するのが困難なものである．ここに，家族介護者がマネジメント役割から解放されるた
めのヒントがある．それを理解するためには，そもそもなぜマネジメント役割が家族介護
者に課されるのかを考えればよい．その原因の一端は，介護の技術をさしあたり家族介護
者も身につけ，その内容や範囲について策定する能力を家族介護者が保有することにある
のだった．つまり，マネジメントが可能だから，マネジメント役割が課されるのである． 
それに対し，そもそも家族介護者にマネジメントの能力がないなら，マネジメント役割

は課されない．遠藤さんが介護の中で担っているパソコン周辺の仕事は，伊織さんが把握
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できないものであり，それゆえに少なくともパソコン周辺の役割について，伊織さんはマ
ネジメント役割を負わなくてもよくなるのである． 
阿部歩さんが入院した際にも，こうしたマネジメント役割の一部解除があり，そのこと

をひとつの要因として，伊織さんがこれにつきっきりにならないでもよいような状況がつ
くられていると解釈することができる．たしかに，パソコンの扱いは介護のなかでも部分
的なものではある．しかし，ALSの患者にとっては，それは外界への発信能力の担保を意味
する．とくに，パソコンを利用した意志伝達装置は，セッティングさえたしかであれば，
透明文字盤や口文字とは異なり，能動的な発信を可能とするものだ．介護に関して，普段
の職業介護者にくらべると技量の劣る病院のスタッフしか周囲にいなくても，患者本人が
要望をきちんと伝えられるのであれば，すなわち患者本人がマネジメント役割を担えるの
であれば，それは結果として家族介護者のマネジメント役割に由来する負担の軽減につな
がるのである． 
このように，職業介護者が部分的に卓越した限定性をもっている場合，家族介護者は少

なくともその領域において，マネジメント役割を手放すことができる．もちろん，職業介
護者がこのような限定性をもつことに困難がともなうのは，第4章や第5章で確認したとお
りである．第5章第2節の鈴木さんの語りにもあらわれているように，それほど詳しくない
領域について職業介護者が新たにこれを身につけることは難しい場合が多く，それを強要
することは職業介護者の負担を招来する．また，仮にある部分について卓越した限定性を
もちえたとしても，さらに別の領域についても同等の練達を要求されてしまえば，限定性
が無限定な領域へ流出するという，第4章第4節でみたような困難が再来するだろう． 
また，仮に卓越した限定性をもっている職業介護者がいたとして，それは患者とのあい

だでニーズを生成しうる領域にあるものでなくては，ここでみたような効果は望めないだ
ろう．たとえば，まったくパソコンを利用しないような患者のもとでは，遠藤さんのよう
な職業介護者は，その基本的な介護技術を活かすことができたとしても，パソコンについ
ての卓越した限定性を活かすことはできないだろう．パソコンを用いた社会との交流を積
極的におこなおうとする阿部歩さんだからこそ，電子機器をうまく扱えることができ，そ
れを自身の役割と捉える遠藤さんの限定性が活かされ，少なくともその領域において家族
介護者である伊織さんのマネジメント役割が軽減されるのである．これらの留保は，結章
での提起にも関連する点である． 
以上，本章では，家族介護者がもつ限定性を，職業介護者の限定性の補完とマネジメン

ト役割というふたつに大別し，それぞれが抱える困難と，その対処について述べた．それ
らの対処は，当初の予想通り完全に困難を打ち消すものではなかったけれども，少なくと
もこれを軽減させる方途を示唆するものではあった． 
本研究は以上で，経験的な記述を終える．さて，スタートラインを振り返ってみれば，

本研究は，当事者主権が目指した理念を当事者主権とは異なった主張によって結実させる
ような介護のあり方を描くことを目的としたのであった．この目的に対して，ここまで積
み重ねた議論を踏まえると，私たちはどのようなこと言いうるのだろうか．結びたる次章
においてこのことを考えて，本研究は閉じられることになるだろう． 
 
［註］ 
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 1) 職業介護者と家族介護者，あるいは職業介護者と患者が，家族同然の付き合いをする

ことに対するある種の遠慮は，職業介護者の側にも見られることであった．第4章第4
節を参照のこと．ただし，こうした線引きが，職業介護者にとっては限定性が無限定
な領域へ拡散することを防ぐという意味においてその役割を縮小させうるものである
のに対し，家族介護者の場合には，逆に無限定な領域にある役割を自身で背負わなく
てはならないという帰結を生むということに注意したい． 

 2) もちろん，どのような役割が，職業介護者ではなくことに家族介護者に要請されるの
かということは事例によって異なる．とくに独居の患者の場合には，家族がいれば家
族に頼んでいたであろうことを職業介護者に頼むということもあるかもしれない．ま
た，ここで誕生日のパーティーを職業介護者の側が楽しんでいるとは思われないとい
うのはあくまで家族介護者の語りに基づいた記述であり，職業介護者の側の認識がそ
うであるか否かをこの語りから導出することはできない． 

 3) 数土直紀（2001）は，最初は協力し，その後は相手の手を模倣するしっぺ返し戦略が
無限繰り返し囚人のジレンマゲームにおける有効な戦略であることを示した上で，現
代社会における他者との共生には，「他者を受け容れ，そのあと他者に主張する」（数
土 2001: 249）ことが必要であると言う．本節でみた中村仁奈さんの考え方を，こうし
た戦略が現実において駆動している様子としてみることもできるかもしれない． 

 4) ただし，中村仁奈さんの場合，通所授産施設などの福祉関係の就業経験があることや，
同居家族として子供がいることなど，ALSの家族介護者一般にあてはまるわけではない
要素をもつことを指摘しておきたい．これらの要素が中村さんの実践にどのように影
響しているのかは別途考察する必要がある． 

 5) ただし，複数の家族介護者のみによって介護が担われる例も存在しないわけではない
と思われる．そうした状況が生まれる要因としては，都市部以外で職業介護者が十分
に存在しない地域に住んでいる，患者が家族ではない職業介護者の世話を受けること
に忌避感を感じる世代であり，支援を拒否するといったことが考えられる． 

 6) ここには，介護に対する性向のジェンダー差も存在してる可能性がある．阿部伊織さ
んは，同じ配偶者介護であっても，男性介護者の方が神経質になりがちなのではない
かという印象を話す（フィールドノーツ 2012/11/10）．これは，本論中で見た佐藤さ
んと阿部さんのあいだの違いにも合致する示唆である． 

   たしかに，介護は女性親族の手によって担われがちで，ALSにおいてもそれは同様で
あることが従来から指摘されてきた．それはとくにALSの場合，介護者になりうる親族
が男性しかいない女性患者の人工呼吸器装着の可否，ひいてはその患者の生存に影響
する問題であり，その差は縮小傾向にあることが示されつつも（酒井 2012），依然，
発症における男女比と，生存している患者の男女比の違いとしてジェンダーと介護負
担の関連は顕在化している（土屋 2004）． 

   しかし，もし介護をする者に限って見た場合，男性の方が強く介護に没入し，それ
ゆえに強い負担を感じているのであれば，それは女性の介護負担を強調する陰で見逃
されてよい問題ではないだろう．男性の方が介護に対する没入が強いのか否か，もし
そうであるならば，男性の中には介護に強く傾倒する人々と，介護を忌避する人々と



 

 135 

いう二極分化が起きているのかといった問いは，検証されるべき論点として残されて
いる． 
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結章 
 
本章では，ここまでおこなわれた議論を駆け足で確認し（第1節），次に，そこで得られ

た知見を踏まえるならば，どのような介護のあり方が導かれるのかについて述べる（第2節）．
そこまでを本研究の到達点とした上で，続いて，そこからこぼれ落ちたもの，その先にあ
るものについて検討することで，今後の研究の展望を示す（第3節・第4章）． 
 
1 ここまでに述べたこと 

 
まず本節で，ここまでの議論をいまいちどまとめなおそう． 
序章では，まずALSの医学的・生理学的な情報について概観し，以降の議論をおこなって

いく上での最低限の前提知識を共有した．続いて，ALSについての学問全体での研究状況が
簡単に提示され，とくに社会学においては，それが尊厳死をめぐる問題に集中しているこ
と，しかしそれは必ずしも社会学がALSという疾病を対象にした時に検討すべき唯一の問題
系ではないことを指摘した．そこで，本研究は尊厳死の問題をいったん脇に置き，尊厳死
にかかわる選択を経た，人工呼吸器装着以後の患者の在宅療養生活に注目し，しばしば等
閑視されていた患者の生活実態に問題関心を置くことを述べた． 
第1章では，障害者の地域・在宅生活を考察するに際してのふたつの考え方を対比的に検

討し，本研究の理論的な足場固めをおこなった．ALS患者のみならず，障害者が地域・在宅
で生活を営んでいくためには，当事者主権という強い主張が必要であった．この声は当事
者たる障害者から発せられたもので，「あなたのために」という言い方を免罪符として跋
扈していたパターナリズムを排し，施設を脱して，健常者と同じように，かりに他人の手
助けがあったとしてもそのあり方を自身で決定しているという意味において自立して，好
きな場所で好きなように生活をしていくことが目指された．しかし，支援の現場において
はこうした当事者主権の発想ばかりではうまくいかないという現実が明らかになっている
ことが指摘され，それはALSの介護においても同様であることが述べられた．すなわち，あ
るニーズを患者が確固としてもっており，これが相互行為の中で顕在／潜在するという当
事者主権の発想は，そもそも社会的な関係の方が私たちの決定に対して先行していること
を見落としており，そもそもニーズそれ自体が患者と患者をとりまく人々の関係性の所産
であると考えるほうが適切なのである．ここにおいて，研究上の視点は患者から介護者の
側へ移されるとともに，ニーズが関係性のなかで生じるその有り様を体系的に論じるため
には，介護者側がどのような役割意識をもって患者に対しているのかが検討されなくては
ならないことが述べられた． 
第2章では，以上の理論的な検討から要請される，既存の研究についての考察がおこなわ

れた．具体的には，介護者の側の役割意識がどのようなものであるのかについての示唆を
得るとともに，適切な概念道具を整備することを目的として，医療・看護・介護の領域に
おいて，「限定性」という概念を用いて分析をおこなった研究が検討された．そこでは，
限定性概念の淵源であるパーソンズ，これにラディカルな批判を加えたフリードソンとい
う対立を基盤として，これを穏当なかたちで統合し，相互行為における限定性の構成と問
い直しという次元に注目した三井，さらには，以上の専門職についての議論に対して家族
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介護を対象とし，限定性をもとうとする実践が必ずしも成功しない場面を描いた井口とい
う，主に4人の論者の研究が検討された．本研究では以上を受けて，限定性概念を「介護の
中である介護者がするとされている職務ないし役割の範囲」として再定義した．ここにお
いて，本研究はその理論的な足場と，分析の道具を手に入れた． 
第3章では，本研究においておこなわれた調査について述べた．調査協力者との接触やラ

ポールの形成，また調査倫理，調査方法についてまず実態的な記述がなされたのち，あら
ためて調査協力者の属性ごとの定義がなされ，以上にそって実際におこなわれた調査の履
歴が提示された．また，ここで分析の視角としては現象学的なそれが導入されることが述
べられた．さらに本研究でおこないえた調査について，そこに含まれない事例が不可避に
存在してしまうこと，それゆえに本研究にはあらかじめの限界があることを認めた上で，
しかしなお，本研究には独自の意義があることが主張された． 
第4章では，職業介護者の限定性の構成が，おもに患者とのやりとりに注目して描かれた．

まず，第1章で議論したふたつの発想について，たしかにALS介護にも当事者主権的な側面
があることを認めた上で，しかし，関係性におけるニーズ生成という場面もたしかにあり，
むしろ，患者がベッドの上のみならず，様々な人々と交流しながら，健常者と大差なく活
動していこうとするなら，後者に注目しなくてはならないことがあらためて確認された．
その上で，そうした患者の活動を下支えする職業介護者の限定性が構成されていく様子を，
当事者主権的発想の相対化と，制度の相対化というふたつに分析的に区別し，それぞれを
描いた．こうした限定化のあり方は，限定性が無限定な領域へ拡散していく危険を孕んだ
ものであり，実際にそうした困難があらわれてしまう様子，その困難に職業介護者が対処
しようとする様子，しかしその対処方法は必ずしも万全なものではなく，不安定さの最中
にあるものであるということが述べられた． 
第5章では，おもに介護者間のやりとりに注目し，職業介護者の限定性がこれに影響を受

けていく様子を記述した．先に参入した職業介護者からの教育や，患者からの要望，家族
介護者からの患者の要望の伝達などによって，職業介護者の限定性には，これが標準化さ
れるように力が加えられている．また，こうした限定性の標準化には，限定性が無限定な
領域へと拡散していくという前章で見たような危険を未然に防ぐという機能があることが
示された．しかし，このように限定性を標準化することは，患者との関係性においてニー
ズを創出する可能性を減じるという側面をもつ．それゆえに，こうした標準化が忌避され
る事例も存在しており，そこでは，職業介護者に過度に拡散した限定性をもつことによっ
て困難が生まれることを防ぐような仕組みが作動しているということが明らかになった．
また，職業介護者同士のみならず，家族介護者とのやりとりにおいても職業介護者の限定
性は水路付けられており，家族介護者への職業介護者の配慮や，逆に家族介護者側の采配
によって，職業介護者の限定性は変容していることが示された． 
第6章では，家族介護者の限定性がどのように構成されるのかが述べられた．家族である

という家族介護者が不可避にもってしまう性質，それが介護の場面においてもたらすもの
についてまず検討が加えられ，それが家族介護者の限定性の構成に深く関わっていること
が示された．ここで挙げられた家族介護者の限定性とは大きくふたつであり，職業介護者
の限定性の補完という役割と，職業介護者を含めた介護全体の指揮監督というマネジメン
ト役割である．これらはどちらも，職業介護者の限定性如何によって何をすべきであるの
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かが変わるという，職業介護者の限定性にはない性質をもったものであり，また，その由
来に家族という容易には変え難い属性が影響してしまっていることから，もしここに困難
が胚胎するのだとしても，それを抜本的に取り除くことは難しいということが指摘された． 
第7章では，前章で提示された家族介護者のふたつの限定性について，そのそれぞれがも

たらす困難が示されるとともに，それを無化せずとも緩和させる方策が探られた．まず，
職業介護者の限定性の補完という役割について，この役割は実質的に家族介護者の限定性
を無限定な領域へと拡散させるものであることが述べられた．というのも，ALS患者の活動
が健常者と同じ意味において多岐にわたる上，そもそも職業介護者と家族介護者に期待さ
れることは別の範囲にあり，後者のほうがより拡散しやすいからである．この困難に対し
ては，患者の要望を真に理解することは根本的に不可能であることを言った上で，しかし
それでもなお患者を拒否せず関わり続けるという態度を示すことが対策になるのではない
かという示唆が，ある家族介護者の語りから得られた．また，マネジメント役割に関して
は，これが介護サービスの拡充によっては解消されない次元にある負担であることをいま
いちど確認した上で，しかし，そもそもマネジメントできない範囲まで職業介護者の限定
性が飛び抜けていると，少なくともその領域においては，家族介護者はマネジメント役割
から解放されるということが指摘された． 
では，以上の議論を踏まえることによって，私たちは何をすることができるのだろうか．

それは，「目的が与えられたばあい，〔考えられる〕手段が，どの程度〔その目的に〕適
しているか，という問いに答え」，「いかなる手段が，ある考えられた目的を達成するの
に適しているか，それとも適していないか，ある妥当性をもって確定すること」（Weber 1904
＝1998: 31，亀甲括弧内は邦訳者による）である．つまりは，介護の現場においてある目標
を定めた時に，それを達成するための最適手を，ここまでの議論から得られた論理的な連
関から導出することが，いまや可能となったのである．では，その目標，本研究が目指し
たものとは何か．それは，当事者主権を教条的に繰り返すことから脱し，しかし当事者主
権が目指した理想を別の仕方で達成することであった．本研究においてこれまで議論し，
そこで得られた知見を駆使することによって，次節ではこの目標に挑んでいくこととしよ
う． 
 
2 当事者主権が目指したものの結実 
――ニーズの生成可能性の担保と，介護者の負担軽減の両立を目指して 
 
本節では，介護においてある目標を据えたときに，本研究のこれまでの議論を踏まえる

ことによって導かれる，その目標を達成するにあたっての最善の方法を示すこととしよう． 
その目標とは何か．それは，本研究のスタートラインを思い出せばおのずと設定される．

本研究は，当事者主権が掲げた理念それ自体を擁護しながら，しかし当事者主権とは異な
った回路でそれを結実させること，しかも，避けがたく能力概念を孕んでしまう自己決定
という契機を経由せずにそれをおこなうことを目標としたのだった．なれば，それを目標
として設定し，その目標を達成するための方途を，本研究が示しえた論理連関から導出す
ればよい．そのためには，まず当事者主権が訴えたものがそもそも何であったのかをここ
で確認しておかなくてはならないだろう． 
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それは，第1章でも引用したように，「みずからの人生を非障害者が享受するのと同じよ
うに享受していける社会」（中西・上野 2003: 30）である．本研究の立場である関係性に
おけるニーズの生成という観点からこの目標を翻訳すると，それは以下のように言い換え
られるだろう．まず，（1）患者の生の多様性をないがしろにしないこと，すなわち，患者
と介護者のあいだの関係性のなかでニーズが生まれうる可能性を，なるべく大きく担保す
ること．これは，健常者が生活のなかでもちえる可能性を，障害者もまったく同様にもて
るようにするということでもある．さて，先の目標を言い換えるだけなら，これだけでも
よいと思えてしまうかもしれないが，しかしここではもうひとつ加えよう．すなわち，（1）
と同時に，（2）職業介護者と家族介護者が介護のなかで抱える負担や困難をあたうかぎり
軽減すること，これを付け加えることが必要である．なぜなら，この条件の達成が，ひる
がえって患者の生の安定的な持続を可能とすることに資するからである．このふたつを同
時に満足させることこそ，本研究が当事者主権とは別様の仕方で達成を目指すものである1)． 
単純に考えると，このふたつは相反する目標であるようにも思える．なぜなら，患者と

の関係性においてより広範なニーズを立ち上がらせていくためには，介護者の側にそれに
値する限定性が必要となるのであって，そのように限定性を無限定な領域へ開いていくこ
とは，職業介護者・家族介護者の双方に負担をもたらすからであり，また，介護者側の負
担軽減を是とすれば，自立生活を営みたい患者に施設での生活を余儀なくさせるといった，
当事者主権が批判した事態がふたたび立ちあらわれてしまうからである． 
しかし，そうではないことはこれまでの議論から十分に言える．その鍵は，職業介護者

の複数性だ．標準化されないようなかたちで限定性をもった複数の職業介護者を存在させ
ることによって，ニーズ生成の可能性を広く担保した上で，それにともなって生まれると
思われる職業介護者の側の困難を防ぎながら，家族介護者の負担軽減を目指すのである．
では，具体的にそれぞれのアクターについて，とるべき方途をみていこう． 
まず，職業介護者について．職業介護者は，無理に限定性の範囲を拡張することを志向

しなくてよい．こうした志向をもたなければ，無限定な領域へ限定性が拡張していくこと
による困難は軽減されるだろう． 
一方で，このことは職業介護者の限定性を狭くすべきということではない．むしろ，自

身の生活のなかでやってきたこと／やっていることのなかで介護にも活かせるものについ
ては，積極的にこれを深めるようにすればよい．たとえば，職業介護者が学生時代にクラ
ブ活動やサークルで演奏会をしたことがあれば，患者がそうした会に参加したい，あるい
はそうした会を企画したいというときに，そのノウハウを無理なく活かすことができるだ
ろう．また，家でペットを飼っている職業介護者であれば，同じくペットを飼っている患
者や，これから飼いたいという患者に，自身の経験を活かしながら助言をすることができ
るだろう．こうしたことが可能になるのは，職業介護者が介護から退出可能であり，介護
以外の自身の生活をもっているということによる．家族介護者にはない職業介護者の特性
が，ここで活かされるのである2)．その意味では，様々な仕事を転職してから介護に参入し
た介護者の方が，そうでない介護者に比べてこうした限定性をもちやすいということはあ
るかもしれない．また，近年の福祉系大学の増加により，大卒後すぐに働き始める介護者
が増えると思われるが，それらの人々についても，学生時代に様々な経験を積んでおくこ
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とが――一般的に言われるような学生生活の理想としてだけではなく，むしろ介護におけ
る実利において――重要であるといえるだろう． 
このように職業介護者のひとりひとりが，自身の得意分野を活かすことができれば，そ

れぞれがすべての範囲をカバーすることはできずとも，職業介護者全体として，患者とと
も立ち上がらせるニーズの範囲を広くとることができるだろう．もちろん以上のことは，
痰の吸引をはじめとした身体的なケアについては全員がきちんとできることを前提とした
上での話である．このように各自が卓越した限定性を行使できれば，家族介護者はマネジ
メント役割から部分的に解放されるだろう．第5章第4節でみたように，職業介護者は家族
介護者の負担を軽減させようという心性をもっているから，こうした効果が見込まれるこ
とは職業介護者にこのような働き方をさせやすくする一助となるだろう． 
さて，このように，職業介護者が自身の限定性をそれぞれ独立して発揮することを目指

す以上，限定性が標準化されることは避けなくてはいけない．そのことが，とりもなおさ
ず患者がすべきことを指示する． 
すなわち，患者は職業介護者の全員が一律に同じ限定性をもっており，同じようにニー

ズを生み出すことができるという考え方から離脱しなくてはならない．職業介護者の限定
性を標準化させる理由のひとつとして，ある職業介護者が突出した役目を負ってしまうと，
患者を経由してそれがほかの職業介護者にも課せられてしまうということがあった．患者
は，職業介護者がそれぞれ異なった限定性をもっていることを前提とした上で，そのとき
ごとにその場にいる職業介護者の限定性に応じて，ニーズを作り上げていけばよい． 
このことは，患者にいくつかの負担をもたらすかもしれない．ひとつは，患者が介護そ

れ自体とともに，職業介護者の限定性をも観測し，マネジメントしなくてはならなくなる
ということがいえる．職業介護者の全員が均一な限定性をもっているならば，そこにいる
のが誰かを問わず，一律に同じ指示をしていればよかった．しかしいまや，そこにいるの
が誰か，その介護者がどのような限定性をもっているのかを勘案しなければならなくなる．
しかし，第5章第3節で見たように，一部の患者はすでにそれをおこなっているのであって，
これはまったく不可能なことではないはずだ． 
また，他に考えられる負担として，患者がある要望をもつとき，その要望に応じた限定

性を介護者がもたないと思われるために，患者が我慢してしまう場面が発生しうるという
ことがある3)．こうした問題への対処としては，介護者の限定性を完全に把握することを患
者が諦めるということが挙げられる．そして，介護者の限定性と自身の要望が一致しない
可能性があることを受け入れた上で，それでもなお，要望を介護者に訴えるのである．こ
の方法をとれば，そもそも不可能に近い介護者の限定性の完全把握という目標に悩むこと
なく，しかも介護者の限定性に揺さぶりをかけ，これを更新させる契機を生むことができ
る．かわりに，自身が予測した介護者の限定性と，実際の介護者の限定性が一致しない場
面が増えるかもしれないが，患者の側にはそれを甘受することが求められるだろう．次善
の策として，適切に職業介護者の采配をおこなうことで，ある限定性が必要な場面が，そ
の限定性をもった職業介護者がいるときに調度よく重なるよう，職業介護者の勤務を調整
するという対策はありえるかもしれない．この調整も最初のうちは負担があるだろうが，
これが軌道に乗れば，その場面ごとに適合的な限定性を振るうことのできる職業介護者が
ちょどよくそばにいてくれるという状態が実現するだろう． 
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以上のように，職業介護者間の限定性の相違を利用した介護を成功裡に駆動させるため
には，職業介護者と患者のあいだでのマッチングが重要になる．すなわち，患者と職業介
護者双方の，趣味や社会的活動のあり方を把握し，これを踏まえて事業所が職業介護者を
患者のもとに派遣できるとよい．もちろん，すでに性格の相性や，性別・勤務時間の都合
などで介護者の選別はなされている上，慢性的な介護労働者の不足もあって多くを要求す
ることはできないかもしれない．しかし，たとえば同じ条件で職業介護者のどちらかを選
ばなくてはならないというときに，こうした基準を導入することは検討されてよい．こう
した仕組みがあれば，患者の側に課せられる職業介護者を限定性の観点からマネジメント
する負担も減じるだろう4)．また，自薦ヘルパーの仕組みは，この意味においても重要であ
ると思われる．利用者の側が推薦した人物を訓練し，利用者の都合に合わせて勤務させる
という自薦ヘルパーの仕組みのもとであれば，利用者の活動に合致した限定性をもった職
業介護者を獲得しようとする際にも有効であろう．自薦ヘルパーは近年の介護において推
進されているが，本研究から導かれる政策的なインプリケーションとしても，その効果が
主張できるのである． 
同時に，このように職業介護者が各自の特技に応じた限定性を行使することに，事業所

ないし職業介護者がインセンティブをもつような制度設計をすることも要請される．今回
の調査協力者からは，経済的な動機付けがなくとも制度上定められていない領域において
まで自身ができることを果たしていこうという心意気を感じたが，必ずしも介護者全員が
そうではないだろうし，個人の熱意に依存したシステムは脆弱性が大きい．そこで，職業
介護者が現状の制度に定められていないところまで自身の限定性をもって介護にあたるこ
とを評価し，これを給与をはじめとした待遇に還元する仕組みが構想されなくてはならな
い．参考になるのは，患者の満足の程度で医師の報酬を決めることを考えたフリードソン
（1970＝1992）の設計だろう． 
ここまでで示した介護のあり方が実現していれば，家族介護者の負担も極小化できると

思われる．というのも，まず介護サービスの十全な利用により，さしあたって介護負担は
いくらか減じる．その上で，職業介護者がそれぞれ，他の職業介護者はもたない卓越した
限定性を発揮していれば，家族介護者はそれらの領域においてマネジメント役割を放棄し
ていける．家族という属性ゆえに課されてしまう限定性は消し難く残ってしまうけれども，
そうでないよりはいくらか楽になるはずだ．ゆえに，家族介護者にはまずサービスにアク
セスし，これを存分に利用することが求められる5)．また，家族介護者には，患者と並んで
職業介護者を限定性という観点からもマネジメントすることが要請されるが，この負担を
患者との協働によって抑えつつ，職業介護者の卓越した限定性をもちいることによってマ
ネジメント役割の負担を軽減すれば，負担を増大させる結果にはならないと思われる．く
わえて，先にも述べたような事業所側による限定性という観点からの職業介護者のマネジ
メントがあれば，この負担はさらに軽減されるだろう． 
まとめれば，複数の職業介護者がそれぞれ異なった限定性を発揮することが可能となる

ような環境を整えることが，職業介護者と家族介護者それぞれの負担を軽減するとともに，
患者とともにニーズを立ち上げる可能性を担保することにもつながるのである． 
こうした職業介護者の複数性を，別の角度から評価することもできる．ここで参考にな

るのは，多摩地域における知的障害者支援である．三井（2011b）によれば，多摩地域では，
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障害者が制度上かかわりのない複数の団体に通ったり，複数の事業所からヘルパーを派遣
されていたりするという．こうした取り組みにより，家族や特定の事業所を相手とした単
一の関係性のみに患者が帰属させられることが避けられる．その結果，ひとつの関係性か
らは見えてこなかった，主体としての障害者の像が結ばれると三井は言う．「一人の当事
者にさまざまな団体や支援者がかかわることによって，特定の支援者や団体には見抜けな
いその人の姿を，浮かび上がらせようとしている」（三井 2011b: 12）というこうした試み
は，主体たる障害者の自己決定をことさらに主張するのではなく，そこに避けがたく支援
者の介入が生じてしまうことをいったん認めた上で，支援者も含めた関係性のなかに人々
を差し戻し，その中からふたたび――そうした関係性の産物であるものとしての――主体
ないし自己決定を立ち上がらせるものとみることができるだろう． 
三井が見たのは障害者が利用する事業所や団体の複数性であるが，本研究で見たような

職業介護者の相異なる限定性についても，論理的には同じことが言えるだろう．ただ単に
人数という意味において複数の職業介護者がいることが重要なのではなく，限定性につい
てそれぞれ差をもった職業介護者がいることによって，患者とともに立ち上がらせること
にできるニーズにバリエーションがもたらされる．そうした複数の人々との様々な関係性
のなかで生きていくことは，ひるがえって，三井が指摘するような「当事者がその人とし
て生きていく」（三井 2011b: 12）ことに資するだろう． 
もちろん，経済的な障害や制度上の問題点が，以上のような介護のあり方が実現するこ

とを難しくするということはあろう．複数の事業所を利用することは，事業所間の調整や
連絡が必要になることを意味するし，同じ事業所のなかでも介護者ごとに守備範囲が異な
ることをよしとするのであれば，それを把握・管理するコストもかかる．こうした積み残
しの問題が多くあることは認めざるをえない．しかし，現状において可能であることを考
えることと，その現状を越えてありうべきビジョンを構想することは矛盾しないはずだ．
そして現状を変えていく推進力をもつのは後者である．ここで提示した介護のあり方は，
そうした構想のための羅針盤たらんことを目指している． 
 
3 本研究の限界と今後の展望 

 
以上のように一定の主張を言うに至った本研究は，しかしなおこのままでは論じうる射

程に大きな限界をもっている．そして，そうした限界は，本研究のあとに続いておこなわ
れるべき研究がいかなるものであるべきかを指示するものである． 
本研究がもつ限界の第一は，第3章でも述べたように，今回調査に協力を得ることのでき

た人々が，実際にALS介護の営みに参加している人々の中でもきわめて偏った部分に位置す
る人々であり，またその数も多いとはいえないということである6)． 
この点はすなわち，本研究がおこなったことを更に精緻化し，また微修正していくとい

う次なる研究の必要性を提起する．すなわち，ALS介護を営む当事者たちと，今後も同様の
問いを探っていくということである．その際には，単純な協力者の増加に満足するのでは
なく，本研究が対象としえなかったような特徴をもった人々をも視野に入れることが重要
になるだろう．すなわち，家族介護者が複数である場合7)や，家族介護者が配偶者でない場
合が検討されなくてはならない．また，本研究における調査協力者は首都圏在住の人々に
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限られており，介護者不足が叫ばれる地方においてはまた異なった様子がうかがえるだろ
う．本研究が設定した問題に対する解答の核は，職業介護者の限定性のばらつきにある．
ゆえに，そうした職業介護者に簡単に頼ることのできない場面があるならば，ではどうし
たらよいのか，というのは本研究の枠内では答えることができない．行政による雇用創出
も兼ねた介護者の育成は一方で重要だけれども，それと同時に，職業介護者が十分にいな
い中でどのような介護が可能かも考えていかなくてはならないのだ．くわえて，人工呼吸
器装着以前の患者や，それを拒否している患者，発症直後で要介護度や障害等級が低い患
者の事例の検討も，本研究の裾野を広げるだろう． 
また本研究は第二に，本研究はALSというきわめて特殊な事例を対象としており，そうで

あるからこそ得られた知見は多いものの，それらがその他の疾病や障害の支援においてど
こまで適用できるかは未知であるという限界をもつ．障害はあっても，自分で動ける，自
分で話せる人々，あるいは健常者やALS患者のようには，随意的な意図を外に伝える術をも
たない人々について，前節で述べたような主張がそのまま当てはまるとは思えず，個々の
事例に応じた修正が必要と思われる． 
この限界は，本研究で得られた知見の適用範囲の慎重な拡大という今後の課題を指示す

る．これはすなわち，いわゆる中範囲の理論を志向することを意味する．患者が自身から
言わずとも患者のことを慮り，良かれと思う行為を患者に対して提案する，全身不随であ
りながらしかし健常者と変わらない社会的活動をしようとする患者を支える，そうしたALS
の介護者を見たからこそ，本研究は前節でみたような介護のあり方を提示することができ
た．しかし，それがそのまま他の病者や障害者にも転用できるとするのは拙速であろう．
多くの病者や障害者は，たとえば身体機能においてALSの患者よりもその程度が低いと思わ
れる．しかし，それらの人々にはALSの患者にはない問題や苦労も一方ではあるのだろうし，
たとえば障害者のなかでも知的障害者や精神障害者においては，支援の現況はまったく異
なる様相を呈することも予想される． 
もちろん，どのような病や障害を抱えている人であれ，それを支援する人との関係性の

中に生きているということは言え，それゆえに本研究が提示した介護のあり方がそうした
他の病や障害の支援の場面にも通底するということはありうるが，それが具体的にどのよ
うなかたちをとるのかはいまだ討究されるべきものとして手付かずのままである．本研究
の意義を述べた段で，身体障害の極地であるALSの介護を対象とすることが，その他の身体
障害のみならず，関係性のなかに生きるという意味において知的障害や精神障害を見る上
での有用な窓となりうることを言ったけれども，その領野はいまだこのようにして残され，
議論を待っている． 
第三に，本研究はきわめて多様な問われるべき論点をもつALS介護のなかでも，とくに介

護者の限定性というトピックに取り組んだということが挙げられる．これは限界というよ
りは本研究が問うべきことを問うにあたって選びとった論点であり，それ以外の論点が零
れ落ちているということそれ自体は外在的な批判であろうが，しかし，ALSの介護において
問われるべき問題がなお残されていることには変わりない．また，それらが本研究がおこ
なった議論と関連する中で新たな知見が得られるということもあろう．いくつかの註にお
いて，別稿を期すべき論点は提起したが，近代的自我，制度，専門職，家族，スティグマ，
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生命倫理，ジェンダー，セクシュアリティ，感情といった様々な論点との絡みの中で，ALS
介護のあり方を今後も考えていく必要があるだろう． 
これと関連して，第四に，本研究は関係性のなかにおいてニーズが生成されるその様子

自体ではなく，その前提にある限定性がいかなるものであり，またそれがどのように獲得・
維持されているのかという次元での議論に始終している．その限定性をもって介護者が介
護に臨んだときに，実際のところニーズがどのように立ち上がっているのかには踏み込ん
でいないのである． 
しかしながら，逆に言えば，本研究を土台とすることによって，いよいよそうしたこと

を問うことができるようになったといえる．本研究が限定性という概念を導入するにあた
って述べたように，関係性においてニーズが生起するその前提にある現象を考察しなけれ
ば，現実において観察されるニーズの生成の様子はバラバラなエピソードとしてしか観察
することができない．しかし，本研究の議論を踏まえた上でなら，そうした様子を体系的
に論じることができるだろう．また，この論点は先に挙げた第一および第二の展望と組み
合わされることで，より広範な議論となる．様々な疾病・障害の支援の現場において，そ
の当人と介護者のあいだにある関係性のなかでいかにニーズは立ち上がっているのか．そ
の様子を分析していくことによって，どのような支援のあり方が構想でき，そのためにど
のような取り組みが必要であるのか．本研究のあとに続いて取り組まれるべき問いのなか
でももっとも大きなものは，これである． 
 
4 私の決定が社会の産物であること，しかしそれが私の決定でもあることについて 

 
以上をもって，本研究はひとまず閉じられる．当事者主権の発想を批判した上で，しか

しそれが目指したものを擁護し，それを別様なかたちで結実させる方途を示すという本研
究のもっとも大きな目的に対しては，一応の解が示された．だが，本研究はその目的と同
時に，関係性におけるニーズの生成の基盤を吟味し，ALS介護のあり方を考察することを通
じて，尊厳死などをめぐる議論への貢献をも意図していたのであった．この点については
どのようなことがいえるだろうか．前節で述べたように，本研究のあとに直接接続される
ものとして，ニーズが生成されるその様子についての議論がある．そうした研究を経たあ
とにでもこの論点について何か述べることはできるかもしれない．しかしここで本研究か
ら言いうることについてのみこの論点に触れる程度には，少し禁欲を解いてもよかろう． 
本研究において述べた範囲からすでに，患者の決定とされているものに，実は周囲の思

惑が避けがたく滑り込んでいるということが言える．そしてそれはかつて当事者主権とい
う発想が批判したような，温情主義のもとで患者の利益や権利を害すものばかりではなく，
むしろそうした周囲による介入があったればこそ実現するような，患者の社会的活動・交
流があるのだった．その詳細な実態は来たるべき別の研究に譲るとしても，少なくともそ
のことが今の時点で十分に言える．そして，それは生きるか死ぬかという特別な場面でな
くとも，日常においてすでにそうなのである．私たちの決定は，避けがたく関係性の網の
目の中から生まれてくる．もちろんそうした由来を引き受けた上でそれが私の意志なのだ
ということができ，そしてその私の意志のもとに主張されることが尊重されるということ
があってよく，またそれが多くの場合望ましいことでもある．由来が関係性の側にあるか
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ら，これに介入してもよいのだ，という論を立ててしまえば，それは誤りということにな
ろう（立岩 2008）．しかし，問題はその由来それ自体ではなく，そうした由来をもってい
るがゆえにその決定が抱えてしまう，移ろいやすさ，揺れ動きやすさである．それを忘れ
てしまったときには，決定があたかも真空の中で生まれたものであるかのように錯覚され，
ことさらに個人に帰属させられてしまうであろう．ひるがえって，それは尊厳死をめぐる
決定にも同じことが言える．尊厳死という選択肢が目の前にある人は，生きている，それ
ゆえに関係性の中に存在している人だからだ．そこでなされる決定を，あたかも最初から
そのようなものとしてあった純粋で不動のものと捉えるのは端的に誤りなのである．なら
ば，そのような決定，それがいかに，他を害さず，また自分で決めていると言えるもので
あっても，そうした決定ですら，それを許容することは，これを推進する人々が言うほど
には擁護が簡単な道理ではないはずだ．死の自己決定を間接的・結果的にでも迫り，自身
で自己決定したのだからその人が死ぬことを止めないという人々に反駁するならこれで十
分だし，自己決定のもとに死へ赴こうとしている人々も，こうした考え方のもとに一度立
ち止まってみることがあってよい． 
私の決定を尊重せよ．それと同時に，私の決定を私に押し付けるな．それは，病者や障

害者が健常者とまったく同じ資格において語る，雄弁で正当な二枚舌である． 
 
［註］ 

 

 1) 本研究は，ここに挙げた目標を，規範的に良い介護として提示するわけではない
、、
．こ

こで述べるのはあくまで，このような目標を置いた際に介護がいかなるものであれば
その目標が達せられるかということである．何が良い介護であるかについては，また
別の議論を要するところであろう．とはいえ，ここで提示した目標が規範的に良いも
のではないと言うのは難しいように思われ，ここでの目標は良い介護の必要条件とな
るものであろう． 

 2) 労働と娯楽という二項対立自体が必ずしも普遍的なものではなく，むしろ労働への示
唆の有無が余暇の価値を決定するという考え方すら過去には存在していたという指摘
はあるにせよ（Gusfield 1996），しかし，介護から離脱しているあいだに介護に役立つ
ことをせよという要求は職業介護者に負担をもたらすだろう．現代においても，休日
に労働者を拘束して仕事に関係するとされるセミナーに参加させるのは，いわゆる「ブ
ラック企業」の所業として批判されるところのものである． 

   そうではなく，ここで述べているのはあくまで，介護とは別におこなっている職業
介護者の活動が――もちろん，その線引きは曖昧なものであるが――そのまま無理の
ないかたちで介護にも転用されるならば問題がないはずだということである．個人の
生活に密着し，潜在的には健常者と変わらない活動が可能であるALS患者であればこそ，
職業介護者が日常的におこなっていることが活かされるのである．高度に専門化され，
日常とは隔絶した活動がおこなわれる医学や法学の臨床において，医師や弁護士の余
暇活動がそのまま活かされる場面が想像しづらいということと対比してみるとわかり
やすいだろう． 
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 3) このことは，患者が一切の我慢をすべきでないということを指示しない．もちろん，
当事者主権のスローガンのもとで批判されてきたように，障害者らは社会的な不利益
を被ってきたのであって，それが是正されるべきであることは言える．しかし，その
揺り戻しとして障害者らが発する要求のなにもかもが達成されるべきであるという主
張は適切でないように思われる．私たちは社会のなかの物理的な条件や，他者の存在
を前提（ときには障壁）として生きざるをえないのであって，それは健常者でも障害
者でも変わらない．たとえそれが擬制であったとしても，障害者の言い分はすべて達
成されるべきであるという考え方は，ときには我慢しなくてはならない健常者との対
比において，ある意味で特異な存在として障害者をこの社会の中に位置づけてしまう
恐れがある．それは包摂の様でいて，実のところ排除なのではないか．それは当事者
主権が目指した，障害者と健常者のどちらもが等しく生きられる社会のあり方として
正しいとは言えないように思われる．もちろん，健常者も障害者もどちらも自身の要
求を主張し，かつどちらも時には我慢しなくてはならない存在として等価であるべき
というのは最終的な目標であって，いまなおその理想からは程遠いのであるから，ゆ
えに現状においては障害者の権利を主張するということと，ここでいう理想は，まっ
たく矛盾しない． 

 4) あるいは，すでにこうした取り組みは一部の事業所において始まっているのかもしれ
ない．それが現におこなわれているのか否か，本研究が目論んだ通りに，家族介護者
のマネジメント役割に由来する負担の軽減まで含んで奏功しているのか否かについて，
別途検討を加えなくてはならないだろう． 

 5) 本来受けられるはずのサービスを知らない，アクセス方法がわからないといった情報
格差の障壁がここにはあるだろう．また，サービスを使おうと思っても，必要なだけ
の支給がおこなわれないということもあろう．患者および介護者間のネットワーク構
築と情報周知，手厚い支援の要求といった課題がここにある． 

 6) 本研究は数を数えることによって明らかにできる類の問いを扱っておらず，その意味
において事例ないし調査協力者の多さは必須の要件ではないが，しかし論の射程とそ
の妥当性を測る意味において，調査協力者が多いに越したことはない． 

 7) 本研究においては，阿部さん，中村さんに子供がおり，とくに中村さんは子供が同居
している．しかし，そのことが介護にもたらす影響を考察するには至ってはいない． 



 

 147 

［文献］ 
 

阿形亜子・釘原直樹，2010，「他者補償行動による集団内不平等問題の解明――監督者に
よる能力把握の影響」第51回日本社会心理学会大会報告原稿． 

天田城介，2011，「『ケア』と『承認』を結びつかせている仕掛け」『現代社会学理論研
究』5: 16-29． 

安城敦子，2012，「在宅医療・難病介護のこれから」第17回日本難病看護学会学術集会報
告． 

Chambliss, D. F., 1996, Beyond Caring: Hospitals: Nurses, and the Social Organization of Ethics, 
Chicago: University of Chicago Press.（＝浅野祐子訳，2002，『ケアの向こう側――看護
職が直面する道徳的・倫理的矛盾』日本看護協会出版会．） 

Fox, R. C., 2002, "Medical uncertainty revisited," Bendelow, G., Carpenter, M., Vautier, C. and 
Williams, S. eds., Gender, Health and Healing, London: Routledge, 236-53. 

Freidson, E., 1970, Professional Dominance: The Social Structure of Medical Care, Berlin: Aldine 
De Gruyter（＝1992，進藤雄三・宝月誠訳『医療と専門家支配』恒星社厚生閣．） 

Gufield, J.R., 1996, Contested Meanings: The Construction of Alcohol Problems, Wisconsin: The 
University of Wisconsin Press. 

Goffman, A., 1986, Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity, New York: 
Simon&Schuster.（＝2001，石黒毅，『スティグマの社会学――烙印を押されたアイデ
ンティティ』せりか書房．） 

星加良司，2012，「当事者をめぐる揺らぎ――『当事者主権』を再考する」『支援』2: 10-27． 
Hughes, E., 1958, Men and Their Work, New York: Free Press. 
市野川容孝，2000，「ケアの社会化をめぐって」『現代思想』28(4): 114-25． 
――――，2012，『社会学』岩波書店． 
家高洋，2011，「現象学的看護研究の基礎的考察――解釈学的人類学を手引きとして」『医

療・生命と倫理・社会』10: 23-46． 
――――，2012，「現象学的看護研究の基礎的考察2――インタビューの方法論を手引きと

して」『医療・生命と倫理・社会』11: 73-93． 
井形昭弘・桑山雄次，2012，「尊厳死法制化をめぐる係争点――日本尊厳死協会✕全国遷延

性意識障害者・家族の会」『現代思想』40(7): 100-13． 
井口高志，2002，「家族介護における『無限定性』――介護者�要介護者の個別的な関係性

に着目して」『ソシオロゴス』26: 87-104． 
――――，2007，『認知症家族介護を生きる――新しい認知症ケア時代の臨床社会学』東

信堂． 
――――，2012，「認知症の人を介護する家族とその支援から学ぶこと」『インターナシ

ョナルナーシングレビュー』35(3): 61-7． 
猪飼周平，2010，『病院の世紀の理論』有斐閣． 
伊藤奈緒，2011，「『ニーズ』と『わたしたち』の間」千田有紀編『上野千鶴子に挑む』

勁草書房，377-97． 



 

 148 

伊藤智樹，2012，「『自己決定』と『生存』のジレンマ――立岩真也『ALS』に読む秩序構
想と実証研究との関係」米村千代・数土直紀編『社会学を問う――規範・理論・実証
の緊張関係』勁草書房，183-95． 

春日キスヨ，2008，「ニーズはなぜ潜在化するのか――高齢者虐待問題と増大する『息子』
加害者」上野千鶴子・中西正司編『ニーズ中心の福祉社会へ 当事者主権の次世代福
祉戦略』医学書院，92-124． 

川口大司・鶴光太郎，2010，「ワークシェアリングは機能するか」『RIETI Discussion Paper』
（ http://www.rieti.go.jp/jp/publications/dp/10j013.pdf ） 

川口有美子，2009a，『逝かない身体――ALS的日常を生きる』医学書院． 
――――，2009b，「ＮＰＰＶ（非侵襲的人工呼吸療法）とＴＰＰＶ（気管切開による人工

呼吸療法）のインフォームド・コンセントに係る問題」DPI全国集会報告資料
（ http://www.arsvi.com/2000/0906ky02.htm ）． 

Kerr, N. L., 1983, “Motivation loss in small groups: A Social dilemma analysis,” Journal of 
Personality and Social Psychology, 45(4): 819-28. 

木下康仁，2007，『ライブ講義M-GTA――実践的質的研究法 修正版グラウンデッド・セオ
リー・アプローチのすべて』弘文堂． 

小林良二，2007，「社会福祉対象の認識方式」仲村優一・一番ヶ瀬康子・右田紀久恵監修，
岡本民夫・田端光美・濱野一郎・古川孝順・宮田和明編『エンサイクロペディア社会
福祉学』中央法規出版，358-63． 

小松美彦，1996，『死は共鳴する――脳死・臓器移植の深みへ』勁草書房． 
――――，2004，『自己決定権は幻想である』洋泉社． 
Lanoie. P., Raymond. F. and Shearer. B., 2001, “Work Sharing and productivity: evidence from firm 

leval data,” Applied Economy, 33(9): 1213-20. 
前田拓也，2009，『介助現場の社会学――身体障害者の自立生活と介助者のリアリティ』

生活書院． 
――――，2011，「『待つ人』になる――身体障害者の介助と時間」『支援』1: 56-67． 
見田宗介，1979，「『質的』なデータ分析の方法論」『現代社会の社会意識』弘文堂，157�80． 
三井さよ，2004，『ケアの社会学――臨床現場との対話』勁草書房． 
――――，2007，「職業者として寄り添う――病院内看護職と末期患者やその家族とのか

かわり」三井さよ・鈴木智之編『ケアとサポートの社会学』法政大学出版局，149-81． 
――――，2011a，「かかわりのなかにある支援――『個別ニーズ』という視点を超えて」

『支援』1: 6-43． 
――――，2011b，「決定／介入の割り切れなさ――多摩地域における知的障害当事者への

支援から」『現代社会学理論研究』5: 3-15． 
長岡綋司・川口有美子解題，2012，「生きよ．生きよ．――在宅人工呼吸療法の黎明期を

生きた男の遺言」『現代思想』40(7): 72-89． 
長瀬修，1999，「障害学に向けて」石川准・長瀬修編『障害学への招待――社会，文化，

ディスアビリティ』明石書店，11-39． 
中西正司・上野千鶴子，2003，『当事者主権』岩波書店． 
日本ALS協会，2005，『新ALSケアブック――筋萎縮性側索硬化症療養の手引き』川島書店． 



 

 149 

Persons, T., 1951, The Social Systems, New York: The Free Press.（＝1974，佐藤勉訳『社会体系
論』青木書店．） 

――――, 1978, “Epilogue,” Gallagher, E. B. ed., The Doctor-Patient Relationship in the Changing 
Health Scene: Proceedings of an International Conference, Ann Arbor: University of Michigan 
Library, 445-55. 

大神和子，2012，「県境を越えて独居をはじめた理由――ALS患者だって事故決定と自己責
任で自由に生きたい」『JALSA』85: 42-3． 

佐口卓・土田武史，2009，『社会保障概説』光生館． 
齋藤暁子，2008，「高齢者のニーズ生成のプロセス――介護保険サービス利用者の語りか

ら」上野千鶴子・中西正司編『ニーズ中心の福祉社会へ――当事者主権の次世代福祉
戦略』医学書院，70-90． 

酒井美和，2012，「ALS患者におけるジェンダーと人工呼吸器の選択について」『Core 
Ethics』8: 171-82． 

榊原哲也，2011，「現象学的看護研究とその方法――新たな研究の可能性に向けて」『看
護研究』44(1): 5-16． 

Schutz, A., 1932, Der Sinnhafte Aufbau der Sozialen Welt: Eine Einleitung in der verstehende 
Soziologie, Frankfurt am Main: Springer.（＝2006，佐藤嘉一訳『社会的世界の意味構成』
木鐸社．） 

進藤雄三，1990，『医療の社会学』世界思想社． 
Strauss, A., Corbin, J., Fagerhaugh, S., Glaser, B., Maines, D., Suczer, B. and Wiener, C., 1984, 

Chronic Illness: and the Quality of Life, Saint Louis: The C. V. Mosby Company.（＝1987，南
裕子監訳，『慢性疾患を生きる――ケアとクオリティ・ライフの接点』，医学書院．） 

数土直紀，2001，『理解できない他者と理解されない自己――寛容の社会理論』勁草書房． 
Szasz, T. and Hollander, M., 1956, “A Contribution to the Philosophy of Medicine: the Basic 

Models of the Doctor-Patient Relationship,” Archives of Internal Medicine, 97: 585-92. 
高城和義，2002，『パーソンズ――医療社会学の構想』岩波書店． 
立岩真也，2004，『ALS――不動の身体と息する機械』医学書院． 
――――，2005，「書評：三井さよ『ケアの社会学――臨床現場との対話』」『季刊社会

保障研究』41(1): 64-7． 
――――，2008，『良い死』筑摩書房． 
天畠大輔，2012，『声に出せないあ・か・さ・た・な――世界にたった一つのコミュニケ

ーション』生活書院． 
寺本晃久，2008，「意思を尊重する，とは――ある『支援』論」寺本晃久・岡部耕典・末

永弘・岩橋誠治『良い支援？――知的障害／自閉の人たちの自立生活と支援』生活書
院，161-83． 

――――，2012，「当事者に振り回されながら当事者になる」『支援』2: 55-64． 
土屋葉，2004，「家族のいる場所――告知から療養生活における「問題」の諸相」植竹日

奈・伊藤道哉・北村弥生・田中恵美子・玉井真理子・土屋葉・武藤香織『人工呼吸器
をつけますか？――ALS・告知・選択』メディカ出版，83-103． 



 

 150 

――――，2012，「名付けられぬものとしての『介助』」三井さよ・鈴木智之編『ケアの
リアリティ――境界を問いなおす』法政大学出版局，47-76． 

土屋葉・山下幸子・星加良司・井口高志，2011，「資格は必要か？――ケア・介護・介助
と専門性」『支援』1: 90-137． 

上野千鶴子，2008，「当事者とは誰か？――ニーズ中心の福祉社会のために」上野千鶴子・
中西正司編『ニーズ中心の福祉社会へ――当事者主権の次世代福祉戦略』医学書院，
10-37． 

――――，2011a，『ケアの社会学――当事者主権の福祉社会へ』太田書店． 
――――，2011b，「上野千鶴子による応答――Ⅳ・『ケアされる側』の立場と当事者主権」

千田有紀編『上野千鶴子に挑む』勁草書房，409-48． 
上野千鶴子・中西正司編，2008，『ニーズ中心の福祉社会へ――当事者主権の次世代福祉

戦略』医学書院． 
渡邉琢，2011，「健全者・介護者・介助者・支援者をめぐって」『支援』1: 156-60． 
Weber, M., 1904, Die „Objektivität“ sozialwissenschaftlicher und sozialpolitischer Erkenntnis, 

Frankfurt am Main: S. Fishcer.（＝1998，富永祐治・立野保男訳，折原浩補訳『社会科学
と社会政策にかかわる認識の「客観性」』岩波書店．） 

Williams, S., 2005, "Parsons revisited: from the sick role to . . . ?," Health: An Interdisciplinary 
Journal for the Social Study of Health, Illness and Medicine, 9(2) 123-44. 

山根純佳，2005，「キュアからケアへ」『書評ソシオロゴス』1: 17-33． 
――――，2011，「ケア労働の分業と階層性の再編――『関係的』ケアから周辺化される

労働」仁平典宏・山下順子編『労働再審 5 ケア・協働・アンペイドワーク――揺らぐ
労働の輪郭』大月書店，103-26． 

吉野英，2001，「痴呆を伴う筋萎縮性側索硬化症」『難病と在宅ケア』6(11): 24-7． 



 

 151 

謝辞 
 
本研究をおこなうにあたって，調査に協力していただいた方々に御礼申し上げます． 
また，筆者の実力不足により，お話ししていただいた内容をすべて活かしきるには至っ

ていないことをお詫び申し上げます． 
本研究が設定した問題に対し，私は結章において，ある解答を与えました．しかし，こ

の解答はこれまで見聞きしたことから現段階において提出しうるひとつの考え方に過ぎず，
当然ながら，一律に良い介護と悪い介護を決めるものではありません． 
まずは本研究を叩き台に，なかなか知ることのない他の介護の事例を見て，こんな介護

もあるのかと思い，より豊かな生活への一助としていただけるならこれに勝る歓びはあり
ません． 

 
研究の遂行にあたっては，患者との接触において調査協力団体の方々に多大なご支援を

いただきました．また，赤川先生をはじめ諸先生方，諸先輩方からは多くの助言をいただ
き，同輩諸氏とは互いに高め合いながら執筆をおこなうことができました．後輩の皆さん
からも忌憚のないコメントをいただき，多くの示唆を受けました．資料収集にあたっては，
文学部図書室の支援をいただきました．本研究がここに一応のかたちをとるためには，そ
のどれひとつも欠けてはなりませんでした．ありがとうございました． 


