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１．マスダ・ボストン・チャレンジとは 

　マスダ・ボストン・チャレンジは、ＡＬＳ当事者である増田英明さんが、１２月６日から開催
されるＡＬＳ国際会議（ＡＰＦ）に参加して、「人工呼吸器をつけて、もっと生きようよ」とい
うメッセージを世界の仲間たちに伝えたいと考え、はじまりました。 
 

12月6日

9:00（日本時刻） 集合　介護タクシーで京都駅に移動

11:00 11:18　のぞみ14号　→　品川駅着

14:00 14:20　成田EX33号　→　空港第二ビル着

15:00 15:27　第二ビル着 
→　15:30～　空港第二ビル4階NAAランデブーポイント集合

18:30 JIL008便　成田発　→　ボストン行き

17:05 
（ボストン時刻）

ボストン着 
タクシーでホテルへ 
ミーティング

12月7日

8:00 会場であるThe Westin Boston Waterfrontに集合 
学会の受付　

8:30 学会の開会

関係者にインタビュー

19:30 在米日本人患者家族と交流会

12月8日

8:00 The Westin Boston Waterfrontにて集合 
学会の受付　

8:45 学会の開会

11:00 施設訪問

12:30 PACTALS（患者主導の会議）ミーティング

14:00 ミーティング後、関係者にインタビュー

（＊）チャレンジのスケジュール



（１）チャレンジにいたる経緯 
　a. ＡＬＳと人工呼吸器 

　ＡＬＳ（筋収縮性側索硬化症）は、原因も治療法も解明されていない進行性の難病です。発症す
ると、運動神経系が衰え、だんだん身体の筋肉が動かなくなりますが、知覚神経は障害されない
と言われています。進行によって、歩くこと、話をすること、食べること、痰を出すこと、呼吸を
することなどが、むずかしくなっていきます。それに対して、さまざまな支援があります。車いす
をつかったり、パソコンや文字盤などでコミュニケーションをとったり、胃から栄養をとった
り、吸引機で痰をとったり、人工呼吸器をつけて呼吸をしたり。また、生活や療養に必要なお金
を補助する仕組みもあります。 
　これまで呼吸ができなくなることがＡＬＳの終末期であるかのように語られてきましたが、人
工呼吸器をつける人が増えることで、呼吸ができなくなることはＡＬＳの終末期ではないという
考えが少しずつ広がってきています。とはいえ現状では、人工呼吸器を使用する日本国内の患者は
３割以下で、呼吸をする筋肉が衰えると、７割の患者が呼吸器の装着をせずに亡くなっていると
も言われています。家族に大変な思いをさせたくない、介護の負担が大きい、お金の負担が大き
い、人工呼吸器をつけた後の生活が見とおせない…などが、装着しない理由です。 

12月9日

8:00 The Westin Boston Waterfront集合 
学会受付　

8:30 開会

12:30-14:00 ポスター報告の準備

19:00-19:20 ポスター報告 
Achieving independent lives for people with ALS 
connected to artificial respirators through the process 
of accepting care from non-family members 
「人工呼吸器を装着したＡＬＳ患者の自立生活――ＡＬＳ
患者が家族以外の人のケアを受け入れていく過程を通し
て」

12月10日

12:25 JL007便　ボストン発　→　成田行き

12月11日

16:25 
（日本時刻）

成田空港着

18:20 JL3007便　成田空港発　→　伊丹空港行き

19:55 伊丹空港着

20:00 介護タクシーで帰宅



　他国では、人工呼吸器をつけるＡＬＳ当事者はもっと少ないと言われています。また日本では一
度つけた人工呼吸器を外すことは法律で禁じられていますが、そのような法律がない国では本人
の同意がないまま人工呼吸器が外されることさえあります。 
　このような状況を変え、ＡＬＳ当事者みんなが生きられる道をつくりたい。「人工呼吸器をつ
けて！もっと生きようよ！」。それが増田さんの思いです。しかし増田さんも、発症当初は人工
呼吸器をつけないという意思表示をしていました。　 

　b. 増田さんの活動ーー発症から自立生活まで 

　増田さんは、２００４年、６０歳のときにＡＬＳを発症しました。発症してから、腕に力が入
らなくなり、ふらついて転倒するようになりました。医師からＡＬＳとの診断を受け、病気がどの
ように進行していくかを知らされました。人工呼吸器をつけるか否かという医師の問いかけに対
して、増田さんはつけないという意思を示しました。診断直後には気持ちが落ち込み、人工呼吸
器をつけた先々の生活に実感がもてませんでした。家族介護の負担の大きさが説明され、具体的
な生活をイメージできるような情報提供の機会はありませんでした。 
　増田さんの症状の進行は早いものでした。半年後には口から食べたり、飲み込んだりすること
が、それまでのようにはできなくなりました。息苦しさも感じるようになり、口にマスクを装着
して呼吸を補助する器具（バイパップ）をつかう必要が出てきました。胃から栄養をとるために
胃ろうをつくりました。呼吸が苦しくなってからは不安と恐怖で眠れなくなり、周囲から人工呼
吸器をつけるかどうかの意思確認をされると、暗い気持ちになりました。大切な家族に負担をか
けたくない…。 



　そんな時、増田さんは娘さんから手紙をもらいました。手紙には「お父さんには生きていてほ
しい。孫の成長を見守ってほしい」と書かれていました。家族みんなから、「人工呼吸器をつけ
て、もっと生きようよ！」というメッセージを受けとりました。 
　２００５年、増田さんは、人工呼吸器をつける決断をして、気管に穴を開ける手術（気管切
開）を受けました。しかし、術後、人工呼吸器をつけてじっと天井を見上げる病院での生活はつ
らいものでした。 
　２００６年、人工呼吸器をつけた在宅生活が始まりました。医師、看護師、理学療法士、作業
療法士のみなさんの助けをかりて、車いすにのって外出ができるようになりました。支援者のみ
なさんが明るく接してくれたことで笑顔を取り戻し、車いすに乗れるようになったことで、結婚
式、ジャズライブ、旅行にも行きました。障害福祉の制度をつかってヘルパー派遣も受けるように
なり、自分専属の介助者（パーソナルアシスタント）を募集して育てはじめました。 
　増田さんは、一般社団法人・日本ＡＬＳ協会にかかわり、同じようにＡＬＳを発症して暮らす
患者の仲間たちと出会いました。自分の経験を伝える講演活動もはじめました。さらに、京都の
障害者当事者運動にも参加し、障害者の介護派遣事業所で資格研修の講師など精力的に活動を行
うようになりました。障害者運動の「自立生活」（どんな障害があっても施設や親元ではなく地
域で自由に生きること）という考え方に触れて、自分の気持ちと周囲のサポート次第で無限の可
能性が開けていると感じるようになりました。２０１１年、増田さんは、東日本大震災をきっか
けに、いままで出会ってきた仲間たちと一緒に、人工呼吸器を使う人の災害・停電時の課題を議
論するシンポジウムを自ら企画しました。 
　ＡＬＳとともにあっても、自分は自分であり、仕事ができなくなっても、社会に貢献できるこ
とがある。増田さんはそのように考え、患者会の役員として動き、講演活動に出向き、大学生や
異なる障害の人々、地域の人たちとの交流を増やし、世界を広げてきました。そして、かつての
増田さんと同じように、見通しのない恐怖のなかで、人工呼吸器をつけることをためらっている
ＡＬＳ当事者に、メッセージを届けたいと考えたのです。 

　c. 海外渡航とバリアとの闘い 

２０１７年１０月に、増田さんは立命館大学の仲間たちの支援を受けて、韓国の順天郷大学で
開催された「障害学国際セミナー・２０１７」に参加しました。海外旅行など二度とできないと
考えた時期もありましたが、家族や仲間とともに道を切り開きました。海外へ行くのも、飛行機
に乗るのも、人工呼吸器をつけてからは初めてのことでした。 
韓国行きで分かったのは、航空会社が人工呼吸器を装着した重度の障害をもつ人の利用を想定
していないということでした。増田さんは、座位を保つと気道内圧が上昇し、肺の組織に悪影響
を与えてしまうため、機内での座位が保てない状態でした。そのため、フルフラットが可能なビ
ジネス席かストレッチャー席を用意してもらう必要がありました。韓国行きの際は、ストレッ
チャーの取り付けには６席（エコノミークラス）が必要となり、その６席分の支払いが求められ
ました。しかも割引料金ではなく、正規料金であったため、他の参加者と比べてほぼ１０倍の航
空券代がかかると言われました。さらに、ストレッチャー席は機体の後ろに設置されており、そ
こまでの移動手段がありませんでした。そのため、増田さんの身体は床に敷かれたビニールシー
トの上に置かれ、それを３人がかりで席まで引きずって移動しました。狭い機内を移動したた
め、体のあちこちに傷ができました。このことだけでも、増田さんのような重度の障害を持つ人
が飛行機に乗ることを想定していないことが分かります。しかし増田さんは、そのような困難をの



りこえて参加した国際セミナーでさまざまな人と出会い、あらためて他国の人々にも自分自身の
生活を伝えることが大切だと確認しました。 

 d. 当事者が参加する意味 

毎年開催されるＡＬＳ国際学会は、医療者や研究者が薬の開発など治療に関する報告を行って
きた場です。ＡＬＳ当事者も「元の体に戻るための治療をしてほしい」という気持ちをもっておら
れる方が多いです。しかし、人工呼吸器をつけたり、重度訪問介護のような制度を設けたりした
ら、進行する病とともにある生活もよりよく生きられるかもしれない、といった報告はほとんど
ありませんでした。人工呼吸器をつけている当事者の生活や状況は、日本のＡＬＳ当事者の運動
が少しずつ伝えてきたのです。その運動のつみかさねによって、人工呼吸器をつけたＡＬＳ当事者
が地域で生きるための制度に、ようやく目が向けられはじめ、今回は初めて患者主体のセッショ
ンが開かれることになりました。世界の流れは変わりつつあり、増田さんもこのＡＬＳの仲間た
ちのリレーをつないで、ボストンのＡＬＳ国際学会に参加し、日本での自分自身の経験を伝えた
いと思ったのです。 
　多くの仲間に先立たれる経験をしながら、人工呼吸器を装着して生きている自分に何ができる
かを、増田さんは日々考えてきました。増田さんのように人工呼吸器を装着するという選択をし
ないＡＬＳ患者は多くいます。ＡＬＳ当事者で、人工呼吸器をつけて地域生活を自由に送っている
人は、世界にどれほどいるのでしょうか。 
人工呼吸器をつけているＡＬＳ当事者がボストンの国際会議に参加して報告を行い、当事者に
メッセージを発信するということには、さまざまなバリアがあります。しかし韓国での仲間たち
との経験もあり、ボストン行きのバリアをこえるために、クラウドファンディングを利用して資金
を調達し、増田さんの活動を社会に広めていくことにしました。 



２．チャレンジの目的 
　このような経緯から、マスダ・ボストン・チャレンジには二つの目的がありました。 

（１）ボストンで開催されるＡＬＳ国際会議で、世界のＡＬＳの人たちに、当事者である増田さ
んが「人工呼吸器をつけて、もっと生きようよ！」とメッセージを伝えてくること 

　いままで医療者や研究者などの専門職が中心をになってきたＡＬＳ・ＭＮＤ国際学会
（International Alliance of ALS/MND Associationsの年次総会）に、この間、日本ＡＬＳ協会な
どからＡＬＳ当事者が参加して声を上げてきました。日本ＡＬＳ協会も加盟するＡＬＳ国際患者
同盟には世界各国から当事者が関わっています。増田さんは、ＡＬＳ国際患者同盟に集う世界各地
の当事者と交流し、情報交換をしたいと考えました。とくに今年は初めて患者が主導するアジア
太平洋会議（The Pan-Asian Consortium for Treatment and Research in ALS：ＰＡＳＣＡＬ）
が設けられることになりました。また、ＡＬＳ国際患者同盟のネットワークのつながりから、Ａ
ＬＳ当事者が入所する現地の施設を訪問しようとしました。そして、京都の障害者運動と同じく
障害当事者が運営するボストンの自立生活センターからも話を聞くことにしました。ボストンで
は、障害学という分野の第一人者である立命館大学の立岩真也さんたちの研究チームとともに行
動することが予定されました。 
　ＡＬＳ当事者の地域生活を考える際には、家族以外の支援者による介助の問題が欠かせませ
ん。障害当事者が運営する自立生活センターは、介助派遣などでＡＬＳ当事者の地域生活を支え
てきました。自立生活センターとは１９８０年代にアメリカではじまり、日本にも広がった障害
当事者の運営する権利擁護団体です。重度障害者が施設や親元ではなく地域で生きるには、介助
が必要になります。いま日本では障害者運動の結果、重度訪問介護というサービスで３６５日・
２４時間の介護保障が実現しています。日本では重度訪問介護を提供する介護派遣事業所を運営し
ている自立生活センターが多くあり、ＡＬＳ当事者もこの制度につながって地域で自立生活を
送っています。 
　またＡＬＳ当事者は、家族以外が医療行為に入るとされる介助を行いにくかったという経緯も
あります。たん吸引や、胃ろうなどからの栄養の注入、人工呼吸器のあつかいなどを家族以外の介
助者が行う時は、医師や看護師との連携が必要になります。これらの行為は医療従事者が行うも
ので、介助者が行うべきではないという流れがありました。そのため、医療的な行為はサービス
提供できないと判断する介護派遣事業所もあります。日本では、介助者がこれらの行為をすると
法律違反になるという状況から、いろんな条件を整えて法律違反にならないようにしよう（違法
性阻却）という段階を経て、一部行為について介助者が資格をとって行うことが合法化されていま
す。 
　あまり知られてはいませんが、このような制度をつかって、重度訪問介護の介助者やパーソナル
アシスタンスが医療的な介助を提供しながら地域で暮らす、ＡＬＳ当事者の自立生活が送れるよう
になっています。 
　家族介護の負担などを理由にして、人工呼吸器をつけない選択をして亡くなっていく当事者たち
がいます。かりに人工呼吸器をつけたとしても、安楽死が法制化されている国々では、医師や家族
が人工呼吸器を外すことができる状況もあります。いま日本でも安楽死法案を成立させる流れ
と、それに反対する運動が拮抗している現状があります。 



　増田さんは、障害福祉の制度を使って京都という地域で自立生活を送っています。他の国や地域
の人々と交流することで、人工呼吸器をつけて生きるあり方を伝え広めることができると考え、
行動してきました。 

（２）航空業界の交通バリアフリーの現状をチェックして、今後の活動につなげること 

　韓国での活動の後に、増田さんは、航空業界のバリアに直面しました。この問題を考えるなか
で、増田さんは、交通アクセスの権利を求めて活動している障害者の人たちがいると知りました。
そこで１０月１０日に、「アクセス関西」という障害者のネットワークの集会に参加して、航空
業界のバリアについて報告し、同じ悩みをもつ人たちと課題を共有しました。バスや電車も障害
者たちのいろんなとりくみによって、バリアフリー化がすすんできました。航空業界も、少しずつ
変化しています。２０１８年にはバリアフリー法の改正もあるので、航空機のバリアフリーを行政
交渉などで進めるためにも、実際に当事者が利用してバリアチェックをする必要があります。そこ
で、今回の増田さんの搭乗は、バリアフリーチェックもかねたものになりました。 

　この報告書では、プロジェクトの結果を支援いただいた皆様にお伝えしたいと思います。 

３．収支報告 
　マスダ・ボストン・チャレンジでは、増田さんと介助者の渡航費・交通費・宿泊費・学会登録
費の支出に関して、その費用の一部をクラウドファンディングで募りました。クラウドファンディ
ングは成功し、1,048,000円に到達しました。 
　支出の内訳は以下のとおりです。 
　みなさまのご支援のおかげでチャレンジを成功させることができました。 
　ありがとうございました。 

＜支出内訳＞ 
国内交通費：155,500円 
渡航費：1,686,000円 
交通費：240,000円 
宿泊費：328,089円 
学会登録費：160,000円 
Readyfor手数料：224,812円 
合計：2,794,401円 



４．活動報告 
　 
（１）１２月６日 
　a. 飛行機のバリアフリーチェック 

　増田さんはボストン行きを決めてから、交通バリアの問題に直面しました。飛行機は、大きな
車いすを使う人や、座った姿勢をとれない人の利用を前提には作られていません。増田さんの場
合、人工呼吸器をつけていて、移動時はリクライニング型の車いすを使用しています。自宅では圧
調整のできるマットレスを利用しています。外出時の介助者は常時２名以上います。費用面では、
公共交通機関の電車やバスでは障害者割引がありますが、航空機には割引はなく、介助者複数人
の費用も必要になり、負担が大きいです。今回のボストン渡航では、リクライニング座席のビジネ
ス席を利用することにしました。増田さんと介助者１名のビジネス席、介助者３名のエコノミー
席がかかりました。 
　１２月６日、増田さんは、関西空港から、ＪＡＬを利用してボストンまで行きました。ＪＡＬ
のスタッフの皆さんはプライオリティ・ゲストセンター（障害や病気をもつ人の専用窓口）と連
携しており、とても協力的でした。プライオリティ・ゲストセンターには事前に、持参する物品の
リスト、医療機器の説明書、診断書などを提出しました。 



　ビジネスシートにはいくつかの規格があります。今回は、衝立のある個室型のリクライニング機
能が付いたシートでした。リクライニングシートは背の角度を変えると、足元の部分も連動して変
わるものでした。 
　増田さんのバリアフリーチェックの結果を紹介します。 

　①サービス　スタッフの対応はよく、声かけやできるかぎりの手伝いをしてくれました。事前
にプライオリティ・ゲストセンターに医療機器の説明書を送っていたので、手荷物検査も時間はか
かりませんでした。 
　②機内の座席　機内のシートに移る前に、先に介助者が荷物を機内に入れて、座席確認をしま
した。上半身を固定するベルトをシートに巻き、リクライニングを倒して待機しました。個室型
のリクライニング型シートでしたが、機体によって席の構造は微妙に異なります。そのため移乗の
方法をその場で検討することになり、時間がかかりました。 
　③機内移動用の車いす　搭乗口付近で機内移動用のリクライニングの車いすに乗り換えまし
た。機内通路に対応させるために車いすの幅が狭くなっており、増田さんの体格では手足が収まら
ず落ちてしまいました。そこで両手は紐で固定し、両足は介助者が支えて機内に乗り込みまし
た。　 
　④通路の幅　機内用の車いすにも機内の通路幅が対応しておらず、搭乗してビジネスシートに向
かう曲がり角などで移動が難しい状況でした。 
（車いすで円滑にとおりぬけができる設計にしなくてはいけません） 
　⑤座席の構造・１　増田さんが利用したシートは衝立でおおわれた個室タイプでしたが、この
衝立が増田さんにはバリアになりました。複数人で増田さんを抱えて移動しなくてはいけないた
め、衝立があると、車いすからシートへの移動が難しかったです。移乗には２～５人ほどの人出が



必要でした。また、衝立があると増田さんの様子が見えにくく、隣の席にいた介助者は増田さん
の表情や様子を見ることが難しかったです。 
（介助を受けやすくするために、移動式の壁や取り外しができる壁にする、カーテンでの間仕切
りする、待機用の介助者席を近くに設ける、といった改善点が考えられます） 
　⑥座席の構造・２　リクライニングにすると、足元に自動的にテーブルが出てきてしまったり、
体の姿勢が乱れてしまったりと、健常者なら使いやすいリクライニングシートの機能が増田さん
にはバリアになりました。また、ふだん増田さんはエアマットを使ってるので、圧の調整ができ
ないシートでは体に痛みが出てしまいました。 
（機内に、座った姿勢が維持できない人のために、ベッド型のシートをひとつでも準備する必要
があります。また、横になっても圧分圧ができるマットレスやシートが長時間移動には必要です） 
　⑦トイレ　座った姿勢が維持できない人は便座のトイレが使えないので、ベッドの上で尿瓶を
つかったり、オムツを交換したりする必要があります。しかし、トイレのための専用スペースがな
かったので、座席で行わざるをえないような状況でした。 
（座った姿勢が維持できない人のために、トイレ専用スペースをつくるなど環境整備をする必要
があります） 

　日本が２０１４年に批准した障害者権利条約では、あらゆる場所とサービスに対するアクセス
が権利として明記されています。条約批准を受けて国内で整備された障害者基本法にも、共生社会
の実現が目的として掲げられています。２０１８年度のバリアフリー法改正に向けて、障害者運動
でも移動の権利を条文化しようという動きがあります。障害者や病気をもつ人に、実際にどのよう
なバリアがあるのかは、当事者によるバリアフリーチェックをくり返さなければ分かりません。
今後はバリアフリーチェックの結果をもって、障害者団体とも協力して障害者割引やバリアのない
設備設置基準などを求め、国や航空業界と話し合いを続けていきます。 

　b. 当事者・支援者との交流 

　１２月６日（ボストン時刻）、ボストン空港からホテルまでの移送は現地で活動するＮＰＯコ
ンパッショネート・ケア（Compassionate Care）の支援を受けました。ホテル到着後はＡＬＳ国
際患者同盟の食事会に参加しました。増田さんは、今年から理事になった台湾の屈穎（クーィ
ン）さんやアイスランドのグージョンさんたちと交流し、日本のＡＬＳ当事者の生活を伝えるＣＤ
やパンフレットを配りました。 

（１）１２月７日 
　a. 当事者・支援者へのインタビュー 

　１２月７日、ＡＬＳ国際患者同盟（ALLIANCE OF ALS/MND）の６名の方たちにインタ
ビューをしました。アメリカ、オランダ、台湾、アイスランド、ベルギー、インドから参加してい
た当事者、家族、支援者の方々でした。健常者が中心である国際学会で、当事者として、あるい
は当事者のそばに立って参加し活動を続けてきた方々です。その一部をご紹介します。 
　インドから来たヘマンギ（Hemangi Sane）さんは、ニューヨークで医師として働いておられた
方でした。ＡＬＳを発症してから母国インドに帰国。幹細胞移植でＡＬＳの進行が止まった経験



もあり、製薬会社と連携して幹細胞治療の研究や治
療のカウンセリングをやっておられます。インドでは
公的支援が整っておらず、自己負担が大きい状況があ
ります。人工呼吸器をつかった生活には多額の自己負
担の費用がかかるので、呼吸器をつけるＡＬＳ当事
者は知らないということでした。Saneさんは、パー
ソナルアシスタンスを６人雇用して、２４時間の介助
体制を実現していました。このような状況なので、
Saneさんは当事者支援の団体を立ち上げ活動してお
られ、介助派遣を将来的な課題にしていました。そ
れだけに、人工呼吸器をつけて長時間のフライトを経
て渡米した増田さんに感動して、「熱意がある！パワーがある！」とびっくりしていました。 
　ベルギーのＡＬＳ当事者ダニー（Danny　Reviers）さんは、車いすを支給する公的な制度がな
かったベルギーで、政府と交渉して車いすの公的制度を実現した方でした。また、企業やＡＬＳ当
事者の家族から寄付を募って、在宅生活に必要な支援、車いす、コミュニケーション器具を購入し
届ける活動もしてきました。ベルギーでは介助派遣は自己負担なく、必要量を支給される制度が
あるそうです。政府から現金給付もあり、また家族でも友人でも支援者として雇用できるシステム
もあります。在宅生活する方が多く、もしもの時には入所施設もあります。このような支援の充実
は、ＡＬＳ協会の当事者運動によって実現してきたそうです。ベルギーから参加する当事者たちは
国際学会でベルギーでの活動を報告し、国際学会のバリアをとりのぞく運動もして、さらに世界
各地の仲間たちに支援を届ける国際活動を広めてきました。オランダ、台湾、スイス、トルコ、ア
ルゼンチンなどに車いすを無償提供したり、介助者を雇用する資金を寄付したりしてきました。ダ
ニーさんは、交通バリア問題についての知見も深く、「障害者割引など飛行機の問題はとても大
切なので、特定の航空会社と交渉するだけではなく、国際問題としてとりくんでいくべき」と語っ
ておられました。 
　アイスランドのグージョン（Gudion　Sigurdsson）さんは、ＡＬＳ国際患者同盟で長く活動し
てこられたＡＬＳ当事者の方です。前年度のダブリンの国際学会では、日本のＡＬＳ当事者と学
会のバリアフリー化を求めて一緒に声明を出しました。健常者の専門職が中心になって運営して
きた学会は、当事者からするとバリアだらけの場所でした。現地までの交通費、パーソナルアシス
タントの費用、通訳の費用、高額な学会登録費など。当事者が参加するためにも、学会が費用を
減免したり負担する取り組みを要望しました。しかし、あくまで学会は専門職の交流の場という
反応などがあったそうです。そこで、グージョンさんは、学会の中に当事者が中心となる国際的な
諮問機関を作ることにしました。また今年度ボストンでは、アジア太平洋のブロック会議を当事
者主導でもつことにしました。グージョンさんは、「患者の権利を、いろんな国の当事者自身の
つながりから実現していかなければいけない」と言い、日本からの参加も呼びかけておられまし
た。 
　オランダから参加したコニーさん（Conny Van der Mejiden）は発症から１８年目で、娘さん
と一緒に来ておられました。コニーさんの住む地域では月に３０時間（１日当たりに換算すると
１時間）しか公的サービスがなく、お昼はトイレをずっとがまんしているという話を聞きまし
た。３６５日・２４時間の介護保障も可能な制度があるそうですが、家族介護が前提になってい
るので、簡単には利用できない状況にあるようでした。オランダＡＬＳ協会は啓発活動を中心にし
ており、また医薬品や保険給付が円滑に当事者の元に届くように情報提供をしていました。国内
のＡＬＳ当事者は１４００人と言われており、人工呼吸器をつける人は５%未満ということでし



た。オランダでは安楽死が合法化されています。コニーさんのまわりの人は当事者もふくめて安楽
死に賛成していると言われていました。オランダＡＬＳ協会も安楽死には積極的に反対はしていな
いそうです。増田さんはコニーさんに「あなたは病状が進行したら呼吸器をつけますか」とたず
ねました。「人工呼吸器をつけたら長期的にはどういう状態になるのか検討がつかないのだけれ
ど」と言いながら、それでもコニーさんは「イエス」と答えました。 

　日本だけではなく、世界をみわたしても、ＡＬＳ当事者は人工呼吸器をつけないという選択を
する方が多いです。人工呼吸器をつけた後の生活の見通せなさ、家族の負担が大きくなるのでは
ないかという不安…。ここで増田さんのように、ＡＬＳ当事者の会や障害者運動とつながること
で、障害福祉制度を利用しはじめる人たちもいます。他の国にも同様の制度があることが分かり
ました。ＡＬＳ当事者は症状の進行によっては重度訪問介護を利用して、家族以外の介助者からの
サポートを受けることができます。日本でも、安楽死・尊厳死法は何度も法案が出てはいます
が、法制化の手前でふみとどまっています。かりに家族と患者が社会の中で孤立して、部屋からも
出ることができず、誰も助けてくれず、家族は仕事も失い、毎日そばをはなれることができず、お
互いに傷つけあい、苦しい状況になったとしたら、苦しい選択をせまられる可能性があります。 
　今回お話をうかがったのは人工呼吸器をつけておられない方たちでした。人工呼吸器をつけて
生きるのは、どの国でもむずかしい選択であると知りました。それだけに、実際に人工呼吸器を
つけ、２４時間を家族以外の介助者とともに行動し、飛行機にのってボストンまで来た増田さん
の姿は、出会う人々に強い印象を与えました。 
　現にいま増田さんは人工呼吸器をつけて、家族以外の介助者のサポートも受け、社会の中で孤
立することなく、自由を失うことなく生きることができています。コニーさんの「イエス」は、増
田さんだからこそ聞くことができた言葉だったのかもしれません。 



　増田さんはインタビューをつうじて各国のＡＬＳ当事者たちと交流して、人工呼吸器をつけた生
活について情報交換を行いました。今後の日本のＡＬＳ当事者の国際的な活動につながるネット
ワーク作りができました。 

（＊インタビューの文字起こしは巻末に資料として添付してあります） 

（３）１２月８日 
　a. 施設訪問 

　１２月８日、ＡＬＳ国際患者同盟の紹介で、会場から車で１５分のところにある、ナーシング
ホーム（Leonard Florence Centre for Living：ＬＦＣＬ）に見学に行きました。入居者は約１０
０人でＡＬＳ当事者が１８名いる入所施設でした。現在、３人のＡＬＳ当事者が人工呼吸器をつ
けていました。この入所施設は高齢者（認
知症者）の施設としてはじまったシェアハ
ウスで、筋ジストロフィー、ＡＬＳ患者も
受けいれるようになったそうです。この施
設はグリーンハウスという名称の事業で、
リハビリテーションやホスピスも施設内で
提供しています。各階に１０個の個室が
あって、ＡＬＳの階、筋ジストロフィーの
階など障害によって階が区分されていまし
た。医療が必要な人のために、看護師が２
４時間体制で配置されています。 
　増田さんは、元・フットボール選手でＡ
ＬＳ当事者のスティーブ・セイラーさんの
案内で部屋を見せてもらいました。スティーブさんはマイクロソフトと提携してマイトビーという
視線入力のコミュニケーションツールの開発にかかわっていました。視線の動きを感知して、家電
などの日用品道具で、エレベーターの操作、カーテンの開け閉め、部屋やお風呂の開閉など、常時
の介助を受けることなく暮らせるようにしているようでした。トビーさんの部屋は、ワンルームで
お風呂もついていました。天井にはベッドからお風呂をつなぐリフトレールが天井につけられて
います。壁にはご家族との写真、フットボール、お酒の瓶などが装飾されており、綺麗なデザイン
でした。共同スペースには大きなキッチン。スタッフがピザを焼いたり食事の準備をしており、大
きな窓からは美しい景色が見えました。その他にも、家族やソーシャルワーカーとの面談に使う
ファミリールーム。有料でヘアカット・セット・ネイルができるヨーロピアンスパ。歯科医の診
療室。一人用のゆったりしたバスルーム。カフェ。コミュニティスペース。無宗教の集会場。入居
者の多くはメディケイドという低所得者の身体障害者を対象とした給付金を受けています。メディ
ケイドを受給しない層の人たちは５３０ドルの利用料を支払っていました。外出制限もなく、入居
者や家族、友人、あるいは一人で映画を観に行ったりもできるようでした。 
　増田さんと一緒に訪問したメンバーからは、「障害者が介助者をつかわなくても自分でできる
環境整備が進んでいる」「自立についての考え方が日本とちがう。アメリカでは自分でできること
を最大限に引き出す環境整備を徹底的にやっている」などと驚きの声が上がりました。「ＡＤＡ
（American with Disabilities Act　障害をもつアメリカ人法）というアメリカの障害者差別禁止



法ともかかわっているだろうか」という意見もありまし
た。 
　その一方で、別のメンバーからは、「同じような障害
の人を同じ場所に集めるのは不自然と感じました」とい
う声もありました。増田さんの介助者でもあり、障害者
団体で活動するスタッフの方の発言でした。この障害者
団体は、地域で暮らしたいという希望をもつ障害者が地
域に移行する支援をしてきました。地域の中でいろんな
人たちとともに自由に暮らす権利を大切にする立場や感
覚からは、障害をもつ人を地域で隔離する性格をもたざ

るをえない入所施設に違和感をもったそうです。 
　日本で地域で自立生活を送る障害者たちは、親元や施設を離れて地域生活を始めました。重度
障害者にとって施設はどのような場所なのか。なぜ施設に入所したのか。施設の外での地域生活
は希望していないのか。どんな毎日を夢見ているのか。施設について考えるとき、私たちは当事者
から多くのことを学ばなければなりません。 
　セイラーさんは施設に入所した経緯を「ご家族に迷惑をかけたくない」という思いがあったと
言われていました。メンバーからは、「施設での暮らしを選ぶ背景には、本人がどこで生きたい
かを決める自由が制約されている場合もあるのかもしれない」という意見もありました。 
　今回の施設訪問では、日本とアメリカの自立の観念のちがい、高度な福祉器具を利用した介助
を比較的使わない自立した生活を見ることができました。このような福祉器具を日本に導入し
て、また公的なサービスとして受給できるような活動がありうるかもしれません。他方で、施設



ではない地域生活を基盤に活動する必要を感じることにもなりました。日本では引き続き自立生
活センターとともに、ＡＬＳ当事者の地域生活の基盤をつくる活動を行っていきます。 

　b. 当事者の会 

　今年度から国際学会で開かれたＰＡＳＣＡＬ（The Pan-Asian Consortium for Treatment 
and Research in ALS：ＰＡＳＣＡＬ患者主導の会議）に参加しました。ＡＬＳ当事者のネット
ワーク作りなどを期待していましたが、実際にはＡＬＳの治療開発に向けた取り組みが議論の中
心になりました。しかし、患者主導の会議を開催するという第一歩を踏み出すことができたとも
言えます。今後、日本からのＡＬＳ当事者も参加を継続して、人工呼吸器をつけた後の地域生活に
関する情報交換や当事者間のネットワーク作りを進めていきたいと思います。 

（４）１２月８日 
　a. 障害者団体へのインタビュー 

　１２月９日、ボストン自立生活センター（Boston Center for Independent Living: ＢＣＩＬ）
の方とテレビ電話で意見交換をしました。先にも紹介しましたが、自立生活センターは１９８０
年代から活動する障害当事者が運営する権利擁護団体です。この運動はアメリカのカリフォルニア



州バークレーではじまり、１９８０年代前半に日本でも広がり、全国各地にセンターができてい
きました。介助派遣、移送サービスの提供、地方自治体や国との権利実現のための交渉など、さ
まざまな活動をしています。 
　話をうかがったのは、自立生活センターでスタッフをしている、骨形成不全という障害をもつ、
コリンさんです。ボストン自立生活センターはアメリカの自立生活運動のなかでも古い団体で、コ
リンさんは「自立生活の基本は（施設や病院ではなく）在宅生活」と語りました。ボストン自立
生活センターには５つのサービスがあります。ＡＬＳなどの医療を必要とする難病者にとっては重
要なことですが、介助者派遣だけではなく訪問看護などの医療サービスもあります。介助派遣
サービスを受ける人のなかには医療的な行為を必要とする人もいるけれども、「どんな障害でも
受け入れる」ということでした。 
　コリンさんの知り合いのなかには、神経障害やＡＬＳの人もいて、家族がいない人、家族がい
る人、２４時間保障でやっている人、在宅の人、施設暮らしの人、さまざまなようでした。コリ
ンさんは「もしその人たちが在宅生活で暮らそうとしたら、いくらでもできるし、自分たちも支
援する」と力強く語っておられました。ボストンにも、自立生活センターが提供している福祉制度
とつながることで、在宅で２４時間の介助派遣を受けられる仕組みはありました。しかし、コリ
ンさんは「ＡＬＳの人たちとはつながりにくい」と言います。ＡＬＳ当事者は障害者福祉との接
点がもちにくい状況があるそうです。 

　訪問メンバーからは、「医療と福祉の断絶は日本でも似た状況がある」という意見が出まし
た。増田さんもそうでしたが、ＡＬＳ当事者は、発症してから医療の制度や介護保険制度のサー
ビスを受けはじめます。医療者や介護保険の支援者が、障害者の利用する制度の仕組みを知らな
いことはめずらしいことではありません。障害の制度につながれないと、重度訪問介護は受けら
れないのです。しかし、ＡＬＳ当事者たちは、自らと仲間たちが生き延びるために、医療と福祉
の制度につながりをつくる運動を続けてきました。 
　障害者当事者の活動が求めてきた介助は、介護保険のヘルパーのように、あらかじめ研修をう
けた人が料理・掃除・入浴などのかたちの決まったサービスを提供するというイメージとはちが
います。重度訪問介護では、障害者やＡＬＳ当事者がひとりひとりの介助者に研修をして育て、当
事者が主体となって指示を出し、自分の心と体にあった唯一無二のサービスをつくっていきます。
コリンさんも「介助者（パーソナルアシスタント）は利用する本人が育てるもの。だからそれは
ボストン自立生活センターからの『支援』とは言えないかも」と話していました。 

　b. ポスター報告 

　１２月９日の夜、ＡＬＳ国際学会でポスター報告をしました。報告のタイトルは「Achieving 
independent lives for people with ALS connected to artificial respirators through the 
process of accepting care from non-family members（人工呼吸器を装着したＡＬＳ患者の自立
生活――ＡＬＳ患者が家族以外の人のケアを受け入れていく過程を通して）」です。家族の支援だ
けではない、他人の支援、とくにパーソナルアシスタントという自分専属の介助者を育てること
で生活を組み立てることができる、家族も仕事やプライベートの時間がもてるようになる、と
いった内容でした。 



　ポスター報告では、２０人くらいの人たちと交流をしました。増田さんがポスターの前にいる
姿にひかれて来たという人もいました。医療者、医療機器メーカー、製薬会社、イタリアでＡＬ
Ｓの権利擁護の活動をしている人たちと、重度訪問介護の制度、介助者の育て方、さまざまな話
をしました。イタリアから来た女性たちのグループが「ＡＬＳになるなんて想像できない。家族が
なっても受け入れられません」と率直な意見を言いました。そして、増田さんに「生きていて楽し
いですか？」と質問しました。これに対して増田さんは、「（生きていて）すばらしい」と笑顔
で答えました。 
　　 
（＊ポスター報告の原稿は巻末に資料として添付してあります） 

（５）チャレンジの成功 

　２０１７年１２月６日から１２月１１日のチャレンジで、増田さんは、国際患者同盟の患者・
支援者と交流・インタビューし、ＡＬＳ当事者の入所する施設を訪問し、ボストンの障害者団体
で話を聞き、国際学会でポスター報告を行いました。また、航空業界のバリアフリーチェックも
行いました。 
　医療者や支援者が中心の国際学会に、ＡＬＳ当事者である増田さんが参加することで、世界の
仲間たちにメッセージを送ることができました。人工呼吸器をつけている増田さんが、たん吸引



や胃ろうからの栄養注入もできる重度訪問介護・パーソナルアシスタントの介助者たちとともにあ
る姿は、国際学会の参加者に大きなインパクトを与えました。 
　　増田さんに同行したメンバーの渡米中の報告メールを紹介します。 
　 

　「人工呼吸器を装着したＡＬＳの人の参加は増田さんひとりで、各国の人たちの反応から
も、まだまだ人工呼吸器を装着して生きるということがあたりまえでないということを実感
しています。 



　増田さん自身も、そういう国際的な現状を目の当たりにして、なんとかしなければと思い
を強くされ、各国の当事者に自分のありのままの姿を通して強く訴えています。 
　その中でもとくにインパクトを与えているのは、介助者の存在です。ほとんどの当事者が
家族の付き添いで参加している中で、増田さんの指示を読み取り文字盤をとったりケアをし
たりしている介助者たちは、初めは増田さんの子供たちだと思われていました。 
　だけどそれは裏返せば、介助者のケアが家族のように細やかで丁寧で、増田さんとのコ
ミュニケーションが自然に取れていることのあらわれでもあると、そばでみていて感じてい
ます。 
　そのことが伝わり、重度訪問介護のような制度があれば、増田さんのような介助者との生
活が実現できれば生きられると、いろんな国の人が言います。」 

　人工呼吸器をつけてからも、自由を奪われることなく、好きな人たちと一緒にいて、住みたい
ところに住み、趣味を楽しみ、地域社会から孤立することなく生きることができる。自分たちが
生きていけるように、社会は変えることができる。作ることができる。サポートしてくれる人た
ちがいる。「人工呼吸器をつけて！もっと生きようよ！」というメッセージを増田さんは家族か
ら贈られました。そして、家族以外の支援者のサポートも受けて生きる増田さんの言葉と姿をつ
うじて、同じメッセージを世界の仲間達にも伝えることができました。 
　今後も国際患者同盟との関係を継続し、日本のＡＬＳ当事者が国際学会に参加する橋わたしを
したり、学会のバリアをとりのぞく活動を各国の当事者とともに続けていきます。また、今回の
バリアフリーチェックの結果をいかして、ＡＬＳ当事者や重度の障害者が航空機を利用する際の
バリアをとりのぞく活動をしていきます。 

終了報告 
　ボストン出発まで２週間ちょっとという短期間での挑戦。時間がない中でチャレンジを成功で
きたのは、最初から最後まで、みなさまにとても温かく支えられたからです。準備に活動に一緒に
奮闘してくれた仲間、サポートに駆けつけてくれたサポーター、私のチャレンジを応援してくだ
さったすべてのみなさんに感謝の気持ちでいっぱいです。呼吸器を装着してから、こんなに楽しく
充実した日々を経験することができ、とても幸せです。ありがとうございました。 
　ボストンでは、オランダやベルギーのＡＬＳの仲間にインタビューをしたり、ナーシングホーム
（ボストンの介護施設）を見学しました。そして国際学会では、日本のＡＬＳの現状を伝えると
ともに、介助者と一緒に生活をしている私の経験から、人工呼吸器を装着しても自分らしく生きら
れる道があることを伝えました。人工呼吸器を装着した患者は私ひとりだけでした。でも、人工
呼吸器を装着しても飛行機に乗り、透明文字盤を使ってコミュニケーションもとり、自分のした
いことを実現している姿を目の当たりにした世界の仲間たちは、「日本の重度訪問介護のような
制度があって介助者との生活が実現できれば生きられる」と言いました。私は自ら言葉を発する
ことも身体を動かして相手に触れることもできないけれど、確かに仲間の「生きたい」という気持
ちをキャッチしました。 



　今回、ボストンでのＡＬＳ国際学会に参加し、多くの仲間や支援者と会って、まだまだ人工呼
吸器を装着して生きるということがあたりまえでないということを実感しました。仲間たちは、
「生きたい」という気持ちを自分の中に封じ込め、今を一生懸命生きていました。かつての私が
そうだったように、家族に介護や経済的な負担が集中してしまうことを恐れていました。そしてそ
こで描かれる人工呼吸器を装着した生活は、何もかも病気に奪われたモノクロームの世界です。
今回のチャレンジを通して、私もまた、患者や家族を生きづらくさせる社会が実際にあるという
ことを、あらためて経験しました。航空会社の対応によっては乗客とさえみなされないこと、介
助者がいて渡航できたとしても介助者分の費用がかかってしまい経済的な負担が大きいこと、様々
な場面で私のような存在が想定されていない、認められていない、と感じました。 
　だけどその一方で、人の手や少しの工夫によって生きられることも実感しました。私はこうし
た経験をひとつひとつ形にして、仲間につなげたいと思っています。そして仲間と一緒に私たちの
視点で私たちに必要なことをまとめて、社会に働きかけていきたいと考えます。 

２０１８年３月 
増田　英明 



資料 
（１）ポスター報告 
ポスター報告の日本語訳 

Yui Hasegawa Hideaki Masuda Miki Nishida Naoyuki Kirihara
Shinya TateiwaYumiko Kawaguchi



人工呼吸器を装着したＡＬＳ患者の自立生活――ＡＬＳ患者が家族以外の人のケアを受け入れていく
過程を通して
長谷川 唯・増田 英明・西田 美紀・桐原 尚之・川口 有美子・立岩 真也

◆パーソナルアシスタント――介助者を選び・育てるという増田英明さんの実践
・本人が介助者を決定し、介助者への指導、シフトの調整、報酬の管理などを行う。
・同居人や家族以外で、友人や知り合いなど、自分で介助者を探す。
・介助者の募集と面接、ケアなどの指導や教育は自らが行う。
・介助事業所からの派遣ではなく、自分で介助者を選んで、自分の生活を自由にかつ主体的に組み立
てていく。

◆パーソナルアシスタントとの日常
・体位変換（運動）
・文字盤でコミュニケーション 
・朝食（胃ろう）片付け、定時の水分補給
・口の吸引など
・口腔ケア、洗顔
・着替えて車いすに移乗
・外出
・戻ったら着替え、体位変換
・パソコンとスイッチの設置　　
・夕食（胃ろう）
・オムツの交換
★現在、パーソナルアシスタントは１５人いて、そのほとんどが学生である。
学生は卒業と同時にパーソナルアシスタントを終了する。
そのため常時パーソナルアシスタントの募集を行っている。

◆福祉制度
★介護保険制度
訪問入浴、訪問リハビリ、福祉用具貸与（ベッド・エアーマット・リフト・車いす・クッション・段差
スロープ）、など
★重度訪問介護
障害者総合支援法に基づく重度訪問介護：月987.5時間
１）パーソナルアシスタント、２）介護事業所ヘルパー(月約80時間）

◆パーソナルアシスタントの育成
★コミュニケーションがスムーズに図れることが、ケアを任せられる要件。
・本人が介助者を選び育てていくのだが、喀痰吸引などの医療的ケアは、医療者による指導体制が保
障されているため、本人以外の人が連携し合って訓練することが可能。
・本人のケアをよく理解しているパーソナルアシスタントがいること、医療者による医療的ケアの指導
体制が保障されていることが、本人の負担を分散し、介護体制及び地域生活を維持することへとつな
がっていた。

◆家族の視点
・本人が介助者にケアを教え育てていくことで、家族も介助者にケアを任せることができる。
・仕事や買い物など、自分の時間を過ごすことができる。



◆ＡＬＳ患者の視点
ケアの主体：生活の流れを把握し意思疎通がスムーズに図れる人
→家族のケア負担を前提とした意思決定の枠組みの変容をも促す。

◆ＡＬＳ患者が家族以外の人のケアを受け入れていく過程。
→家族を、ケアを担う主体という役割から解放し、自立した生活を構築していく試みである。

増田英明さんからのメッセージ
家族だけに頼らずパーソナルアシスタントを活用し、幅広く支援をしてもらうこと、自分にあったケア
をしてもらっていくことが大切です。
そうすれば意思表示が困難になっていってもコミュニケーションはできると思っています。

（２）インタビュー記録 

①グージョンさん（Gudion Sigurdsson、アイスランド）へのインタビュー 

立岩　じゃいいですか。はじめまして立岩と申します。川口〔有美子〕さんからグージョンさんの
ことは、よく話には聞いてます。グージョンさんはついこないだまで世界組織の長を務めてこられ
たということで、そのことに関係してお伺いしたいと思います。 
　やはりALSの関係の国際組織というのは、やっぱり従来は医療の専門家、お医者さんであると
か研究者であるとか、そういう人が主に担ってきたと思いますけど、グージョンさん自身は現在の
国際的な運動や組織のあり方についてどうお考えなのか、これからどういうふうにあるべきなの
か、ということについて、お考えを伺えればと思います。 

グージョン　世界各国から、世界各地からリーダーが必要です。わたしたちの運動というのは、底
辺にあるんじゃなくて頂点、トップになければなりません。そして日本の運動、日本の協会も
今、申し上げた世界の運動と同じ目的を持っているというふうに理解しています。ここ数日の動き
ですけど、アライアンスの中にALSの患者の人たちによるアドバイザリー・ボード、諮問機関を設
けることが決定いしました。それは私たちにとって非常に大きな前進だと思います。その専門家、
職業的専門家、世界の中でほんとうに大きなわたしたちにとっての前進だと思います。 

立岩　それはどういうことについて、具体的にアドバイスというか、するってことまで決まってい
るんですか？それともそういうことは、これから考えていくんですか？ 

グージョン　この機関は新しく設けられたもので、その形はどうなってくるか、これからまだ見な
ければなりませんけれども、私自身が希望しておりますのは、日本のみなさん、日本のみなさん
のグループが、この諮問機関の中で大きな役割を果たしてくださることを希望しております。 

立岩　今度新しくできたというのは、どういうプロセスがあって、そういうアドバイザリーの委員
会ができたのか、その経緯をお聞かせください。 



グージョン　昨年、ダブリンからの帰りの際に、わたしたちと日本の組織と一緒にアライアンス
の中でこうした変化をもたらさなければならない。そういう提案をおこないました。ですから提
案を受けて何か動きを作らなければならない、というふうに考えられたんだと思います。 

立岩　そのことはアライアンスの中で概ね、役員というか中心的な人たちによって問題なく同意
されたのでしょうか？その決定に至るまで、例えば慎重論であるとか反対、そういったものはな
かったのでしょうか？ 

グージョン　最終的に理事会で決定されたわけです。そして私自身は反対の声があったようには聞
いておりません。（承知をしておりません？） 

立岩　今回も何人かのALSの本人の人たちは来られているわけですけど、なかなか我々がここに来
るのも大変なことはありました。もちろん交通の問題がありますし、これは去年会議に出た岡部
〔宏生〕さんも言っていたと思いますし、参加の費用の問題もあると思いますけど。そうした点
も含めてALS本人の人たちがこういった会議に参加しやすくする方策というか、そういったものは
お考えでしょうか？ 

グージョン　そのために私自身が闘ってまいりました。たとえば通訳へのコストを、またALS患者
一名は、登録料なしで参加できるように、支援者とともに参加できるようにいうことを主張してま
いりました。もちろん、一名だけでは足りなくて、足りない方は実際いらっしゃるわけです。ただ
残念ながらアライアンス側からの対応、反応としてはあまり芳しくなくて、ALSの人をもっともっ
と参加させようという動きはまだまだ鈍いのが現状です。登録料につきましては、高いんですけれ
どもALSの人の場合は割引もあります。 

立岩　本人の人が今の高いお金を全額払うかどうかは別としても、払うというのはわかる気がし
ますが、その介助をする人についても費用がかかるというのは、もっと工夫できるのではない
か。介助者については費用はかからないようにするというのが、よいのではないかと思うのです
が、それはいかがでしょうか？ 

グージョン　もちろんPAの登録料なしにということで、私も主張してきましたけれども、アライ
アンス側からの見解といいますか、PAも払ってもらうというのは、昼食等の食費の部分だという
ふうに言われます。それに対しても私たちは提供される食べ物を、食べない人もけっこう多くいる
わけですね。ですからPAの登録料の問題というものは、引き続き話し合わなければならない課題
だと認識しております。 

立岩　こういった組織が医学的研究、治療法の原因の究明、治療法の開発の方に力を注ぐ、それ
は大変よくわかることだと、一方でよくわかることだと思いますが、それはそれとしてそれ以外
にこういった国際組織が目指す目標といいますか、というものとしてグージョンさんはどういうこ
とが大切だとお考えでしょうか？ 

グージョン　治療法がみつかるまでのケアの問題が、非常に重要だと思います。私たちがきちんし
たケアを入手して、自立した生活が送れるということが重要だというふうに思います。ただ現状で
は私の場合ですけど、アイスランド語を話しますので、こうした会議にアイスランドから参加しよ



うという場合には、通訳者が必要になります。あと、さまざまな機材が必要です。現在はそういっ
た通訳や機材の部分についても、私たち自身が負担をしなければならないということで、しない
といけない。こうした会議への参加は制約されている。これもまた、重要な事項だと認識しており
ます。しかしアライアンス側から言われましたのは、アライアンスとは個人の集まりではなく
て、各国の協会の集合体である。そして主だった勉強会というのは、専門職が構成している団体で
あると言われてしまう。しかし私たちの場合ですけれども患者が主体になって運営を行っていま
す。ですからアライアンス側から私たちへの支援が必要です。それがなければ私たちとしてアライ
アンスの中に留まって活動する、そういう理由も見出し続けていくというのは難しくなるかもし
れません。そして私たちのお金というものを、アイスランドと日本の直接の交流と、そういったも
のに振り向ける。そういった可能性もあると思います。 

立岩　先ほどケアの技術が確立するまではケアが大切だ、重要だというふうにおっしゃいまし
た。その通りだと思います。ただ今日の午前中に、例えばオランダの方にお伺いしましたけれど
も、だいたい週に３０時間くらいの制度的なケアしか得られていないと。これはもしかしたら日
本は例外的かもしれなくて、割合・数は多くありませんが、時間的には多く出ているところがあ
りますけれども、世界的にはまだ非常にそういった状況にはなってないと思います。そういった状
況を患者というかALS本人たちがどういうふうに変えていくことができるのかなと思うのですが、
それについてグージョンさん、何かお考えありますでしょうか？　あるいはこういった国際組織
が、何かできることってあるんだろうか？ 

グージョン　アイスランドで私たちはずっと闘ってきています。それは自立生活を実現するための
闘いです。私自身の場合ですけれども、政府の予算を使って、自分自身でヘルパーを雇用していま
す。これは日本でも同じだろうと思います。私たちは常にもっとたくさんの時間のケアを得るため
に、闘いを続けてきています。例えば週末の時間だったり、夜の時間を含めてです。アライアンス
はそうした、より良いケアのために闘うというのを助けるということが、できるんじゃないかと
思ってます。 

立岩　現在の国際組織、今の形態の組織でそういったところに、積極的提言であるとか要求であ
るとかっていうのは可能だというふうにお考えですか？ 

グージョン　もちろん答えはイエスです。ただしそれはこうした組織にそうした意欲があればとい
う、「もしも」という前提になってしまいます。そして各国、各地そして一人一人の事情は非常に
違いますから、そのそれぞれのニーズにあったケアを提供できるような、資金を準備するのは無
理だと思います。私たちが弱くなっていくときに、非常にタイムリーな支援が必要になると考えま
すと、そういう体制を築くというのは難しいと思います。一番最初の国際的な組織として、どのよ
うな対応が必要かということにつきましては、どういうふうにそうした文章を書いていくのか、
というのが肝心だと思います。 

立岩　僕からはだいたい以上です。ありがとうございます。私たちは日本から来ているので、主に
使う言葉も日本語になってくるんですけれども、これからできるだけ英語も使いながら我々として
の情報の交換を特にアジアの人たち、それから世界の人たちとできるように主にウェブサイトを
使って、お知らせしたり、我々が情報を得たりするという活動をこれからしていきたいと思います
ので、どうかよろしくお願いいたします。 



グージョン　私たち各国のALSの人たちの組織、協会が協力をしてアライアンスに対して協同の提
案を文章の形でおこなっていくということが大事だと思います。 

立岩　各国の協会が積極的に活動する。そして国際的なこの組織に訴えていくということ、おっ
しゃる通りだと思います。同時に私は例えば研究者ですけれども、いろんな立場の人がその今あ
る国際組織とは違う形のネットワークというものを持ってですね、情報交換したり、あるいは各
国政府に訴えていくというような形が、別の形態のネットワークだったり組織であったり、そう
したところからも可能なのかもしれないと思っていますけれども。そういったことはグージョン
さんお考えは、あるでしょうか？ 

グージョン　アライアンスの中で、各地域ブロックごとのアライアンスというものがあります。ア
ジア太平洋だったりヨーロッパだったり、南米の地域ブロックのアライアンスです。アライアン
スの中で考えたときには、地域ブロックごとの動きというのが非常に重要だと思います。このア
ライアンス以外の枠組みというのを作るというのは、新たに作るというのは非常に時間、そして
努力をたくさん要するものだと思います。それについてもみなさんと一緒に考えて取り組みたい気
持ちはいつも持ってます。 

立岩　この国際組織というのも歴史的経緯といったものがあって、簡単にいえばイギリス、そして
北米、そういった所の専門家たちが中心となって動いて来たというのが歴史的な事実だと思いま
す。そうした流れというものが地域別、いろんなヨーロッパや北米だけでない地域に活動の場
が、広がっていくことによって、その組織全体、あるいは運動の全体というものがこれから変わっ
ていく可能性があるというふうにお考えでしょうか？　今後の国際的な動きというものが今まで
のようなその、英国であるとか北米であるとかそういったこと中心の動きから、変わっていく可
能性というのはおありだとお考えでしょうか？ 
　今までの活動がイギリスや北米が中心だったものが、その世界的な各地域でブロックができた
りして、活動が世界に広がっていくことによって活動の形というか、方向というものが変わってい
く可能性があるというふうに考えていますかっということです。 

グージョン　そういう変化が起こるということを願ってます。ただ今、私が非常に注目しておりま
すのは、先ほど申し上げたアドバイザリーグループです、諮問グループです。これがどういう影響
力を持っていくのか、というのを来年くらいには、ある程度猶予期間といいますか、来年の間に
どういう変化が起こるのか、起こらないのか。来年中に変化の兆しがない場合には新しい方向に
踏み出すことを考えています。 

立岩　ありがとうございました。私からは以上ですが、みなさんいかかですか？増田さんいかか
ですか？ 

グージョン　みなさんこれから食事されますか？シンポジウムに参加されますか？みなさんに会
えてよかったです。 

（それぞれ英語でやりとり） 



通訳者　何かメッセージはありますか？ 

グージョン　その通りだと思います。アイスランドでも同じメッセージを出していきたいと思って
ます。ありがとうございました。 

立岩　ありがとうございました。今年は協会としてじゃなく増田〔英明〕さん個人として来たんで
すけれども、去年岡部さんがグージョンさんと、いろいろ患者が主体でいろいろ活動していうこう
とお話しされたのが、今年アドバイザリー・ボードという形で実現したのかなと思うと、去年岡
部さんがこの会議に来て、参加したということの意味があったのかなと思った次第です。今日は
どうもありがとうございました。 

 
②コニーさん（Conny Van der Mejiden、ベルギー）へのインタビュー 

立岩　お伺いしたいのは、基本的には二つです。一つはこうした国際会議にどういう目的があって
参加なさっているのかということが一つ。もう一つはオランダにお住いと聞きましたが、オランダ
の在宅のケア、制度としてのサービスがどういうふうに使われているのかという。 

長瀬　なんだかしゃべりづらいんだそうで、娘さんが介護をしているそうです。（コニーさんがお
話したことを、娘さんが言い直し、それを通訳） 

コニー　わたしはオランダの患者会の理事を務めています。わたしのそのグループはアライアンス
のメンバーです。こうした国際シンポジウムに出席してそこで得られた情報を、国のオランダに
持って帰ります。新しい、さまざまな情報、たとえば車いすに関する情報、そういったことを持ち
帰ります。 

立岩　ほかになにかこういう会議でこういう情報は有益である、使えるという風に思われること
にはどういうことがありますか。 

コニー　呑み込んだり、吸引のときの器具が非常に興味深いです。それは前回の会議で非常に興
味深いと思っていました。各国でさまざまなやり方が違うっていうのを、接するということでと
てもいい刺激になります。 

立岩　オランダの今暮らされているときの、在宅の福祉サービスというのは、どういうものがあっ
て、どういう制度を使っていますか。 

コニー　まずオランダでは障害者への支援の予算というのは各自治体を通じて提供されます。です
から、障害者個人は、たとえば車いすが必要というようなときには、各自治体に話を持って行く
ことができます。あと、介助者につきましては、パーソナルバジェット、現金給付という形でもら
うこともできます。ただ所得との関係があるので、その部分については、ちょっとよく分からない
（コニーさんに、質問する） 
　さっきの現金給付ですけど、母の場合は、夫や子どもや、ほかの知人を雇用するということが
できます。さっき申し上げたことですけれども、父が現金給付で支援者になる場合は、仕事を減
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らしてその現金給付を受け取る雇用者になるということになりますので、その場合、下手をする
と全体的な父の収入が減ってしまうということが起こります。 

立岩　ああ、分かりました。彼女はたとえば週でも月でもつければいいですけど、どのくらいの
制度のお金を使ったサービスを受けて暮らしているのでしょうか。 

コニー　週に３０時間です。 

立岩　週３０時間。それ以外の時間はどうやって日常のサポートを得ているんですか。 

コニー　先ほど申し上げたあげた患者会、患者の支援グループのために、昼は働いています。その
ときは一人です。活動をしている、仕事をしているときは、パソコンを使っていますし、またフェ
イスブックもありますから、もしなにか必要があればそういった形で連絡がもらえます。父は仕事
をしていますし、わたしは学校へ行っていますし、他の家族も仕事があるので、そういう形で対応
しています。今のところ、問題はありません。 

立岩　増田さん、なにか聞くことないですか？ 

コニー　障害者も非障害者と同じ機会がなければいけませんと、母は書いているんです。まずはト
イレですけど、朝、彼女がまず手伝ってくれて、昼間の間はずっとトイレは行かなくて、父が帰宅
したら、またトイレに行くという風にしています。 

女性　すごい大変ですね…。 

コニー　もう慣れてるから大丈夫ですよ。 

立岩　ALSの人たちは病気の人として運動する、主張するという方法と、障害を持っている人その
運動というのと、二つの道があると思いますけれども、オランダの人たちは自分たちをどういう
ふうに、病人であるというのと障害者であるというところの、どちらに問い続けて主張したり、
一緒に他の人たちと運動したりしているんでしょうか。 

コニー　なかなか難しいですね。障害者というふうに考えた時には、フェイスブック等を通じてた
くさんのいろんな人と交流することができると考えられます。病気というふうに考えた時には、冬
だと寒いから外出がままならないということがあるかもしれない。それはやっぱり気分によって
自分がどれだけ元気があるかにも、かかってくるんじゃないか。 
わたしは自分のことは障害者だと思っていますよ。 

立岩　オランダの協会は主にどういった活動を展開なさっているのか。 

コニー　彼女のグループでいいんですか。 

立岩　そうですね。 



コニー　アドボカシーですね。 

立岩　具体的にはどういったアドボカシーの活動？ 

コニー　必要な薬が患者のもとに届くようにする活動です。まず、そもそも必要な薬がオランダに
入ってくる、それから保険会社がきちんと支払ってくれる。個人で負担できない場合が多いですか
ら。そういったことをしています。 

増田　あなたの国ではALSは何人いますか。 

コニー　１４００人です。 

立岩　あと、難しい問題だと思いますけれども、オランダは "euthanasia" 安楽死について寛容
な、積極的な国だというふうに聞いていますけれども、オランダのALS協会としての見解というも
のはおありでしょうか。 

コニー　わたしたちのグループとしては、安楽死をオーケーだと考えています。実際に多くの患者
たちがそれを望んでいるからです。患者全員が反対ということであれば、わたしたちも反対します
けれども、今は賛成の声が多い。またオランダではそれは合法化されています。 

長谷川　人工呼吸器をつけた患者さんの割合はどれくらい？ 

コニー　はっきりとしたことは申し上げられないんですけれども、２％から５パーセントぐらい
だと思います。そこまでやろうと思う人たちの数は少ない。だから早めに諦める人が多い。 

立岩　そのことについては、それが当然であるというふうに、多くの人たちは受けとめているん
ですか。 

コニー　それは選ばないです。 

増田　人工呼吸器を積極的に装着しますか？（コニーさん本人であれば） 

コニー　ALSで、長期的にどういう状態になっていくのか分からないので、あまりはっきりしたこ
とは申し上げられませんが、今の気持ちで言えば、イエスですね。 

立岩　ちなみにコニーさんは発症なさってから何年ぐらい？ 

コニー　１８年。 

立岩　ゆっくり…？ 

長谷川　オランダの医療制度について、自分の保険でまかなっているのか？アメリカではぜんぜん
医療保険がないとか。 
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コニー　公的な保険の仕組みはあります。ほかの国からオランダにやって来た場合も、オランダの
医療保険の仕組みに加わる義務があります。 

立岩　先ほどのような、呼吸器をつけるとかつけないとか、安楽死を望むか望まないことに関し
て、協会の中で議論というものは殆どないというふうに理解していいでしょうか。 

コニー　そうですね、あんまり話さないですね。 

長谷川　生活していくのに、障害のサービスあるんですか？ 

（立岩　それはあります。 

長谷川　でも、それは受けられるんですか。 

立岩　聞いてみてください。受けられるはずではあります。） 

コニー　一人ひとりが選択できるという意味です。 

長谷川　先ほど週３０時間サービスを受けているとおっしゃっていたと思うんですけど、それは
どこからサービスを受けているのか、障害サービスを受けているのか、どういう機関のサービス
を受けているのか？ 他人介護を受けているのですね。　 

立岩　障害者福祉のサービスか否かということ？ 

コニー　これは病気も障害も共通のサービスです。 

長谷川　両方、受けられる？両方で３０時間？ 

立岩　障害者であるからというのと、病気であるというのと、制度的に違いがないということ。
共通の制度だということ、恐らくは。 

長瀬　そういう理解だと思います。 

長谷川　増田さんは一度、呼吸器をつけることを諦めたんですけれども、それは自分の意志で発
信できないことと、家族への介護の負担もあることの二つで諦めたんですけれども、やっぱりお
孫さんができて、生きたいと思われ、人工呼吸器をつけました。それからは他人介護でその二つ
を解消して、生活していて、生きていることが今、すごくいいと思っているんですけれども。そう
いうふうな理由で安楽死とか望むことが多いですか。家族介護とか介護負担とか、意思決定がで
きなくなる、意志が表明できなくなるという理由で、安楽死を選ぶことが多いですか？ 

コニー　男は介助者に依存するのが嫌なんですよね。男は男らしく自立していたいんですよね。 



立岩　彼は今、奥さんがいらっしゃいますけれども、基本的に一日２４時間、夜も含めて、日本
の法律のもとでの社会福祉サービスを得て、暮らしていますけれども、オランダではそういった
形で全面的に福祉サービスだけで、ALSの人たちが暮らすということは可能なのでしょうか。 

コニー　できます、でも難しいです。 

立岩　難しい。それは非常に少ないケースなのか、ALSで比較的そういう人はたくさんいらっしゃ
るのか。それとも…？ 

長瀬　でもだって、少ないのは、さっきの数ではっきりしてるじゃない。 

立岩　ああ、そうだね。それは政府に申請して認められた場合にそういうことが可能な場合もあ
る、ということですか？ 

コニー　まず政府の仕組みとしても家族介護は原則です。それが足りない部分を政府が出すという
考え方です。わたしはもう会議に戻らなくてはならないので、ありがとうございました。 

　※立岩は、この日の夕食のとき、コニーさんに安楽死のことで話しかけられた（まわりに人が
たくさんいて話をしている中だったので、録音はしていない）。問われて、法制化に反対している
こと、その理由を述べた。苦痛のことを言われた。それに対して、すくなくともＡＬＳの場合
に、軽減不可能な極度の苦痛はない、なくすることができるはずだと話した（長瀬さんに話して
もらった）。 

③ダニーさん（Danny Reviers、ベルギー）へのインタビュー 

立岩　初めまして、今日はお時間を取っていただき大変ありがとうございます。 

ダニー　こちらこそ。 

立岩　ダニーさんはALS協会の会長さんでよろしい？ 

ダニー　18年会長を務めております。 

立岩　ダニーさんはALSにかかったのが何年前だったか覚えていますか？ 

ダニー　39年間、もちろん当初はもっと軽かったですけれども。 

立岩　ALSの人たちのための組織に関わるようになったきっかけはあるんですか？ 

ダニー　17年前になりますけれども、車いすが必要で、そのときに協会と連絡を取った。17年間
この状態にあります。今ではこうした電動車いすを100台以上、協会として無料で提供してまいり
ました。 



立岩　だんだんに聞きますけれども。たとえば協会でやって車いすを貸し出したりするのは当然
お金がかかりますので、そうした団体の活動のためのお金はどういうふうにして獲得されるんです
か？ 

ダニー　政府の予算からお金をもらうこともありますし、また金持ちの人たちが構成するクラブ
に入っている、裕福な方たちから資金を得てプロジェクトを行う、そういう形で資金を得てきて
います。その資金を使って在宅支援機器や、車いす、音声コンピューターなどに使っています。
ALSの方の家族がわたしたちの活動に感謝してくださって、マラソン等のイベントを開いて資金集
めをしてくださることもあります。 

立岩　ちなみに今ベルギーの協会のメンバーは会員数は何人ぐらいかお分かりですか？ 

ダニー　1000人のALS患者がいますけれども、そのうちの750人がわれわれの会員です。 

立岩　ずいぶん多くの方が加入なさっていますね。 

ダニー　小さな国ですから、近い距離の中で暮らしていて、知り合いが多いんですよ。端から端ま
で行っても300キロとか、それぐらいのサイズの国ですから、小さいわけです。 

立岩　また協会のことについては後でお伺いすると思いますけど、今回われわれはいろんな国の
ALSの人たちがどういうふうにしてケアを得て暮らしているのかということに関心があります。そ
れでいろんな国の人に聞いてきました。ベルギーはどんなふうになっているのでしょうか。 

ダニー　まず第一に政府から提供されるケアがあります。基本的に全部無料でケアが提供されてい
ます。それに加えましてわたくし共の協会がたずさわっている事業ですけれども、2007年から政
府から年金給付があります。それは年間を通して、5万8千ユーロ、7万米ドルを在宅ケアのために
現金でわたしたちが受け取ることができます。 

立岩　それは利用者一人当たりについてということでいいですか？ 

ダニー　はい、一人につき年間の金額です。 

立岩　最初におっしゃっていた政府から提供されるサービスというのは、量的にはどのくらい供
給されるもの、時間的にはどのくらい提供されるものなんですか？ 

ダニー　それは必要なだけもらえます。 

立岩　たとえば障害が重くなってきて夜の時間とかも吸引などが必要であって、24時間のケアが
必要な人もいると思います。実際に増田さんなんかもそうですけれども。そうした人は一日24時
間、週7日の公的なサービスが得られるというふうに理解してよろしいですか。 



ダニー　5万８千ユーロは自分が指名するアシスタント、それが家族であれ友人であれ他の人であ
れ、そう言う人を雇用するお金として使うことが出来ます。 

立岩　としますと、基本的には政府からの供給されるサービスで時間的には可能なんだけれど
も、自分が希望する人を雇いたいのであれば、それについて現金が政府から出るという理解でよ
ろしいですか？ 

通訳　ごめんなさい、もう一回お願いします。 

立岩　政府からの供給されるサービスで一日の時間は全部足りるんだけれども、自分がこの人に
サービスを提供してほしいと、友人であるとか家族であるとか、そういう場合に、その人に支払
うお金というのが、さきほど最初に言ったサービスと別に現金という形で支払われるという理解
でよろしいのでしょうか？ 

ダニー　まず最初の政府によって提供されるというふうに申し上げましたのは、たとえば看護師に
ついてそれが保険によって提供される。次に申し上げました、現金給付による5万８千ユーロとい
う部分につきましても、必要があればそれ以上の金額が提供されます。 

立岩　分かりました。ありがとうございます。ベルギーのALSの人たちはおおむね自分の家に住み
続けるのでしょうか、それとも施設や病院やそういったところに入所したり入院したりする人も
いらっしゃるんでしょうか？ 

ダニー　圧倒的に自分の家で暮らす人が多いです。でも終末期になりますと我が国は小さいですけ
れども、７か所あるケアセンターに自宅から移る場合が多いです。 

立岩　今回わたしたちは何カ国かの国の人びとに聞きましたけれども、多くは公的な政府からの
サービスと言うのは非常に限られていて、とてもお金をたくさん持っている人でなければ、お金を
払ってケアをやってもらうということは非常に難しいと。ALSの人が特に在宅で、自分の家で暮ら
すのは大変難しいということを聞きましたけれども、今お話を伺った限りでは、ベルギーでは住
みたいところにそうやってサービスを使いながら暮らすことができているというふうに了解しても
よろしいいでしょうか？ 

ダニー　ベルギーではヨーロッパでも一番すぐれた支援の仕組みがあります。 

立岩　なるほど。その制度ができるにあたっては、ALS協会などが要求するまでもなく、すでに政
府のサイドからそういった制度は整っていたと。特に自分たちが要求をしたということはあるん
でしょうか？ 

ダニー　やっぱりわたしどもの取り組みによってこうした支援の仕組みができるようになりまし
た。当初、今もそうですけれども、わたしはこの協会の仕事はずっとボランティアで取り組んで
きています。取り組んでいる中で、徐々にALSが進行してきたわけですけれども、娘もわたしも
ずっとボランティアとして協会のために貢献してきました。そしてわたしたちのこうした活動があ
る前は、たとえば基本的な車いすにしましても、在宅の場合にはなかなかもらいづらいと、家の



中ばかりにいるということで、車いすの必要性さえもそんなに認められなかったんです。でもわた
したちの取り組みの成果として、支援の制度が完備されるようになってきました。そのためには患
者としての権利を確立するということが必要でした。わたしたちの選択権を確保するために患者
の権利を確立することが必要だったんです。（他の方とのやり取りが入る。部屋から取って来ても
らうものがありますので） 

立岩　ダニーさんは比較的ゆっくりかもしれませんけれども、ALSの人でも進行が速くて一年とか
二年の間にベンチレーターをつけないと生きていくのが難しい状況になる人も結構いると思うん
ですよね。あそこにいる増田さんも確か、発症してから２年以内に人工呼吸器をつけるかどうか
の選択を迫られたと聞きます。ベルギーにも当然、進行の速いALSの人たちがいると思いますけれ
ども、そうした人たちは呼吸器をつけないと生きていくのが難しいという状況になったときに、
どういうふうにして決定というか、決断をしていますか？ 

ダニー　選択が一番大事だと考えています。安楽死法という法律があります。ご存知だと思います
けれども。つける、つけない、そういう選択、例えば家族に恵まれている場合につけるという選
択をする方が多いです。また、つけないという選択をする、ご本人がそういう意志であるなら
ば、わたしたちはその選択を尊重します。そしてまた、もう自分としてはこれで十分だと、自分と
してはもうここで終わりにするという方がいれば、その方の意志をわたしたちは尊重します。どこ
まで生きようとするのか、それぞれの選択を尊重するんです。 

立岩　なるほど。昨日今日と聞いてきた中ですと、アメリカ、米国ですね、USAの場合は、生活
を維持するために自分で負担するお金が膨大になると。そういった中で生きたくても生きられな
いということだと思いますけれども、ベンチレーターが必要になってからもベンチレーターをつ
けて生きていく人というのは、ほんの１パーセントとか数パーセントだと聞きます。他方で日本
もそんなに高くはないですけれども、それよりは、たとえば３割とか４割の人がつけて生きると
いうふうに言われています。ベルギーではそのへんの、つける、つけないという選択する人たちの
割合はどのぐらいであると理解しておられるでしょうか？ 

ダニー　その数字は持ち合わせておりませんけれども、わが国の場合には、ベルギーの場合に
は、その人工呼吸器やベンチレーターの費用というのは、すべて公費によって賄われますので、個
人負担と言うのはありません。ベルギーの場合、必要な場合には、病院で一晩過ごして、その間
に必要なものを作成する、そのための情報が得られる。その手続きさえ行えば必要な人はもらえ
ます。 

立岩　分かりました。あと二つあります。これからベルギーの協会が目指す課題として、どういう
ものが課題だと思ってらっしゃるかということと、今日ダニーさんたちは世界の会議に参加されて
いるわけですけれども、そういう国際的な運動、連帯といったものの意義をどういったところに
感じておられるかをお伺いしたいと思います。 

ダニー　第一の優先順位といたしましては、ALSの治療法を見つけるための資金づくり。治療法を
発見するそのための研究が重要であり、そのための資金を集めることです。すぐに見つかるとい
うことはなくて、たぶん１０年、１５年ぐらい時間がかかってしまうかもしれませんが、そうし



た研究が重要だと思っています。そして、これも一番と表裏一体なんですけれども、良質なケア、
さまざまな支援機器を含めたケア。ですから一番と二番はまさに表裏一体だと思います。 
　まず最初に申し上げたいのは、こうした会議の場と言うのは、国際的な情報交換のために非常
に重要だということです。各国がどういう研究に取り組んでいるのかをお互いに知る、そのため
にこうした会議という場は非常に役に立ちます。次にベルギーの中でわたしたちは、患者さんや
その家族が幸せでいられる、そういう状態をつくることに努力をしています。そしてその努力の成
果というのを世界に伝えることが、重要な使命です。それは国際的な連帯と非常に関連のある点
だと思っています。 
　実際にベルギーの中では、いろんなものがある面、過剰にある。たとえば車いすだったり、音
声対応のコンピューターだったり。そういったものを、わたしたちは他国に無料で提供するとい
うこともしております。さらに過去５年間ですけれども、国際援助プロジェクトを始めておりま
す。現在、７つのプロジェクトがあります。それは、車いすや音声対応のパソコン、ケア機器等を
無償で送る。輸送費もわたしどもが負担するという形のプロジェクトです。ラトビアで二つ、アル
ゼンチンで一つ、台湾で一つ、スイスで一つ、オランダで一つ、トルコで一つ、全部で７つのプロ
ジェクトを進めています。必要があれば、日本にもお送りしますよ。このやり方をご説明します
と、パートナーとなる企業を探します。そことタイアップして、まずベルギー側で発送をします。
そしてそれが日本なら、日本に着いた段階で日本のパートナーの企業、たとえば車いすの会社が
車いすを組み立てる。そして日本なら日本で、必要な方に無償で提供する。これがプロジェクトの
やり方です。 

立岩　良く分かりました、ありがとうございます。 

ダニー　今申し上げた国際協力のプロジェクトに関するペーパーです〔いただいた〕。 

立岩　国際組織に限らず、国内組織もそうかもしれませんけど、昨日ぼくらはアイスランドの国際
組織の代表もやったことのあるというグージョンさんにインタビューしたんですけれども、こうし
た会議で何人かダニーさんを含めて車いすに乗っておられるALSの人もぽつぽつは見かけますけれ
ども、全体としては医療者の人の数の方が圧倒的に多くて、当事者本人が参加するということ
が、お金の面でもですね、なかなか難しいというようなこと、そういった状態を変えていかな
きゃいけないということを彼は言っていましたけれども、そういうことについてはダニーさんはど
ういうふうにお考えですか。 

ダニー　娘が昨日からアライアンスの理事会に入りました。娘が理事会の中でこれから強く訴え
ていこうというのは、まさにALSの患者がこうした国際的な会議等により積極的に参加するこ
と。実際いろんなものが非常にお金がかかるわけです。航空券もそうですし、介助者の費用と
いったものが非常に高額であるということがあります。すべて非常にお金がかかります。それでも
やはりALSの人たちの参加を推進する、そのためにはお金がある企業から支援を得ていくことが
必要だと思います。２００６年日本の横浜でこうした会議があった時に、わたしも行くつもりだっ
たんですけれども、最後に行くことができなくなってしまいましたけど、日本の患者さんたちに
もより積極的に参加してほしいと思います。 

立岩　ありがとうございます。ぼくらも今回、増田さんと一緒に日本からここまで来て、飛行機、
航空会社に払うお金がずいぶんなお金になるということを経験しました。国際会議がいろいろ寄



付を募ったりして費用を出すと言うのも一つの方向、いいアイデアだと思いますけれども、たと
えばダニーさんのところであるとか、飛行機を利用するコストについての負担を航空会社であると
か、場合によっては政府であるとか、そういうところに要求するということは、ベルギーあるい
は他のヨーロッパ諸国でお聞きになっているでしょうか。あるいは実際にそういうことに関わっ
たことがおありでしょうか。 

ダニー　政府に関しましてわたしが申し上げられるのは、わたしの自国のベルギー政府についてで
すけれども、政府としては国内にいるベルギー人の患者さん、その福祉が最優先で、国外に旅行
する際の移動の問題というのは二の次だと政府は答えるだろうと思います。ただ、これは非常に
重要な問題ですから、航空会社に働きかけるというのはいいだろうと思います。ただそれもある
特定の航空会社だけというよりは、たくさんの航空会社に対して国際社会として共通の立場で航
空会社に働きかける形の方が有効かもしれないと思います。 

立岩　ありがとうございます。大変長い時間を取っていただきました。わたしの方からは最後の質
問ですけれども、ALSの人たちというのは病気であり医療を利用する側面と、重度の障害を持っ
ている障害者であるという側面の両方があると思います。わりと多くの国では医療の方に重きが
置かれていて、他の周囲の障害を持っている人たちと一緒に行動する、運動するということはあま
りなかった。けれどもただ近年こうした、自分たちも障害者の一員として、障害者の権利のため
に他の障害者の人たちと一緒に行動するというようなことが増えてきていると思うんですけれど
も、そのことについて、ダニーさんのお考えなり、あるいはベルギーの今の状況なり、お聞かせい
ただければと思います。わたしからは以上です。 

ダニー　両方だと思います。患者という側面と障害者という側面と両方だというふうに思います。
アライアンスはまだ十分な取り組みができていないと思います。ただ先ほど申し上げましたよう
に、娘がアライアンスの理事として４年間取り組みます。それを通じて、すべての患者の命が大事
だということ、そしてすべての患者が自由に移動できるということ、それが実現できればと思い
ます。 

立岩　ベルギーの協会は他の種類の障害を持っているベルギーの団体と一緒に行動したりするこ
とはありますか。 

ダニー　他の病気の団体や障害者団体と協力をしています。たとえば移動のタクシーの問題とか、
そういうのは我々にとって共通の課題ですから。ただ他のグループは我々に対して怒ったり嫉妬し
たりするんですよ。ALSの人への支援というのは、他の病気や障害の人に比べて手厚いんですね。
政府はALSはひどい、とても大変な病気だからとそういうふうに言うんですね。だから他のグルー
プからすると、腹を立てたり、妬みとかあまりいい言葉ではないですけれども、そういう感情を
持たれることはあるんですよ。 

立岩　ありがとうございます。日本でも少しそういうところがあるかもしれません。 

ダニー　まぁ人間ですからね。 

立岩　わたしからは以上です。大変長い間、ありがとうございました。 



ダニー　増田さんに申し上げたいんですけれども、増田さんご自身、そして他の日本のALSの方々
というのはとても勇気がある。しっかり生きてらっしゃる、これを申し上げたいと思います。増
田さん、増田さんの周りで起きていることはとても素晴らしいと思います。しっかりと生きて闘
い続けてください。 

　ちょっとした出来事について申し上げたい、ALSとは全然関係ないんですけど。わたしが住んで
いるアパートはベルギーの一部リーグのサッカーのチームのクラブの場所から５０メートル離れ
たアパートなんです。先週、買収された。アパートの中には数軒レストランがあるんだけれども、
それが寿司バーになっちゃうんじゃないか(笑)。地元のサッカークラブに取ってかわられちゃっ
た。日本のサッカー選手も来るんじゃないか。ちょっと日本の一部が入ったかなと。何か質問が
あればEメールでお送りください。英語でお願いします。 


