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１．研究目的

「論争中の病（CONTESTED
ILLNESS）」の患者とその家
族への支援について
三島

亜紀子

（3829）

キーワード：論争中の病、家族支援、社会的排除

化学物質過敏症、筋痛性脳脊髄炎／慢性疲労症候群、過敏性腸
症候群などは、しばしば 「医学的に説明できない症状（medically
unexplained symptoms: MUS）」などという概念で包括される。これらは
生物医学的エビデンスを欠いており、医療関係者や患者の間で「論
争」が生じるため、「論争中の病（contested illness）」と呼ばれる。この
うち本研究では「化学物質過敏症」に注目する。
日本では化学物質過敏症に関する社会問題化が進んでおらず、当
事者はもちろん、患者家族は悩みを話せる機会がないため、孤立感
を抱くことがある。当事者団体はすでに存在し、当事者への支援の必
要性は一部で認識され着手されているが、家族会や家族支援はこれ
までほとんど存在しなかった。今後、化学物質過敏症をはじめとする
闘争中の病に関する理解を深めると同時に、患者の置かれた環境の
改善のための患者家族への情報提供や支援が必要であると考えら
れる。報告者は、①家族をはじめ周囲の人々に対する情報提供のあ
り方を検討し、②体験を語り合い共感しあう場ともなる、ナラティヴ・ア
プローチにもとづく家族支援プログラムやワークブックの開発を計画
している。本発表では、それらの基礎となる理論的な考察をおこなう。

「化学物質過敏症」
２．研究の視点および方法
本研究の研究方法は文献研究である。上記目的に関す
る文献を精査した。
３．倫理的配慮
日本社会福祉学会研究倫理指針に基づき、倫理的配慮
をおこなった。
４．研究結果
下記スライド
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Mark R. Cullen
化学物質に曝露される機会の多い労働者を診察
1987 年
過去に大量の化学物質に一度に曝露された後、または長
期間慢性的に化学物質の曝露を受けた後、非常に微量の
化学物質に再接触した際に見られる不快な臨床症状を引
き起こすことを指摘。多種化学物質過敏症（Multiple
Chemical Sensitivity，MCS）と提唱したことではじまった（加
藤2018）。
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「シックハウス症候群・化学物質過敏症
患者の家族支援プログラムの開発」計画

「論争中の病（contested illness）」とは
＝医学的に説明できない症状が出る病気
＝バイオマーカー（ある疾患の有無等を示す生理学的指標）不在
↳例）痛風→尿酸値、糖尿病→空腹時血糖値126mg/dL以上

① シックハウス症候群・化学物質過敏症患者とその家
族支援のための調査研究

「医学的に説明できない症状
（medically unexplained symptoms: MUS）」

② 家族をはじめ周囲の人々に対する、より理解が進み
やすい情報提供のあり方の検討

医療関係者や患者の間で「論争」「診断結果の相違」

③ ナラティヴ・アプローチに基づく家族支援プログラ
ムおよびワークブックの開発

例）
化学物質過敏症、筋痛性脳脊髄炎／慢性疲労症候群、
過敏性腸症候群など

本発表では、これらの基礎となる理論的な考察をおこ
なう。

シックハウス症候群と化学物質過敏症の関係
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両者とも、何らかの化学物質と接点がある。シックハウス
症候群（シックビルディング・シックカー症候群）がきっかけ
になり、柔軟剤などのにおいにも反応する化学物質過敏
症になる人もいる。

化学物質に高感受性をもつ人
化学物質過敏症の患者

約
約
（推定人数）

（Azuma et al. 2015）

8

2

2020/9/7

社会的に排除される患者
日本では2008年頃から柔軟剤や衣料用洗剤などの家庭用品
に、強い匂いをつけることが流行りはじめた。保育園や学校、
職場や交通機関など人が集まるところで、その香料を避けるこ
とは至難の業である。
症状を引き起こさないためには原因環境因子を避けることが必
要だが、周囲の人々の理解不足などにより、それを取り除くこと
は困難を極める。
重症患者は失職や不登校に陥りやすい
「社会的ひきこもり」
「社会的排除」
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家族との確執
＊家族から心ない言葉
（くだらないことで言いがかりをつけるな、働け、臭いは慣
れたら大丈夫だ）
＊精神病、心の問題にされる

「私が本当につらくて動けなくてもご飯の用意はできていな
いのかとか（略）私が家事できない不満とか・・・ずいぶん
なことを言われました」。
「（夫からの）私への暴言は早く死ねとか続いた。私に椅子
を振りかざす真似までしたんです」（服部他2018）

＊化学物質の発生源を取り除かない
（好みの香料入り整髪料を使い続ける等）
このため、患者も家族に不信感を抱き、極力接触を避け
（化学物質を避けるためでもある）、敵対心や恨みを抱くま
で発展することもある。
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これまでの日本の動向

諸外国の取り組み

2003年 シックハウス対策のための建築基準法が改正
2009年 化学物質過敏症が保険診療の病名リストに登録
され、健康保険が適用可能に
2015年 「科学的根拠に基づく シックハウス症候群
に関する相談マニュアル(改訂新版)」
（厚生労働科学研究 健康安全・危機管理対策
総合研究事業）
2019年 「香害」（人工的な香りが、健康被害を引き起こす
こと指す）広告日本新聞協会の新聞広告賞受賞

2008年
香水や芳香剤で健康被害を受けたとデトロイト市役所を訴
える裁判
「障害をもつアメリカ人法（ADA法）」に基づき、雇用者であ
るデトロイト市が合理的配慮をおこなったという理由で10万
ドルの損害賠償
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患者家族の悩みやつらさ

2010年頃～
北米の公共機関や民間企業、病院、学校、大学などでは
「フレグランス・フリー・ポリシー（香りのする製品を一切使
用しない方針）」や「ロー・セント・ポリシー（極力、香りを抑
える方針）」なる概念が普及しはじめた。
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問題点
化学物質に高感受性をもつ人の生活上
の困難

共有できる機会がなく孤立感を抱くことも。

患者への配慮:欧米に比べて遅れ

例）「学校で一人だけズルいと言われた」
給食袋は共有物だが、一人で使わせてもらっている

重症の患者:失職・不登校「社会的ひ
きこもり」「社会的排除」

患者家族の孤立を解消、患者のQOLを高めて社会参加を
可能にし、また家族間のあつれきを緩和するためにも、家
族に理解を促す情報提供および支援は必要不可欠。
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患者家族への支援:皆無
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社会福祉の専門職と「論争中の病」
「論争中の病」はバイオマーカー（ある疾患の有無や、進
行状態を示す目安となる生理学的指標のこと）不在。
一方、ソーシャルワーカーはその萌芽期から医学をはじめ
とする学問的な知見を実践の根拠としてきた。
医学的根拠のないこの病を前にすると、精神的な問題や
道徳的な問題があるとしがち（引用しないが、某社会福祉
系学会誌に掲載された論文が存在する）。
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ソーシャルワークのグローバル定義（2014）
グローバル定義では、論拠は必ずしも科学的なものでなくとも
よくなった（三島2017）。
想定される例）
スピリチュアリティ
地域民族固有の知恵

医学的に説明できない論争中の病の患者の苦痛も尊重され
るべきと考えられる。
とはいえ、科学に引き寄せられることなく（＝精神的な問題と
する見立て）、本人中心の支援は可能だろうか？
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「社会モデル」（Oliver 1990, 2006）
■デトロイト市役所裁判 2008年
市職員が職場で呼吸困難になり、市を訴える
裁判所では、フレグランス過敏症を障害と認定
「障害をもつアメリカ人法」に照らし、
雇用者たる市は合理的配慮をすべきだったとし、10万ドル損害賠
償を支払うように命令。
ADA法とフレグランス・フリー・ポリシーを職場に周知するよう指導、
患者が健康被害を受け社会的排除に追い込まれるのは社会環
境に原因があるためと捉えた。
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日本
「障害者差別解消法」2013年に成立、2016年に施行
シックハウス症候群・化学物質過敏症の患者に対する配
慮の必要性が、社会モデルの観点から捉えられることは
ほとんどなかった。
現在も福祉・教育・医療サービス、地域社会や労働市場な
どから患者は排除されているのが現状である。
福祉施設をはじめ、教育施設、医療施設などで「フレグラ
ンス・フリー・ポリシー」などの方針が普及することを願って
やまない。
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グリーンソーシャルワークの視点
グリーンソーシャルワーク（GSW）の定義
「生活に欠かせない資源を含む物理的環境のケアをすべ
きである産業の失敗から生じる社会的大災害、権力と資
源の不均等な分配、支配的な統治構造のなかで多数の者
が完全参加できず排除されている状況に対する、批判的
（クリティカル）で省察的（リフレクティブ）な実践的アプロー
チ」（Dominelli 2019：6）



グリーンソーシャルワーカー
「回復力のある持続可能なコミュニティづくりや、GSWの関
心事を取り入れたカリキュラムおよび実習の開発において
地域固有の文化的に適合した実践を構築」する。
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尾崎寛直は、グリーンソーシャルワークの論に拠りつつ公害問
題とソーシャルワークの関連を次のように論じる。
「公害は社会の構造的不平等を前提として発生し、公害被害は
社会的にもっとも弱い立場や周縁に追いやられた人々に集中的
にもたらされるということである。そして、被害を集中的にこうむる
人々が環境権の侵害行為に異議申し立てでもしなければ、被害
は「放置」されるか、ともすると「なかったこと」に（湮滅）されてしま
う危険すらある」（尾崎2019：126）。
公害は人々のウェルビーイングを損なう最たるものの一つであ
るが、Sｗerはこれまで十分な役割を果たしてこなかった。その理
由を「公害問題の場合、公害を引き起こした被害者（企業など）と
被害者が裁判などの紛争状態にあること、そして国・自治体など
の公的機関も紛争の当事者（国家賠償請求で被告とされている）
であることが少なくなかったからではないか」と指摘する。公害問
題を個人・家族に押し付けるべきではなく、公害被害者への補償
や生活保障、「尊厳のある生き方の支援」のためには支援問題
の紛争が終結してから始めるのでは不十分であるとして、日本
の社会福祉専門職に再考を促している（尾崎2019：125-128）。
香害は公害と同じく、産業活動の結果生まれるという点、また
外部不経済であり、市場原理だけでは解決に結びつきづらいと
26
いう点が共通している。

５．考察
本報告では、生物医学的エビデンスを欠く「論争中の病」の「化
学物質過敏症」に注目し、その概要を示したうえで、患者は現
在も福祉・教育・医療サービス、地域社会や労働市場などから
排除されている現状を指摘した。その患者と患者家族の支援の
必要性を指摘した。
約10年前から、アメリカやカナダ、ヨーロッパの国々では、「フ
レグランス・フリー・ポリシー（香りのする製品を一切使用しない
方針）」や「ロー・セント・ポリシー（極力、香りを抑える方針）」な
る概念が普及し始めた。そのきっかけの一つは、2008年にデト
ロイト市役所で働く女性が職場で香水や芳香剤で健康被害を
受けたと市を訴えた裁判である。この時、「障害をもつアメリカ
人法（ADA法）」に基づき、雇用者であるデトロイト市が合理的
配慮を怠ったという理由で10万ドルの損害賠償を支払うよう命
じる判決が出た。このケース以降、北米の公共機関や民間企
業、病院、学校、大学などではフレグランス・フリー・ポリシーや
ロー・セント・ポリシーが採用されるようになった。この時キーと
なったのは「社会モデル」の考え方である。
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またソーシャワークのグローバル定義の観点から、医学
的に説明できない論争中の病であっても当人の感じる苦
痛に寄り添う姿勢が重要と考えられる。加えて、化学物質
過敏症はある意味「産業の失敗」から生じるものである。
人間の経済活動が環境悪化をもたらすために患者が社会
的排除の状態を強いられているという点は、グリーンソー
シャルワークが問題化する事象と共通している。
今後は冒頭に示した「シックハウス症候群・化学物質過
敏症患者の家族支援プログラムの開発」計画を念頭に研
究を進めていく予定であるが、まずは、この問題をソーシャ
ルワーカーが共有する必要がある。日本でも福祉施設を
はじめ、教育施設、医療施設などで「フレグランス・フリー・
ポリシー」などの方針が普及することを願ってやまない。
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