
１　はじめに

1．1　研究の目的
本研究は、HTLV-1（Human T-cell leukemia virus type 1、ヒト T 細胞白血病ウイルス）関連疾

患当事者団体「スマイルリボン」に注目し、同団体がどのような目的でどのような当事者運動
を実践しているのか、またそれがどのような背景からなされておりどのような帰結を導くのか
考察し、病の当事者運動に関する社会学的研究に知見を提供することを目的とする。

従来、障害者による当事者運動については研究が蓄積されてきた。たとえば山下幸子（2008）
は、1970年代に行われた「青い芝の会」の運動を分析し、それが健常者中心社会のありようや、
障害／健常という枠組みと価値そのものを問い直す意義を持っていたことを明らかにした。ま
た他にも、田中耕一郎（2005）は、日本とイギリスの障害者運動の歴史を追い、そこから障害
者による当事者運動ならではの価値が創出されてきたことを示した。また、『ろう文化宣言』（現
代思想編集部編 2000）に所収された諸論考等、障害者自身による当事者運動の研究もある。

一方、病の当事者による運動については、セルフヘルプ・グループにおけるピア・サポート
等、当事者団体から当事者個々人が得るものに注目する、運動の対内的な機能に関する研究に
重点が置かれてきた（たとえば（伊藤 2009）（伊藤編 2013））。一方で、病の当事者運動が、対
外的にどのように働きかけ、社会をどのように変革しようとしてきたのかといった―障害者
による当事者運動のような―研究はまだ少ない。もちろんたとえば HIV ／ AIDS 当事者の運
動に関する本郷正武（2007）の著書や、常染色体優性多発性嚢胞腎（ADPKD）の患者会活動に
注目した、前田泰樹（2016）の論考や前田泰樹・西村ユミ（2018）の著書のように、あるいは、
肺がん患者の患者会参加に注目した齋藤公子（2019）の論考のように、運動の対外的機能も視
点に含めた重要な研究も蓄積されてきている。本郷は、フレーミング分析を用い、HIV ／ AIDS

当事者が「良心的支持者」として運動に参加して支えていく機制を明らかにした。また前田ら
は、ADPKD に関する新しい専門的知識が当事者団体の活動に取り入れられ、それが当事者た
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ちの中で共有されていくことで団体の位置づけが規定され、活動の方向性が見出されていくこ
とを明らかにした。齋藤は、肺がん患者の患者会参加に注目し、それが患者個人の救いのみな
らず、治療薬開発のような対社会的局面にも接続していきうることを指摘している。いずれも
重要な論考であり、本研究でも依拠する部分は多い。とは言え、病の当事者による運動が、特
に当事者団体外の社会に対して何を導きうるのかといった論考は、まだ蓄積の途上にある。

障害者による当事者運動の意味が明らかにされ、そこから「障害学」が興隆し健常者中心主
義の問題点を浮かび上がらせたことに鑑みれば、病の当事者が実践してきた対外的運動に注目
する研究も同様に重要な意義を持つだろう。すなわちこうした、病の当事者による、対内的な
運動のみならず対外的な運動にも注目することは、障害者による当事者運動についての研究が
行ってきたことと同様に、現代社会が前提としている健全者中心の社会規範とその変革の可能
性を、病の当事者運動を通して照射することにつながり、社会学的に意義深い。そこで本研究
では、2000年代初頭に立ち上がり現在は政策決定の過程に当事者が参画するに至っている 1） 

HTLV-1関連疾患当事者の運動に注目し、どのような目的でどのような運動が対内的／対外的に
実践されており、それがどのような意味を有するのか、調査から得られた語りを元に考察する
こととする。

このことには３つの意義があるだろう。第１に、病の当事者運動に注目することで、運動が
差し向けられる側の社会がどのようなものか照射することが可能となるという、社会学的な意
義がある。第２に、病の当事者運動が、どのように展開されどのような形で結実しうるのかを
考察することは、特定の病の当事者の生をある側面から明らかにすることにつながり、医療社
会学的に意義深い。第３には、HTLV-1関連疾患そのものに関する研究上の意義がある。HTLV-1
関連疾患は、先に述べたように社会的に大きな潮流の中にある病の１つである。また、本研究
で明らかにしていくように、HTLV-1関連疾患当事者団体は特徴的かつ効果的な運動を行ってお
り社会学的な論考の対象とされるべきである。にもかかわらず、HTLV-1関連疾患に関する社会
学的研究は、桑畑洋一郎（2012, 2014, 2017a, 2017b）のものを除いて存在しない。こうした状況
において HTLV-1関連疾患の当事者運動の意味を考察しようとする本研究は意義がある。

本研究は以下の構成を取る。まず HTLV-1関連疾患と、本研究で取り上げる当事者団体につ
いて概説する。続いて、当事者団体がどのような目的で結成されたのかを見た上で、そうした
目的の下で、どのような当事者運動が実践されているのか明らかにする。その上で最後に、当
事者運動について考察を加えることとしたい。

1．2　HTLV-1関連疾患の概説
HTLV-1は、母乳を通じた母子感染、性交渉による男性から女性への水平感染、輸血感染の３

つを主たる感染経路とするウイルスである。ただし1986年以降は献血された血液への検査がな
されるようになったため、輸血感染は減少している（内丸ほか 2014a）。

HTLV-1に感染した場合いくつかの疾患を発症することがある。代表的な疾患としては、ATL
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（Adult T-cell Leukemia、成人 T 細胞白血病）と HAM（HTLV-1 Associated Myelopathy、HTLV-1
関連脊髄症）が挙げられる。ATL には「急性型」「リンパ腫型」「くすぶり型」「慢性型」と、症
状と進行速度に応じていくつかの型があり、「急性型」と「リンパ腫型」を発症した場合の予後
はまだ良くない。なお、ATL の生涯発症率は約５％程度とされる（内丸ほか 2014b）。HAM は、
HTLV-1に感染したリンパ球が脊髄内に入り込んで炎症を起こすことで歩行障害や排尿障害など
が生じる病である。現在は、進行を遅らせるための炎症を抑える治療が主である（内丸ほか 

2014c）。また、リハビリテーションのためのロボットスーツの開発も進んでいる。HAM は、発
症者が現在3,000人程度日本にいるとされ（内丸ほか 2014d）、2008年に特定疾患に指定された。

HTLV-1のキャリアと関連疾患の発症者は特に南九州に多い。そのため、齋藤滋（2010）によ
ると、1990年ごろには、厚生省において全国的な対策は不要と考えられていたとされる。つま
り、キャリアの分布が地域的に偏在していたため、全国的な対策を取らなくても自然にキャリ
アは減り、病が消滅すると当初は考えられていた。しかし実際は、人々の移動に伴って、キャ
リアと発症者が九州以外の地域で増加する傾向が見られ、全国的対策が取られることとなった。
なお、最新の推計値では、キャリア数が全国で71.6万人から82万人とされる（浜口 2016）。

1．3　本研究で取り上げる当事者団体の概要
本研究で取り上げる当事者団体は、2005年に設立された NPO 法人「日本から HTLV ウイル

スをなくす会」（菅付加代子理事長）通称「スマイルリボン」である（本研究でも以降こちらの
通称を用いる）。主な活動としては、当事者同士の定期的な交流や、行政・医師らに当事者の実
態を伝えることが挙げられる。理事長の菅付氏は、厚労省が事務局となって組織されている

「HTLV-1対策推進協議会」のメンバーでもあり、同協議会では当事者として自らの声や他の当
事者の声を発信する役割を担っている。

なお、「スマイルリボン」の会員数は、2017年３月時点で500名である。「スマイルリボン」以
外にも、HTLV-1関連疾患の当事者団体は存在するが、「スマイルリボン」が中心的に運動を牽
引していることから、同団体に注目することとした。

２　「スマイルリボン」による当事者運動の実践

2．1　調査の概要
本研究で用いるデータは、「スマイルリボン」が開催した会合において当事者同士で語られた

ことや、当事者が筆者に語ったことに関する記録と、筆者が当事者に個別に行ったインタビュー
によるものである。本研究で取り上げる対象者は以下の通りである。
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表１　対象者一覧（年齢は2019年９月現在）
対  象  者 性別 年齢 備　　考

菅付加代子氏 女性 50歳代 HAM 発症。「スマイルリボン」理事長。
Ａ氏 女性 50歳代 ATL 発症。娘がキャリア。
Ｂ氏 女性 20歳代 キャリア。A 氏の娘。
Ｃ氏 女性 50歳代 夫が ATL で死亡。
Ｅ氏 女性 70歳代 HAM を発症後 ATL も発症。
Ｆ氏 女性 50歳代 キャリア。父が ATL で死亡。
Ｇ氏 女性 50歳代 キャリア。看護師。
Ｈ氏 男性 50歳代 医師。HAM が主たる専門。
Ｉ氏 女性 50歳代 キャリア。夫が ATL で死亡。
Ｊ氏 女性 50歳代 キャリア。父親が ATL。

なお、調査実施に際して、研究全体の趣旨を説明した上で、語りの記録を使用することへの
承諾をいただいている。会合に参加する際やインタビューでは録音機器はほぼ使用しておらず 2）、
筆者のフィールドノーツを元に文章化して用いている場合がほとんどである。

2．2　「スマイルリボン」の目的
まずは、「スマイルリボン」の目的を明らかにしていきたい。「スマイルリボン」のホームペー

ジにおいては、「感染者（キャリア）や発症した患者の相談体制作りや情報提供」と国に対する
働きかけが主たる目的として明記されている（NPO 法人「スマイルリボン」 作成年不明）が、
より具体的にはどのような目的を持った団体なのか。そのことを、スマイルリボンで積極的に
活動をしている当事者の１人である F 氏の語りから見てみたい。

 〔「スマイルリボン」のことを〕いろんな人〔当事者〕にもっと知ってほしいという思いが
あります。表に出てこれないキャリアがいるし、知ってても気にしていないキャリアがいま
すよね。また何より、キャリアママへの負担が大きいでしょ。妊娠時の検査でいきなり知ら
されるし、母乳をあ

マ マ

げれないしんどさがありますからね。他にも離婚の話もあるけれど、あ
れはおそらく友達同士でもできない話ですよ。でもこういう会だと、キャリアだからこそプ
ライベートなことも打ち明けられるわけで、これも会の意義ですね。キャリアのきつさは体
より心の方が大きいんです。だからピアカウンセリング的な意味を持っている会ですよ。（2012
年12月15日に行ったインタビューより）

F 氏は鹿児島の某地域で「スマイルリボン」支部を発足させ、運営を担っている。F 氏の語
りからは、「スマイルリボン」の活動目的として、当事者が「表に出て」きやすくすることと、
当事者同士の「ピアカウンセリング」が行える場作りがあることうかがえる。つまりは、当事
者が情報と困難を共有する機会を作ることが、同団体の目的としてあると言える。
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加えて、他の目的もある。菅付氏は以下のように語る。

 〔「HTLV-1関連疾患を治療するためのいい薬ができないか」との話の流れから〕治験ってい
うのは、積極的に患者を招集することはないんですよね。（中略）だからここに患者会が入れ
るのではと思ったんです。患者にとっては情報を集めることになり、医者にとっては患者の
参加が見込めることで、どちらにもメリットがある。あと何より、製薬会社にニーズが存在
することを示せるっていうのが大きいです。ニーズが分からなければ製薬会社も動かないか
らですね。（2015年５月３日の会合にて）

 〔キャリアの相談に対応する〕キャリア外来がほしいというのは分かるけど、作るためには
ニーズが必要だと思うんです。だから、声を挙げて、声があることを見てもらって作っても
らう。（2015年５月３日の会合にて）

つまりは、「スマイルリボン」の目的として、当事者の存在を可視化し、HTLV-1に関する
「ニーズ」の存在を行政や企業に示していくことで、社会的な潮流を作り出していこうとするも
のも挙げられる。

以上の２点、すなわち、当事者内で情報と困難を共有する機会を作ろうという対内的なもの
と、社会的な存在感を増そうという対外的なものとが、「スマイルリボン」の主目的として挙げ
られる。それでは、「スマイルリボン」はこうした目的の下、どのような運動を実践しているの
か。ここまでに見てきた目的に応じて、運動も対内的なものと対外的なものがあると思われる。
次節からは、上記の目的を達成するために実践されている、特徴的な対内的／対外的運動につ
いて順に見ていくこととしたい。

2．3　対内的運動：当事者内で共有される情報と困難
前節で見たように、「スマイルリボン」は、対内的には当事者が情報と困難を共有する機会を

作ることを、対外的には社会的な存在感を増すことを主目的として結成されている。
それでは、こうした目的を達成するために、「スマイルリボン」はどのような運動を実践して

いるのか。まず本節では、「スマイルリボン」に所属する当事者が、対内的運動においてどのよ
うな情報と困難を共有しようしているのか、順に見ていくこととしたい。

2．3．1　予防・治療手段に関わる情報の共有
「スマイルリボン」においては、当事者による HTLV-1関連疾患への予防・治療手段に関する

情報の共有が図られることが多い。具体的に共有が図られる情報としてはたとえば、ATL の症
状が皮膚に現れている D 氏が、「スマイルリボン」の会合の他の参加者に対して
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 自分に効いた薬はプレドニゾロンですね。ステロイド剤です。マイザー軟膏は強かったの
で、腰から下だけに塗るように言われています。基本的にこういった塗り薬は対症療法なん
ですよね。皮膚の再生を促すビタミン剤は処方されていません。（2012年９月15日の会合にて）

と語るように、自分自身が処方されている薬とその効き目といったものがある。またあるいは、

 免疫の調節をしてくれるのがヤクルトなんですよね。ATL は免疫不全を起こすもので、ATL

と HAM 両方を発症する人もいたりします。あと、HAM から ATL へと至る流れが多いから、
ヤクルトが身近なところではいいと思います。（菅付氏：2012年９月15日の会合にて）

といった形で、手軽に利用可能な、予防・治療手段に関する情報の共有がなされることもあ
る。他にも E 氏が、

 かかりつけの先生に温泉にあまり行かないように、と言われました。きれいじゃないとこ
ろにはカビや菌がいる可能性があるらしいんですよ。（2013年２月17日の会合にて）

と他の当事者に語るように、日常生活において気を付けるべきことも情報として共有されて
いる。

また、こうした民間療法的なものも含めた予防・治療手段や、日常生活における留意事項以
外にも、臨床試験への参加に対する思い入れが語られ、共有が図られることもある。

 父が ATL なんですよね。抗がん剤治療では治りきらないから、治験でもいいからもう少し
生きたいと言っています。とにかく情報がほしいんですよね。（J 氏：2015年５月３日の会合
にて）

このように、臨床試験も含めた何かしらの治療法を求める思いも、当事者団体内では語り合
われ共有されることとなっている。

さらにはまた、こうしたことと連続して、臨床試験の情報そのものが団体内で伝播され共有
されることもしばしばある。たとえばそれは、菅付氏が他の当事者に対して行う、以下のよう
な報告が典型的である。

 今新薬の治験が進んでいて、もしかしたらな状況なんですよね。「ポテリジオ〔ATL に効
果があると認められた薬「モガリズムマブ」の商品名〕に続け」と呼びかけが行われていま
す。ATL も含めて希少ガン対策を厚労省は進めている状況なので、患者会として声を伝える
ことで後押ししていきたいと思っています。とにかくみんなの声を伝えていきたいと思って
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います。（2013年７月20日の会合にて）

なお菅付氏は、上述の通り当事者団体代表として「HTLV-1対策推進協議会」にも出席してお
り医学者とも親交が深い。そのためこうした、新薬や新治療法に関する情報をいち早く入手し、
当事者団体の会合等で情報共有を図っている 3）。

こういった、様々な内容を持った予防・治療手段に関する情報共有がなされるのは、HTLV-1
関連疾患への有効な予防・治療方法が確立されていない現状を反映してのことであろう。いか
にすれば HTLV-1関連疾患を予防し治療することができるのかが不明確であるがゆえに、当事
者各人が模索したものも含めた予防・治療方法を、当事者同士で情報として共有しようとして
いるわけである。

2．3．2　母乳育児にまつわる困難の共有
「スマイルリボン」の対内的運動として、予防・治療手段に関する情報が共有されていること

をここまでに見た。他方、「スマイルリボン」では、当事者の抱える困難の共有も対内的運動と
して実践されている。特に女性の当事者が抱えており他の当事者と共有しようとする典型的な
困難が、母乳育児にまつわる困難である。先に述べた通り HTLV-1は母乳を主たる感染経路の
１つとするため、HTLV-1に感染している女性が育児をする場合は母乳を全く与えないか、与え
てもごく短期にすることが推奨される。しかしながら、日本においては母乳育児を推奨する規
範が根強く存在しており、ゆえにキャリアの女性は、母乳育児を推奨する規範と、感染予防の
ための非母乳育児との板挟みに置かれる（桑畑 2012）。そうした板挟み状況について、A 氏は
娘である B 氏の育児を振り返って以下のように語る。

 自分の娘〔B 氏〕もキャリアなんですよね。だから１人目は短期の母乳で３か月だけあげ
ました。（中略）道端で年配の人から責められたりもしましたよ。もしかしたら、芸能人みた
いに、胸の形が崩れるからあげていないと思われたのかもしれませんね（2013年４月21日の
会合にて）

あるいは実際に B 氏も以下のように語る。

 母乳をあげるのを止めるのが大変でしたね。もう、おっぱいは張るし、母乳の方が手軽な
んですよ。子どもは哺乳瓶をくわえてくれないこともありましたし。また、最初は母乳でやっ
てると切り替えるのが難しいんですよね。（2014年２月28日の会合にて）

また G 氏も、自身の育児経験を振り返って以下のように語る。
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 「母乳はいい」ってことは仕事柄〔G 氏は看護師〕知っていたので、母乳が出るたびに辛い
思いをしました。それに、経験がある人多いと思うんですが、子どもが泣くと母乳が勝手に
出るんですよね。だから母乳を止める薬を飲んで止めてましたよ。（中略）特にお姑さんがき
つかったですね。で、自分が精神的にきついからか、子どももしょっちゅう熱を出し、その
ことで「母乳をあげられないから」と責められて。自分自身も葛藤がありました。母乳をあ
げていない自分は子どもに愛情がない、愛情を伝えられていないのではないか、とか苦しかっ
たですね。（2013年４月21日の会合にて）

「スマイルリボン」においては、このように、母乳育児にまつわる困難の共有が図られること
が多い。またその際には、母乳育児を推奨する規範との板挟み状況や、「母乳が勝手に出る」と
いった身体的な苦痛以外にも、

 ミルク代が１月当たり15,000円かかりましたね。ミルクは１度作ったら飲まなかった分余
りを捨てることになるでしょ。だから、「自分はお金がないから母乳で育てる」って人がいる
んじゃないかという気もします。（2014年２月28日の会合にて）

と B 氏が語るように、非母乳育児によって生じる経済的負担も困難として語られ共有される。
このように、主として女性の当事者における、母乳育児にまつわる困難が共有されることも

対内的運動として実践されている。また、このように、母乳育児にまつわる困難が当事者内で
共有されるのも、母乳を主たる感染経路の１つとする HTLV-1の特性を反映してのことだと思
われる。

2．3．3　小括
以上のように、HTLV-1関連疾患当事者団体「スマイルリボン」においては、予防・治療手段

に関する情報と、母乳育児にまつわる困難の共有が対内的運動として実践されていることを見
てきた。

また、こうした情報や困難が対内的運動によって共有されるのは、HTLV-1関連疾患にはまだ
解明されていない部分が多く予防・治療手段が未確立であることや、母乳を主たる感染経路と
するといった、病の特性を背景としていることもここまでに見てきたとおりである。病の当事
者運動は、その病がどのような特性を持ち、どのような社会的状況にあるのかといったことを
反映してなされるものであるということがここまでに見てきたことから示唆されよう。

一方で、こうした対内的運動にはどのような機能があるのか。第１に考えうるのが、当事者
の不安や困難の軽減であろう。予防・治療手段が未確立であることから生じる不安は、予防・
治療手段やその開発に関する情報が共有されることで軽減されるし、母乳育児にまつわる困難
も、同様の困難を抱える当事者が他に存在し共感が示されることで軽減される。また第２に、
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次節で見ていくように、こうした対内的運動によって共有されたものが、当事者による対外的
運動の資源となりうるということもあるようである。こうしたことも、対内的運動の機能であ
ろう。

2．4　対外的運動：臨床試験への関与と制度策定への関与
続いて本節では、「スマイルリボン」が実践している対外的運動について見ていくこととした

い。具体的には本研究では、臨床試験への関与と地方議会における制度策定への関与を取り上
げる。

2．4．1　臨床試験への関与
「スマイルリボン」が実践してきた対外的運動の１つが、臨床試験への関与である。
臨床試験とは、効果がまだ明らかではない治療法や治療薬の効果と安全性を確定させるため

に、実際に人間に対して行われる試験のことを指す。HTLV-1関連疾患についても臨床試験は展
開されており、またそうした臨床試験の情報が、HTLV-1関連疾患についての情報を集約する

「HTLV-1情報サービス」（「HTLV-1キャリアと ATL 患者の実態把握、リスク評価、相談支援体
制整備と ATL/HTLV-1感染症克服研究事業の適正な運用に資する研究」 2014）において周知さ
れている。加えて、前節で見たように、HTLV-1関連疾患に対する治療法や治療薬が未確立のた
め、当事者においても、臨床試験によって治療法や治療薬が確立することへの希望は大きい 4）。

このように、HTLV-1関連疾患についての臨床試験が進められている中で、「スマイルリボン」
は、臨床試験に積極的に関与をすることで自らの存在を可視化しようとしている。たとえば菅
付加代子氏は、臨床試験に対して以下のような関与をしてきたと語る。

 〔従来の医学界では〕HAM は放っておかれた（中略）病気だったんですよね。でもそれが
今や患者会の力で指定難病になり、お医者さんが HAM 登録システム作って HAM の患者の
容体なんかをデータ化するんですよ。また、先生〔ある医者〕から言われたのが、治験をす
るのに患者が集まらなければ没になる〔臨床試験ができない〕ケース多いんですって。（中
略）〔そうした状況を鑑みて〕患者会〔「スマイルリボン」〕からリストを差し上げたから。300
人ほどのリストを差し上げて。（2018年７月26日のインタビューにて）

このように「スマイルリボン」では、当事者団体として、臨床試験を行う医師に、臨床試験
に参加可能な当事者が多く含まれたリストを提供するといった関与を実践してきた。こうした
実践は、以下の菅付氏の語りに表れている通り、会の目的に基づいたものだと思われる。

 〔「HTLV-1関連疾患を治療するためのいい薬ができないか」との話の流れから〕治験ってい
うのは、積極的に患者を招集することはないんですよね。（中略）だからここに患者会が入れ
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るのではと思ったんです。患者にとっては情報を集めることになり、医者にとっては患者の
参加が見込めることで、どちらにもメリットがある。あと何より、製薬会社にニーズが存在
することを示せるっていうのが大きいです。ニーズが分からなければ製薬会社も動かないか
らですね。（再掲 : 2015年５月３日の会合にて）

つまりは、当事者団体が臨床試験に主体的に関わることで、自分たちの存在を社会的に示し、
さらには医師・製薬会社に対して、治療・予防薬の開発をめぐる当事者のニーズが存在するこ
とや、当事者の情報そのものを提示することを目的とした実践が「スマイルリボン」によって
行われてきた。またその背景には、前節で見たように、当事者団体内部で予防・治療手段に関
する情報の共有が図られてきたことも存在する。つまりは、当事者団体の側としての予防・治
療手段の開発を希求する声が、対内的運動によってその情報が共有され、それが対外的運動の
資源として、予防・治療手段の開発を求める当事者の声と「リスト」として用いられることと
なる。さらにそのような形で対外的運動が展開され、HTLV-1関連疾患への社会的注目が高まる
という、連結関係が存在する。

2．4．2　制度策定への関与
続けては、地方議会における制度策定への関与について見てみたい。前節で見たように、特

にキャリアの女性は母乳育児にまつわる困難を抱えている。この困難を解消するために、「スマ
イルリボン」が行ったのが、非母乳育児を支援する制度策定への関与である。

2015年に、鹿児島県霧島市議会に「HTLV-1（ヒト T 細胞性白血病ウイルス１型）に感染した
母親への粉ミルク助成を求める陳情書」が出され採択された。その結果として霧島市では、乳
児１人につき１か月あたり3,000円の助成を行う制度（鹿児島県霧島市 2019）が策定されること
となった。これは「スマイルリボン」に参加する当事者である A 氏と C 氏が主に関わったもの
である。この件について、A 氏は以下のように語る。

 思い立って議員さんと相談したんですよね。そしたら議員さんが、「自分が上げる〔議会に
提出する〕より、女性の２人〔A 氏と C 氏〕が上げた方が採択されるかもよ」と言ってくれ
たんですよね。〔A 氏と C 氏という女性当事者が陳情した方が〕リアリティがあるし、議員
さんは男性だし、派閥もあるしということで。霧島っていう前例ができたのは大きいし、他
のところ〔他の自治体〕にも示せる。当人〔当事者〕が出したのが大きかったんだと思いま
す。（2015年７月18日の会合にて）

このように、HTLV-1関連疾患の当事者が議員とも相談しながら市議会に陳情を出したことも
奏功し 5）、人工乳で育児をせざるをえない HTLV-1キャリアに対する経済的な補助が策定される
こととなった。またさらに、A 氏が「前例ができたのは大きい」と指摘するように、実際この
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霧島市の助成制度を追う形で 6）、近隣の南さつま市にも同種の制度が策定され、さらには鹿児
島県でも「鹿児島県 HTLV-1等母乳を介する母子感染対策推進事業」（鹿児島県 2019）が始ま
り、全県的助成がなされることとなった。

このように、「スマイルリボン」は対外的運動として制度策定への関与も実践してきた。ま
た、前節で見たような対内的運動によって共有された困難が、これらの対外的運動の資源とし
て機能していたこともうかがえる。つまりは、対内的に共有されてきた当事者の困難が、制度
を策定のための「リアリティ」を持った根拠として陳情で用いられた面もある。ここにも、臨
床試験への関与と同様に、対内的運動によって共有されたものが対外的運動の資源として用い
られ、そこから展開された対外的運動によって HTLV-1関連疾患当事者団体の社会的存在感が
高められるという連結関係が存在すると思われる。

2．4．3　小括
本節で見てきたように、「スマイルリボン」は、当事者団体として対外的にも運動を実践して

きた。本節で取り上げたのは、臨床試験への関与と地方議会における制度策定への関与である。
こうした対外的運動の実践によって、治療法や治療薬の開発に貢献することや、当事者を助

ける制度策定といった帰結が獲得でき、また、HTLV-1関連疾患に関する社会的な認知や、HTLV-1
関連疾患当事者団体の社会的存在感が高まることとなる。

また、こうした対外的運動においては、前節で見てきたような対内的運動によって共有され
た情報・困難が、運動の資源として用いられていることも見えてきた。すなわち、対内的運動
によって共有されてきた、予防・治療手段の開発を希求する当事者の声が臨床試験へのニーズ
や「リスト」として用いられていた。また同様に、対内的運動によって共有されてきた、母乳
育児にまつわる困難が、制度策定を求める際の「リアリティ」補強の資源として用いられてい
た。以上のように、「スマイルリボン」の実践してきた対外的運動は、対内的運動によって共有
されてきたものを資源として用いることでより良い帰結を獲得し、それが HTLV-1関連疾患へ
の認知と当事者団体としての社会的存在感を高めることにつながるという好循環を成立させよ
うとするものとなっていたと言える。

３　おわりに

まずは本研究で見てきたことをまとめたい。本研究は、HTLV-1関連疾患当事者団体「スマイ
ルリボン」の運動に注目し、同団体が目的でどのような当事者運動を実践しているのか、また
そうした実践が有する意味を考察することを目的にするものであった。
「スマイルリボン」の会合における語りや、インタビュー調査において得た語りを元に記述を

進めた結果、「スマイルリボン」は対内的に、予防・治療手段に関わる情報と母乳育児にまつわ
る困難の共有を図ろうとする運動を実践していたことが明らかとなった。こうした対内的運動
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は、HTL- １関連疾患の予防・治療手段が未確立であることや、母乳を主たる感染経路とする
といった、病の特性を背景として実践されているものであった。

また、「スマイルリボン」は、対外的運動として、臨床試験への関与や制度策定への関与を実
践していた。その際、対内的運動によって共有されてきたものを資源として用いながら運動を
展開することで、より良い帰結を獲得しようとしていたことを見てきた。

それではこうした結果から、どのような考察が導き出せるのか。以下では３つの論点を取り
上げて考察してみたい。

第１の論点は、本研究で見てきた、対内的運動と対外的運動の関係についてである。本研究
では、「スマイルリボン」が対内的には予防・治療手段に関わる情報と母乳育児にまつわる困難
の共有を運動として実践しており、対外的には臨床試験への関与と制度策定への関与を運動と
して実践していることを見た。齋藤公子（2019）が注目した事例と同様に、「スマイルリボン」
においても対内的運動によって共有されたものが対外的運動の資源として用いられていくとい
う連結関係が存在していた。これを図示すると以下のようになろう。

図１　「スマイルリボン」における対内的／対外的運動の連結関係

こうして、当事者による対内的運動と対外的運動の関係性が本研究によって示された一方で、
気になる点もある。対外的運動によって獲得された帰結は、当事者団体に現に参加している当
事者だけに還元されるわけではない。たとえば、当事者団体に参加していようといまいと粉ミ
ルク補助制度を利用することは可能である。こうした、いわゆる「フリーライダー」（Olson 

1965=1983）が当事者運動においてどのように理解されているのか、本稿においては明らかに
できなかった。今後の課題とすべきことであろう。

第２の論点は、当事者運動によって獲得される、病の当事者としてのシティズンシップにつ
いてである。前田泰樹と西村ユミ（2018）は、ADPKD の患者会活動における「治療手段の獲
得をめぐって行われる患者側の活動」（前田・西村 2018: 152）に対して、「遺伝学的シティズン
シップ」（Heath et al. 2004=2007）あるいは「生物学的シティズンシップ」（Rose 2007=2014）
という概念によって理解しようとした。つまりは、特定の病に起因する経験を共有することに
よるメンバーシップの形成と、そこからある種の市民権の獲得が目指されていく状況が様々な
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病の当事者運動において存在する。このことをふまえれば、本研究で見てきた、「スマイルリボ
ン」が対内的／対外的に実践してきていることも、HTLV-1関連疾患に関わるメンバーシップの
形成とシティズンシップの獲得運動でもあると理解される。その上で、HTLV-1関連疾患当事者
団体の実践する運動とその帰結が他の病の当事者団体のそれらとどのような異同を持つのか。
このことも今後検討されるべきことであろう。

第３の論点は、「スマイルリボン」の運動が生じさせうる、当事者にとってあまり望ましくな
いであろう帰結についてである。「スマイルリボン」は対外的運動として、地方議会における制
度策定に関与し、粉ミルクへの助成を勝ち取った。その際、HTLV-1関連疾患の女性の当事者な
らではの困難が、陳情を行う有力な根拠の１つとなっていた。それは先に引用した A さんの語
りが示す通りである。

しかしながら、女性当事者ならではの困難の根拠としての提示が制度策定というを勝ち取っ
た要因の１つとなった一方で、それが元で、当事者にとってあまり望ましくない帰結を導く可
能性もある。「HTLV-1関連疾患は女性の病である」という理解の拡大である。

もちろん、HTLV-1の主たる感染経路が母乳であることをふまえれば、HTLV-1関連疾患が、相
対的に女性に関係する病であると理解されることはある意味当然である。しかしだからと言っ
て、この病は女性だけの病として理解されるべきものでもない。男性も自身と病との関係性を
理解しておかねば、感染対策が不十分なものとなる危険性がある。こうした危険性は当事者に
も既にある程度認識されており、たとえば I 氏は、HTLV-1関連疾患について男性も認識を深め
る必要性があることを以下のように語る。

 妊婦がキャリアだと分かっても、感染源は調べようとしていないんですよ。これが問題じゃ
ないですかね。だって水平感染もするんだから、妊婦さんにうつした人は旦那さんな可能性
も十分あるんですよ。（2015年７月26日の会合にて）

あるいは HAM を専門とする医師の H 氏も以下のように語る。

 すごく親身になる夫と、「自分は知らない」型の夫とにすごくはっきり分かれるんですよ。
だから、夫も実は関係する病気だってことをきちんと分かっておかないといけないんです。

（2014年２月28日の会合にて）

すなわち、感染対策の文脈においては、HTLV-1関連疾患を女性の病としてに限定する理解が
広がってしまうことは、感染対策を阻害しかねないのである 7）。つまりは、対外的運動で有効
であった根拠づけが、感染対策の阻害を招きかねない。とはいえ、こうした帰結が導かれうる
ことを、当事者も認識している。そのことは、まさに陳情を行った当の A 氏自身が
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 あの時〔助成制度の陳情を行った時〕、霧島市は女性の問題としか思われていなかったんで
すよね。（中略）でもそんな中でも、助成が県レベルにまでなったのは大きな進歩ですよ。今
後は男性も若い世代が感染してくるし、（中略）特に年配の人は女の問題としか考えていない
から、そこを啓発していかないとと思っています。（2019年５月31日の会合にて）

と語ることからも分かる。
こうした、何かしらの望ましいものを勝ち取ろうとする実践が、別の望ましくない帰結が導

いてしまうという状況は、特に持たざる者の実践においては起きがちなことである。それは、
M. セルトーが、

 支配的文化のエコノミーのただなかで、そのエコノミーを相手に「ブリコラージュ」をお
こない、その法則を、自分たちの利益にかない、自分たちだけの規則にしたがう法則に変え
るべく、細々とした無数の変化（Certeau 1980＝1987: 16）

を導くものこそが持たざる者の実践であり、ゆえに

 かれら〔持たざる者のこと : 引用者注〕は、自分のものをもたないから、やむなく既成の
諸力と表象の織りなす網の目をかいくぐってゆかなければならない。「なんとかやってゆかな
ければ」ならないのである（Certeau 1980＝1987: 72）

と指摘する通りである。つまりは、「スマイルリボン」の運動は、目の前の課題―本研究で
見た実践の場合は母乳育児にまつわる困難―を解決することに最優先で注力し、それが元で
生じた次なる課題については次の段階で対応するといった形で、「無数の変化」を繰り返しなが
ら運動を実践せざるを得ないのである。

本研究における考察によって、「スマイルリボン」が実践する運動は、当事者団体内に向けた
運動と団体外に向けた運動とが存在し両者は連関していること、またそうした連関を通して
HTLV-1関連疾患の当事者としてのメンバーシップ形成とシティズンシップ獲得が図られようと
していること、何かを勝ち取る実践の過程においては、望ましい帰結のみならず望ましくない
帰結を導いてしまうこともあるが、そうした中で「なんとかやってゆか」れるものこそが、当
事者運動であることが示された。
「スマイルリボン」による運動への考察を通して、以上のような知見が得られたが、途中でも

示してきたように課題はまだ残っている。病の当事者による運動への体系的考察を進めていく
ことを今後の課題として論を閉じることとしたい。
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［付記］
本研究は JSPS 科研費 JP17K04184の助成を受けたものです。

［注］
1 ） 「HTLV-1対策推進協議会」が2011年より厚生労働省により組織され、行政・専門家・当事者が参

加し諸対策が講じられている。
2 ） 2018年７月26日に実施した菅付加代子氏へのインタビューでは了承を得て録音機器を使用している。
3 ） 他にも、菅付氏が作成して「スマイルリボン」会員向けに定期的に発行している「スマイルリボ

ン会報」においても、臨床試験の情報や、新薬等の開発情報が掲載されている。
4 ） なお、臨床試験への関わり方において、当事者の属性によって差異がある。この点については稿

を改めて考察したい。
5 ） 陳情に際してどのような論理が用いられたのかということも興味深い。この点についても稿を改

めて考察することとしたい。
6 ） 霧島市でこの制度が策定される以前に、鹿児島市にも、低所得者支援の中に HTLV-1の感染者が

組み込まれる形でのミルク代補助制度は存在したが、HTLV-1関連疾患そのものへの補助制度を整備
するのは霧島市のこれが初めてのものであった。

7 ） なお実際に男性キャリアの数値が伸びており、また、性交渉による水平感染割合が想定以上に存
在することも示されている（厚生労働省 2016）。そういった意味でも、HTLV-1関連疾患の当事者を
女性に限定して理解するのには問題がある。
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