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精神医学的診断と病いの語り
―専門的概念と日常的概念の連関に着目して―

Psychiatric Diagnosis and Illness Narratives:
Focusing on the Linkage between Professional and Ordinary Concepts
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The purpose of this paper is to describe the comorbidity of skepticism and dependence on psychiatric 
diagnoses in terms of methods employed by a patient to adjust to changes in his diagnoses. The 
sociological perspective of medicalization theory is problematic because it dichotomizes medicine and 
ordinary life. In addition, this study focuses on the connection between professional and ordinary 
concepts to describe the activities of a patient in accepting his illness. The study analysis revealed that 
the patient employs professional and ordinary concepts on a case-to-case basis; it also found that 
diagnostic concepts do not necessarily suppress the patient’s experience but use it as a resource for 
reorganizing his experiences in a personal and meaningful manner.

1．問題の所在
本稿は、精神医学的診断概念への懐疑と依存という状況を、ある患者がインタビュー場
面で示した、診断と向き合うやり方から見通しよく記述することを目的とする。
精神疾患の治療は社会全体が取り組むべき課題として位置づけられてきた。たとえば
2013年にがんなどの四大疾患に精神疾患が加わり、2015年には職場でのストレスチェッ
クが制度化されるなど、精神疾患の治療は、ますます社会生活のなかに広まりつつある。
同時に、精神疾患の治療に対しては、激しい批判と論争が連綿と続いており、社会学も
無関係ではない。たとえば古典的な精神医療研究者であるトマス・シェフは、ラベリング
論の立場から、本来病気ではない健康な人を入院させたままにするという過誤を頻繁に犯
す精神医学的診断における規範を問題視した［Scheff 1966＝1979］。
1960年代から1970年代にかけて、こうした精神医学的な診断に対する疑義を突き付け
る研究が数多く行われた。1980年にアメリカ精神医学会によってDSM-IIIが公刊され、こ
うした診断のぶれを生み出すカテゴリー的な診断に代わって、操作的定義による診断体系
が築き上げられていく。これは、病因論はいったん脇に置き、目の前の患者が示す症状か
ら診断を下すということである。しかし、この操作的診断も様々な議論を喚起することに
なる（1）。
このように精神医学的診断概念に対する懐疑が生じているなかで、診断概念への依存も
見られるという医学史家のローゼンバーグ［Rosenberg 2006］による次の指摘は重要で
あるように思われる。

医療の官僚的な管理がますます強化され、正常な行動と病的な行動の説明に還元主義がますま
す広まっていることが特徴の時代にあって、私たちは、精神医学的診断の恣意的で構築された性
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質をかつてないほど意識しているが、精神医学的診断にこれほどまでに依存してきたこともない。
［Rosenberg 2006: 417］

この指摘は、既存の研究が指摘するような精神医学的診断の恣意性に関する批判的な見
方が拡がるなかで、精神医学的診断への依存も生じているのならば、批判的な見方が的を
外している可能性と、精神医学的診断に対する依存を生じせしめる何らかの理由が存在す
る可能性を示唆している。なぜなら、精神医学的診断に懐疑的な見方が正しければ、少な
からぬ人びとは精神医学的診断概念を受け入れず、また依存することもないように思われ
るからだ。この可能性を考えるにあたり、最初に確認すべき重要なことであるように思わ
れるのは、診断という概念の論理的身分である。
クルター［Coulter 1979＝1998］が指摘するように、診断概念がある特定の状態を指示
するために用いられるのは、そのようなことが要請される文脈においてであり、むしろ私
たちは様々な目的に応じて、その都度の状況において診断概念を用いて、ふるまいの評価
や報告といった活動をおこなっている。したがって、ある診断概念が、同じ状態を指し示
すことができないからといって、ただちに精神医学的な診断概念を虚構であると見なし、
批判することは不適当である。もちろん診断概念の非厳密さが問題となる場合もあるが、
それは診断書を書いたり保険請求を行ったりする活動において問題となるのである。つま
り、精神医学的診断概念は、研究者の関心のうちにのみあるのではなく、具体的な文脈を
踏まえ、人びとが日々の活動のなかで診断概念をどのように用いているのかという点から
も捉えなければならないのである。
このことを踏まえると、ローゼンバーグ［Rosenberg 2006］が指摘するような状況を
理解するには、精神医学的診断概念が誰によって、どのような文脈において、どのような
やり方で用いられているのかを見ていく必要がある。そのことによって、ローゼンバーグ
［Rosenberg 2006］の言う精神医学的診断への懐疑と依存の併存状態も理解できるかもし
れない。
本稿はこれらのことを踏まえ、診断と向き合う患者が用いる方法に着目することで、精
神医学的診断概念への懐疑と依存という状況を見通しよく記述することを目的とする。こ
の目的を果たすにあたり、次節では医療社会学において診断をめぐって様々な論点を提供
してきた医療化論について検討し、その難点を指摘する。

2．先行研究
本節では、ローゼンバーグ［Rosenberg 2006］が指摘した診断への懐疑と依存の併存
状況から考えられる二つの可能性のうち、批判的な見方が的を外している可能性を考える
にあたり、診断に関する研究がどのような見方を取ってきたのかということを整理して考
える。
前節で見てきたように、社会的な課題である精神疾患の治療において、診断は重要な位
置を占める。しかしながら「論争中の病」に関する社会学研究を行っている野島の整理に
よれば、診断は、「医療化」や「病人役割」といったテーマに埋め込まれてきたがゆえに、
近年「診断の社会学」というプロジェクトが提起されるまでは、それ自体が研究の主題と
して取り上げられてこなかったという［野島 2021: 39‒60］。もっとも、そのことは診断が
軽視されてきたことを意味するのではなく、とくに医療化論において診断は、重要な位置
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を占めてきた点も指摘している［野島 2021: 43］。
本節ではこの指摘を踏まえ、これまで診断に関して様々な研究が行われてきた医療化論
における議論を通して、既存の医療化や医療化を介した診断に関する研究の難点を述べ
る。
医療社会学において重要な位置を占めてきた医療化論によれば、医療化にはコンラッド
らが着目した逸脱の医療化［Conrad and Schneider 1992＝2003］と日常生活の医療化と
いう二つの側面があるという［進藤 2006: 32］。これら二つの側面に加えて、さらに自己
の医療化が進展していることも指摘されている［Conrad 2005: 9］。そして、この医療的
ケアを受ける存在としての消費者が、今日における医療化の新たな駆動力となっていると
いう。
このように医療と社会との関係を考えるうえで、前者による後者に対する介入を批判的
に捉えてきた医療化論ではあるが、その肯定的な側面に着目した議論もまた、存在する。
たとえば「ひきこもり」に関する議論の中心であり続けた斎藤環は、「ひきこもり」とい
う一種のラベリングが、学際的な関心を喚起した点を取り上げ、「『命名』は、単純に医療
化を促進する結果だけには結びつかない」［斎藤 2006: 135］と述べている。
だが、肯定的な側面にせよ否定的な側面にせよ、医療化に着目する議論は、ある重要な
点を前提としている。それは医療と日常という二分法である［安藤 1999］。安藤は、てん
かん患者の服薬コンプライアンスを論じたコンラッドの論考［Conrad 1985］から、「必
ずしも、医療というものが日常という非医療的なものと分かたれ、対立的なものになるわ
けではない」［安藤 1999: 78］という点を引き出している。この安藤の指摘は、私たちの
常識的な理解に照らして妥当なことのように思われる。「より重要なことは、日常の中で
医療概念が使われており、それを基にして様々な活動が行われ、それによって独自な現象
が生まれているということ」［安藤 1999: 79］であり、「そのような活動を把握するために
は、『拡大』という概念は前提される必要もなく、さらにそこに医療と非医療の二元論が
含まれている限りにおいては阻害的でもある」［安藤 1999: 79］のである。
にもかかわらず、医療化論が依然として社会学上の重要な論点であり続けるのは、日常
的な概念と専門的な概念との関係についての混乱、すなわちライルが言うところの「中傷
効果」［Ryle 1954＝1997: 118］によるといえよう。浦野は、ライルの中傷効果の議論をも
とに、構築主義をはじめとする社会学的説明が、日常的知識と理論的な知識とを対比的に
捉えることで、両者の間に紛糾を自覚的に作り出していることを指摘している［浦野
2008］。
浦野の議論からは、医療化論はこうした二元論を支える認知主義的な誤謬をはらんでお
り、そのことが、診断を巡る議論が的を射ていない可能性のひとつの要因であると考える
ことができる。そうであるならば、「必要となるのは、この認知主義の前提から離れるこ
と」［浦野 2008: 55］といえよう。そして「社会生活についての理論的説明は、すでに当
の社会生活が一連の概念の使用とともに意味あるものとして存在しているということ、そ
してその論理を前提にした上で、はじめて妥当性をもつものでありまたそうでなければな
らない」［浦野 2008: 51］ことから、「社会成員の知識を方法的知識の水準で捉えていくこ
と」［浦野 2008: 55］、つまり社会成員が用いる方法のうちに、日常的な概念と専門的な概
念との連関を見ていくという研究の方向が示される。そしてこの方針を採ることは、精神
医学的診断に対する批判的研究が的を射ていないという可能性を回避しつつ、精神医学的
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診断に対する依存という現状認識に関して考察を深めることを可能にするように思われ
る。
同様の方針のもとに、日常的な概念と専門的な概念との連関に着目し、人びとが用いて
いる方法から、病いの経験を記述していった研究として、前田泰樹と西村ユミによる『遺
伝学の知識と病いの語り』がある［前田・西村 2018］。前田らは、常染色体優生多発性嚢
胞腎と診断された人びとやその家族にインタビューを行い、本人たちが用いる方法から、
診断との折り合いのつけ方を明らかにしていった。たとえば、遺伝性疾患に関する新しい
知識のもとで新しい経験をした当人たちが、その固有の経験をすべての人に関わるものと
して位置づけ、次の世代に知識を伝えていくことなどである。こうして、ループ効果
［Hacking 1996］（2）のただ中に置かれた方法の歴史［前田・西村 2018: viii］をまとめあげ
ていったのである。
本稿は前田らの研究に影響を受けつつも、扱う疾患や状況が異なる。しかし対象の違い
がどのような形で現れたり現れなかったりするのかという点も考察することで、精神医学
的診断と向き合う患者のやり方がより明瞭になるかもしれない。

3．調査の概要
本稿で取り上げるデータは、木本さん（仮名）という一人の男性患者と筆者とのインタ
ビューでのやり取りを録音したものである。筆者はある精神科医療機関において5年間に
わたりフィールドワークを行った。木本さんとは、4年目の調査中に出会った（3）。
木本さんの診断暦について、その概要を示しておく。木本さんはインタビュー時点にお
いて60歳代前半で、平成15年にうつ病と診断された。うつ病診断から一年あまり経った
ころ、何気なく視聴していたテレビで、うつ病患者のなかに冗舌になる人がいるという内
容の番組を見た。その翌日の診察でそのテレビ番組のことが話題となり、木本さんが、自
分も冗舌になる経験があると医師に話したところ、「じゃあ、木本さん、双極性障害だっ
たんだ」と言われ、診断名も双極性障害へと変更されたという。この平成16年の診断変
更の後、平成21年に引っ越しをし、それに伴い主治医が代わった。そしてこの新しい主
治医によって、精神科では双極性障害を遺伝的な要因によるものと見ているということが
説明された。本調査は、この主治医の変更から約8年経った時点で行われたものである。
分析に先立ち、木本さんという一人の患者に焦点を当てることの妥当性について述べて
おく。筆者は当該医療機関における一連のフィールドワークにおいて、10名の患者にイ
ンタビューを行った。そのなかで、木本さんは、診断をめぐって最も明示的に語っており、
語られた経験も診断を軸としたものであった。これらから、診断と向き合う方法を記述す
るために最も適った人物であると判断し、取り上げることとした。
次に、一名のデータを取り上げることについて述べたい。本稿は、日常的概念と専門的
概念との連関を、病者として社会生活を営むその都度の実践における概念の使用のうちに
捉えようとするものである。ここでいう社会生活とは、個々人によって異なるし、またそ
うであるがゆえに、同じ疾患を患っていても、概念を用いて成り立つ個々人の経験は多様
である。そしてこの多様な生活状況を踏まえて、医師は患者の訴えを判断し、ある診断が
付与されたりされなかったりする。そして付与された診断は、個々人の個別具体的な状況
に位置づけられることで理解されていく。したがって、この個別具体的な状況を離れてし
まっては、概念の連関を捉えることはできない。以上の理由により、本稿では複数事例を



‒ 147 ‒

集めて個別の経験から離れるのではなく、木本さんに固有の概念の用い方に着目する。
調査倫理への配慮は、日本社会学会倫理綱領に則り、調査協力者や調査協力先の医療機
関ならびに調査協力者の担当医に対して、調査実施とデータ使用に関してそれぞれ許諾を
得た。調査は、調査協力者に不利益とならないよう最大限の注意を払いながら行い、調査
協力者の担当医や医療機関の担当者と定期的に面談することで、問題が起きた場合にすぐ
に対応できる体制を整えた。データはすべて匿名化し、固有名もすべて仮名である。
以下、この調査で得られたデータを検討していく。

4． 新たな診断名のもとでの経験の捉え直し
本節では、うつ病という診断から双極性障害へと診断が変化したことによる経験の捉え
直しについて取り上げる。
【断片1】は、診断がうつ病から双極性障害へと変化したこと、そしてそれが遺伝によ
るものであることを木本さんが語ったのち、うつ病という診断を下されるまでは、双極性
障害に特徴的な症状は出ていなかったかどうかを確認する筆者の質問から始まる。

【断片1（2月）】
01　―：でも、平成15年くらいになるまでは、そういう症状っていうのはあんまり
02 出てなかった。
03　木本：気が付かなかっただけですね。自分がまさかうつ病なんて思ってないです
04 よ。初めて行った医者に「あなた、うつ病です」と言われたときに、私シ
05 ョックで「うつ」になったんですよ。そんで、よもや自分がそんなものに、
06 そんな病気にかかるとは思ってなかった。ですから、それ以前の自分の生
07 活スタイルっていうのは、そういうの見返していくと思っても、双極性障
08 害というふうには思ったことは一度もないですね。ただ、思い当たる節は、
09 もう小学校からあります。そういう診断を下されたから。とにかく勉強で
10 も、やるときはめちゃめちゃやるんですよ。でも、それが終わると全然や
11 らなくなるんです。ですから教師にも親にも、あなたはむらっけがある。
12 何で一つのことができないんだ、続かないんだってことを随分なじられた
13 んです。たとえば中学校のときに1学期が始まる、そうすると一生懸命勉
14 強しますよね。だから中間テストはいいんですよ、すごく。で、それが終
15 わってしばらくすると、もう教科書も広げなくなっちゃう。そうすると期
16 末テストはドーンと落ちちゃう。
17　―：なるほど。
18　木本：この繰り返しなんですよ。ですから担当の教師が「一体お前はどっちのお
19 前で判断していいのか、進学指導ができにくくてしょうがない」って言わ
20 れたし、あるときは「ほんとにお前、カンニングしてない？」って言われ
21 たこともあったんです。
（（22‒25行目中略。当時の状況についてのやり取りが続く））
26　―：何ていうか、こう症状的なものはずっとあったけれども、やっぱそれが医
27 師によって診断されるまでは、全然病気だとも何とも思わなかった。
28　木本：何にも思わない。
29　―：お医者さんから診断されて、それに対して木本さんはショック受けたけれ
30 ども、納得はしたんですか。
31　木本：しましたね、しばらくして。ちょっと時間かかりましたけど、これはしょ
32 うがないなと思って。双極性障害って言われたときには、あ、なるほどな。
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33 もう小学校からずっと記憶がよみがえってきて、そういうことだったんだ
34　 と思って。

双極性障害に特徴的な症状がなかったかどうかという筆者による質問に対して、木本さ
んは気づかなかっただけであり（03）、診断を下されたことによって（09）思い当たる節
があると答える（08-09）。その例として木本さんはテストの成績や勉強に対する姿勢を挙
げ、さらにそれらに対する「むらっけがある」（11）「一体お前はどっちのお前で判断して
いいのか」（18-19）「カンニングしてない？」（20）という教師による指摘について報告し
ている。その際「一体お前はどっちのお前で判断していいのか」「カンニングしてない？」
と直接引用の形式で述べ、それを「って言われたこともあった」と表現することによって、
単に教師が生徒の様子を把握することの困難として述べるだけではなく、カンニングとい
う不正行為を疑われるような経験として、深刻さを格上げして述べている。その後、「症
状的なもの」として筆者によって特徴づけられた状態について、診断されるまでは病気だ
とは思わなかったかどうかという筆者の確認の求め（26-7）に対して、「何にも思わない」
という強い否定的表現で確認を与えている（28）。さらに29行目で、筆者がうつ病として
診断されたときの木本さんの「ショック」（04-05）という表現を再度用いて、双極性障害
という診断に納得したかどうかを質問したのに対して、双極性障害と診断されてから「あ、
なるほどな」（32-3）、「そういうことだったんだ」（33-4）と納得がいったと答えている。
これらから木本さんは、双極性障害という診断を下されることによって、過去に親や教
師から指摘され非難された経験を、双極性障害という診断の特徴である躁状態とうつ状態
の浮き沈みの繰り返しによるものとして捉え直しているといえる。また、この断片の直後
で、筆者が双極性障害という診断が下りる前の経験を症状として捉えていなかったのかど
うか確認を求めたのに対して、木本さんは捉えていなかったと確認を与えたあと「でも自
分の好きなことはむらなくやる」と述べている。このことからも、双極性障害という診断
を受けることによって、自分の好きではないことであったがゆえのむらのある状態を、理
不尽なこととして捉え直していたといえる。
この捉え直しは、新たな診断を受け入れるに至った理由説明として聞くことができる。
しかしそれだけでは、現在に至るまで、木本さんが双極性障害であったということ以上の
ことは言えない。特に診断を付与されることによって生じる患者の多くは、なぜほかでも
ない自分が罹患したのかという感情を抱くことが指摘されており、木本さん自身、31行
目で筆者によって納得したかどうかという質問に対して、時間がかかったと答えている。
このことからも、なぜ自分が罹患したのかという問題に対して、ここで述べられたこと以
外に、何らかの理由付けが行われたことが示唆される。そこで次節では、原因探求につい
て述べられている断片を検討することによって、この点を明らかにする。

5． 専門的知識のもとでの原因探求
本節では、平成21年に医師が代わって、遺伝性という双極性障害の専門的な知識を得
てから行われた原因探求について述べられている断片を検討する。
2月の初回のインタビューで診断の変化の過程を聞いたあと、3月に改めてインタビュー
した際に、一見理不尽ともいえる診断の変化について尋ねたのが【断片2-1】である。
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【断片2-1（3月）】
01　―：人によっては、もう、本当に、これはもう、どうしようもないから、もう
02 っていうことで、もう、ひたすら、こう、自暴自棄な生活にね、なってし
03 まう人もいらっしゃるじゃないですか。木本さんはそうじゃなかったわけ
04 ですよね。何か。
05　木本：そうですね。まあ、自暴自棄になるような、近い時もありましたけど。そ
06 の、平成15年に、そういうふうに診断されてから、平成21年に医師が代わ
07 ったんですよ。今の〇〇（地名）の主治医ですけど。で、その医師が、そ
08 のー、双極性障害にはI型とII型があって。まあ、I型というのは、その
09 ー、まあ、遺伝性が非常に強い。で、双極性障害の人のほとんどは、もう、
10 そのI型に属するって、そういうふうに精神科では見てるんだって。だか
11 ら、まあ、それもね、やむを得ないかなと思って。まあ、母親がうつ病の
12 人でしたから。まあ、そういった要素もあるのかなと思って。まあ、それ
13 からは、もうしょうがないものなんだと思ってね、諦めましたけどね。で
14 すから、そういう気持ちになるまでは、「何で自分が。何で俺が」って、そ
15 ればっかですよ

【断片2-1】断片に先立つやり取りで筆者は、前回のインタビューで木本さんが遺伝的要
因に触れたことに言及し、精神疾患系の病気について「何で私が」という表現を用いて、
遺伝性であるがゆえに自分に責任はなく、その意味で不条理であると述べる。この断片は、
遺伝性として捉えたとしても、双極性障害が治るわけではないにもかかわらず、どのよう
にして木本さんが双極性障害という診断を受けいれているのかという話題の導入部分であ
る。
筆者によってその理由を尋ねられると（01-04）、木本さんは、医師が代わり「双極性障
害」には「I型、II型」があり、木本さんの場合遺伝性が非常に強いI型であると言われた
こと、そして母親がうつ病と診断されていたことを参照点として、「やむを得ないかなと
思って」（11）「諦め」（13）がついた、と語っている。また、「そういった要素もあるのか
なと思って」（12）「もうしょうがないものなんだと思って」（13）というような気持ちに
なるまでは、筆者が用いた「何で私が」という表現を言い換えて「何で自分が。何で俺が」
（14）と自分以外に原因を求めることができていなかったと述べている。
ここで着目したいのは、12行目の「そういった要素もあるのかなと思って」という木
本さんの発言である。ここで「そういった要素」は前後関係から遺伝性を指しているとい
える。しかし木本さんはあくまで「そういった要素『も』あるのかな」と、疾患の原因の
すべてが遺伝にあるのではないという留保を行っている。確かに木本さんは、新たに主治
医となった医師から双極性障害の遺伝的な性質について説明を受け、母親がうつ病であっ
たことを参照して、原因が遺伝にあることに納得がいくようになったと述べていた。しか
し木本さんはこうした留保を行いつつも、「もうしょうがないものなんだと思ってね、諦
めましたけどね」（13）と述べていることから、不可避であることの根拠として遺伝性で
あることを捉えているように思われる。そしてこの根拠づけは、遺伝やI型II型といった
専門的知識の参照によって可能になっていた。
こうした留保を行いつつも、やはり木本さんの原因探求の論理は遺伝と強く結びついて
いるように思われた。このことを確かめるために、筆者によって遺伝とは異なる要因の可
能性を示唆された際のやり取りを検討する。
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【断片2-1】でのやり取りから10分ほど経ち、インタビューのトピックが家族や親せき
についての内容になった。そのやり取りにおいて、筆者の親族（仮にXとする）が60歳
の定年を目前にしてうつ病を患ったことによって休職していたことが語られた。それに対
して木本さんが初老期うつ病という理解を提示するのが、【断片2-2】である。

【断片2-2（3月）】
01　木本：それ、いわゆる初老期うつ病っていうやつですかね。
02　―：いや、でも、たぶん、そのー、職場の。
03　木本：職場？
04　―：環境だと思いますね。そのー。
05　木本：よく「うつは移る」っていうんですよね。ですから、そういう環境にいる
06 と、そのー、なりやすい人は、そのー、なっちゃうっていう。
07　―：あー、やっぱ、まあ、でも、父親の、その、周りの人たちは、その、Xが
08 うつになったのは、やっぱり、青天の霹靂だったっていうふうには、よく
09 言ってますね。なかなかね。だから、まあ、だから、こう、遺伝とまでは、
10 やっぱり、思えないですよね。私の中では。やっぱり、こう、環境がそう
11　 させるっていうんですかね。そのー。
12　木本：まあ、環境ねー。
13　―：あのー、社会学って、そういう見方をするんですよ。
（（14‒19省略。医学的な本質論ではなく社会的な要素の重要性が語られる））
20　―：まあ、やはり、でも、やっぱり、うちの、僕の場合は、やっぱり環境によ
21 るのが大きかったかなっていうふうには思いますね。
22　木本：まあ、私の場合は、思い返すと、小学校の頃からですから。まあ、環境だ
23　 けじゃないなというふうには、今でも思ってますけどね。で、後天性のも
24 のでしたら、まあ、何か工夫したり、取り組んだりすれば、まあ、改善は
25  するだろうとは思うんですけど。だから、今は、これ以上、もう、悪化さ
26 せないようにすれば、それでいいだろうと思ってるんですけどね。

【断片2-2】で、ある親族がうつ病であった旨を筆者が話すと、木本さんは「初老期うつ」
（01）という理解を提示する。それに対して筆者は「職場の環境だと思う」（02, 04）と述べ、
木本さんの理解を否定する。それを受けて木本さんは、ある環境において「なりやすい人」
（06）はうつになりやすいということを述べる。この木本さんの主張に対して筆者は「遺
伝とまでは、やっぱり、思えない」（09-10）と述べることで、原因としての環境を強調する。
それに対して木本さんは、自らの疾患は小学生の頃から症状が出ており、環境だけではな
い（22-23）という理解を示す。そして「後天性」ではないがゆえに、なにか工夫をする
ことで良くなるというものでもない（23-26）と語り、「これ以上、もう、悪化させないよ
うにすれば、それでいいだろう」（25-26）という判断を下していることを述べる。
ここで、筆者によって示唆された環境という要因に対する木本さんの応答の仕方に着目
したい。まず1行目で木本さんが候補として示した老人性うつは、うつの原因を年齢とい
う避けられない要因に求めることができるものである。さらに筆者によって環境因が示唆
されるも、木本さんはそういう環境において「なりやすい人」がなると述べていることか
らも、なりやすいという本人にとって変更できないような特質と結びつけて罹患の原因説
明が行われている。このようにして【断片2-2】では、調査者によって遺伝的要因のほか
に環境要因が示唆されたが、木本さんは人の意志によって変えることのできない年齢や
「なりやすい人」を引き合いに出すことによって、原因探求に用いられた論理を維持して
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いた。
以上のようなやり方で専門的な概念を参照することで、「精神疾患系」の原因を、個人
では変更できない遺伝や年齢といった事柄に求めることが可能になっていた。このことは
【断片2-1】で「そういった要素『も』あるのかな」と述べることで、すべてを遺伝的要因
とすることに留保をつけていたことについても、次のような理解を可能にする。つまり木
本さんにとっては遺伝が重要というより、個人では変えることのできないという点を重要
視しており、それを支えるための資源として遺伝的要因を用いていたという理解である。
この原因探求とは異なる場面においても、その場面の主題に応じて概念の連関を組み替
えて、活動なり行為なりを成り立たせる論理的条件を変える場合もある。次節ではこの捉
え直しに焦点を当てる。

6．概念の結びつきを変えることによる行為の理解可能性の拡張
本節では、インタビューという活動を通して参照先の概念を捉え直すことが、過去の経
験を捉え直すことだけでなく、現在を新たに作り出すことでもあり得るということを示
す。
【断片3】は3月のインタビューで、うつ状態について「実は自分でうつを望んでいる」
という別様の理解が筆者によって示されたことを受け、木本さんが「自分がうつになるこ
とを、よーく観察するようになった」（04-06）結果、「手作業」について思い返していっ
たことが語られる場面である。

【断片3（6月）】
01　木本：あの、前回のインタビューでの最後に、中途半端で終わっちゃってました
02 けど、実は自分でうつってのは望んでいるんじゃないかっていう。それに
03 対して、河村さん（筆者）がそういう洞察を示してくれましたよね。あの
04 ときに、ああ、俺だけじゃないんだ。そういうふうに考えてる人がいるん
05 だって思ってから、自分がうつになることを、よーく観察するようになっ
06 たんですよ。で、自分が楽になりたいから、おそらくうつになってるんじ
07 ゃないかという仮定の下で。で、うつならうつで楽しみ方があるだろうと。
08 それで、過去のことをずーっと思い返していって、自分が気分が沈んだと
09 きに、何をしていたかっていうと、手作業をやってるわけですよ。
10　―：手作業？
11　木本：指先でね。ただ、プラモデルを作るとか、本を読むとか。あと、何かもの
12 を作るとか。で、今の季節で言えばね、草むしりなんですよ。
（（13‒26省略。草むしりの具体的な内容が語られる））
27　木本：指先を動かすって、すごく好きなんですよ、私。だから、楽器を弾くとか。
28 で、そういったものに今、ちょっといろいろと、まあ、トライしてはいる
29 んですよね。

木本さんは、双極性障害のひとつの症状であるうつ状態に関する語りにおいて、「自分
が楽になりたいから、おそらくうつになってるんじゃないかという仮定の下で」（06-07）
指先を動かすことが好きで、草むしりや絵を描いたりしていた活動の理由を捉え直したと
述べる。これは筆者の示唆を知ることが契機となり、うつ概念を捉え直すことによって、
「指先を動かす」という行為の論理的条件が「好きだから」から「うつなりの楽しみ方」
に変わったということを表している。いいかえれば、参照先の概念を変えるということは、
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行為の論理的条件までもがかわり得るということでもある。
このことは次のことを示唆しているように思われる。つまり、場面の主題に応じて自らの
経験を理解可能にし、納得させる資源として、様々な概念を結びつけることは、自身の経
験や状態を捉え直すと同時に、現在を新たに形作ることへとつながるということである。

7．結果と考察
本節ではここまでの議論を踏まえ、考察を加える。
まずどのような場面で、どのような概念のもとで、どのような活動をするために経験の
再記述が行われていたのかということを考えてみる。第4節では、過去の経験をどのよう
に捉え直したのかということが話題となっているインタビューにおいて、「躁」と「うつ」
の繰り返しという「双極性障害」概念のもとで、過去に受けた理不尽な行為を再記述して
いた。次に第5節では、原因を探求するインタビューでの語りにおいて、「遺伝」という
概念を用いることで、自分ではどうすることもできないこととして原因の再記述が行われ
ていた。そして第6節ではうつ状態に関する筆者の理解が話題となっている場面で、筆者
によって示唆された症状の理解を参照して、うつ状態の再記述が行われていた。
このようにして整理すると、用いられる概念も再記述によって行われていることも、そ
れぞれ別様であり、一見すると一貫性がなく、アドホックなようにもみえる。たとえば双
極性障害という診断概念が重要なこともあれば、遺伝が重要であるということなどであ
る。
しかし木本さんに固有の経験に即して記述することで、その場面に応じて、木本さんが
自らの納得のいく形で概念の結びつけを変えたり、変えることを拒んだりすることを通し
て、双極性障害である自らの存在条件を整えていたということを示すことができた。さら
に、医療化論をはじめとする研究が指摘したように、確かに診断が付与されたり付与し直
されたりすることによって、経験の再編成という課題が生じるが、診断概念は経験の再編
成にとって利用可能な資源としても用いられていることがわかった。
これらのことから、診断概念を用いた活動を理解しようとする際、当人の理解が示され
る場面の特徴を踏まえつつ、診断と向き合うその人の方法から学ぶことによって、診断に
関する経験の豊かさを記述し得るということがいえよう。

8．結論
ここまで検討してきたことから、診断との向き合い方に関する先行研究との結びつきに
おいて、次のようなことがいえる。
第一に、ローゼンバーグ［Rosenberg 2006］が指摘する精神医学的診断への懐疑と依
存という現状認識を、精神医学的診断と向き合う患者が用いる方法から特定し直すことに
よって、こうした併存状況が可能となるやり方の具体的な詳細を記述し得たということで
ある。このことは、研究者が精神医学的診断に関する諸課題を設定し、指摘する前に、ま
ずもってこれらの諸課題が当人にとって取り組まれるべきものとして現れ、実際に取り組
まれているということを示唆している。
第二に、上記の点ともかかわるが、診断やその付与の善し悪しを指摘する医療化論とは
異なり、当人たちが診断をどう理解し、診断概念を用いて何をしているのかを当人たちの
方法から明らかにすることによって、当人たちにとっての課題として診断概念を捉えてい
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くという研究の意義を示すことができたように思われる。たしかに本稿で着目した木本さ
んも、診断を受けることによって経験を再記述しなければならないという課題が二度も生
じるという経験を有していた。しかしそのことが木本さんの経験を抑圧し、医療という文
脈に回収してしまうというより、診断概念や他者の考えを資源として用いて診断を納得し
て受け入れたり、過去や現在を捉え直したりすることを可能にしていた。
第三に、本稿と同様の方針のもとで行われた前田らの研究［前田・西村 2018］と比較
すると、精神医学的な知識に特徴的な概念の用い方が示されたように思われる。前田らが
対象とした遺伝性疾患の場合、原因が遺伝子にあるということが特定されており、診断そ
のものに折り合いをつけるというよりも、症状や遺伝性であることに伴って将来生じるか
もしてない遺伝的リスクとどう向き合うかが課題となっていた。他方、本稿で検討してき
た木本さんの診断との向き合い方からは、原因を特定することも当人にとっての課題であ
り、そうした課題への取り組みが、経験の再記述へと結びつき、さらにそのことが診断を
受け入れる素地を形作るという形でループしていた。このことは、疾患の違いや個々人が
置かれている様々な偶然的な要素に影響を受けつつ生じるループ効果［Hacking 1996］の
なかに、診断と向き合う方法が埋め込まれているということを示している。
本稿の記述は、ある患者がインタビューで経験を語ることを通して、双極性障害という
診断と向き合う方法を明らかにするだけでなく、研究者によって示された精神医学的診断
へ向けられる認識を、当人たちが用いる方法を通して見通しよく記述することの意義と、
そうした方向性を有する研究にとって、ひとつの土台を築き上げるものであるといえよ
う。

付記

本稿は、第90回日本社会学会で開催されたテーマセッション「『概念分析』の展開」での報告「診断の
変化と経験の再記述―うつ病から双極性障害へ」に加筆修正を行ったものである。テーマセッションの事
前検討会やテーマセッションの場でコメントをいただいた方々や、二名の査読者に感謝いたします。また
一部は、2019年3月に一橋大学に提出した未公刊の博士論文をもとにしている。

註

（1） たとえば奥田祥子［奥田 2020］は、うつ病求職者が増加している原因を、医師が社会的要因を考慮
して診断を下すことに求め、インタビュー対象者が語った症状を複数の医師に再診断してもらうとい
う研究を行っている。そして再診断の結果、厳密に診断基準に当てはまらない診断が多数を占めたこ
とを指摘し、こうした「社会的うつ」の増加に警鐘を鳴らしている。

（2） ハッキングによれば、ループ効果とは、ある概念とそれによって記述される人びととの間で起きる相
互作用の効果であり、ある仕方で分類された人びとの理解や概念などが、それに反応することによっ
て変化し、その変化が分類の仕方を変えていく過程を経る［Hacking 1996: 370‒371］。これに対し、
エスノメソドロジストのマイケル・リンチは、ハッキングが、ループを多様な専門的・非専門的な言
説と実践からなる糸と網の目に絡まり合っていると考えようとしないと指摘し、その実際の使用に着
目しなければならないと主張した［Lynch 2001: 249］。しかし、リンチの主張に対するハッキングの
反論［Hacking 2004］は、リンチの主張を受け止め損なっているように思われる。

（3） インタビューは2017年2月、3月、6月に実施した。インタビュー時間はそれぞれ70分、55分、65分
である。トランスクリプトでは調査者を「―」と表記してある。
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