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「そうまでして生きたくない」という本人たちの言葉を受け入れるまえに 

 

本プロジェクトは、難病を持つ人たちの地域生活について、何が必要で何が足りていない

のかを難病当事者の視点から明らかにするために、立ち上げられた。 

京都では、最重度の難病とされるＡＬＳ（筋萎縮性側索硬化症）である甲谷匡賛さんが、

2007年に地域で独居生活を実現した。そのあと2008年に杉江眞人さんが地域での一人暮らし

を実現している。彼らは、家族がいない中での地域移行、地域生活であり「家族がいない」

ことが、大きな壁となり、家族に求められる役割――家族がすべきかどうかは別として――

が浮き彫りにされる形でそれらが実現していった。一方で、増田英明さんは家族と一緒に暮

らしながらの地域生活を2006年に実現した。そこでは、「家族がいる」ことがサービス利用

の壁となって立ちはだかった。 

こうした京都での取り組みは、家族がいる／いないにかかわらず、障害者の日常生活及び

社会生活を総合的に支援するための法律（障害者総合支援法）や難病の患者に対する医療等

に関する法律（難病法）の成立の前に実行、実現されたことである。 

そのときに何が起こっていたのか。どのように乗り越えてきたのか。そして今、制度や体制

が整備されてきた中で、何が変わって何が変わっていないのか。何が必要なのか。 

単純に知りたいと思った。知らなければならないと思った。なぜなら、時代が進んでも、Ａ

ＬＳの本人や重度の障害を持つ本人たちから「そうまでして生きたくない」という言葉が聞

こえてくるからだ。そして社会は、こうした人たちの言葉をありのままに受け入れる。それ

は、ありのままにその人たちが生きることを否定した社会に他ならない。そんな社会に私も、

私たちは生きている。 

ＡＬＳの人たちとかかわっていると、ひとりの人の人生が、その人にすべて委ねられてい

るわけではないことを思い知らされる。自分に起こるすべてのことに責任を持ち、判断して、

実行できると思えること自体に、息苦しさを感じるくらいだ。 

一緒にいても、同じ人間であっても、すべてを理解しわかり合うことは難しい。だけれども、

わからないことをわからないまま生きていくのは、その人に委ねることにしかならない。そ

れでは、「そうまでして生きたくない」という本人たちの言葉をありのままに受け入れるし

かなくなってしまう。そんな社会は実にさみしい。 

本報告書には、京都でＡＬＳや病や障害を抱える人たちの地域移行や地域生活に取り組ん

できた人たちの取り組みの記録が収められている。ここに収録されている取り組みは、一部

ではあるものの、本人を支えるために経験した痛みや苦悩、達成感がぎっしりと詰められて

いる。目の前にいる本人と目の前で起こっている事象に真っ向から向き合っている。そして
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もう一つ、約30年ものあいだ病院で暮らして、ようやく地域生活を開始した当事者の話があ

る。そこでは、「介助がいないと地域で暮らせないから。その介助者の確保ができるのを待

ってたんです」と語られるように、本人の生活であっても本人だけでは生活ができない。そ

こでは、病院での生活がありありと語られ、その外に出られることを知りながら、それに必

要な介助者の確保できるのを――地域生活を待ち焦がれていた。もちろん、ここには収まり

きらない部分をたくさん抱えている。 

ここでは、それぞれの経験をそれぞれの立場から語っている。そこから映し出されるＡＬ

Ｓや病や障害を抱える人たちの地域生活は葛藤に満ちている。必ずしも本人の視点ではない

が、ときに本人に重なり合いながら反発しながら、自分自身にさえ疑いをかけながらも、諦

めずに本人に目を向けて考え想ってきたからこその苦悩や痛みである。 

 

「降りれるんやったら降りること考えるかもしんないけど、まず降りれないから考えない」 

「やっぱり自分が優しくできないと向こうも硬くなるし、もうほんと悪循環っていう感じ」 

「家族でもないのに責任とれるんですか、って地域移行調整の時にも言われた」 

「ヘルパーさんとか事業所さんとかを繋ぎとめるのに必死やった」 

「「なんでみんなの介護はオッケーで、私はだめなんだ？」って思ってたよ」 

「「まったくあれは別もんや」と思ってた人が、自分が別もんの立場になるから、まあしん

どいよね。」 

 

これらは支援者らの言葉である。切り取られた言葉からも、それぞれに立場や考えの相違

がありながらも、必死に生きている／生きようとしている本人を目の前にしては、それらの

相違を乗り越えてまで相手のことを引き受けようとする。そうした経験を読み進めるうちに、

本人も支援者らも、わからないことをわからないままにせずに、何とか乗り越えようとして

いる姿がありありと見えてくるはずだ。もちろん、実際の日常は苦悩ばかりでもない。おい

しいものを食べて、おいしい、おいしいね、と言ってただただ幸せを噛みしめる時間もある。

そうした人生の時間を共有しながら、生活は形作られていく。 

私は、目の前で起こっている問題を引き受けることが大切であっても、「自己決定」や

「自立生活」という公共の問題に取り込まれることで、そうした人と人が真剣に向き合って

いる日常が覆い隠されてしまっているように思う。そればかりか、人工呼吸器をつけるか／

つけないか、その意思を「自己決定」として表明することで、分断を広げてしまっている。

言い換えれば、容易に公共の問題にしてしまうことは、互いに真っ向から向き合う関係を侵

食し、どうすればいいのか問うこと自体を不可能にさせてしまうのである。ここにある支援

者たちの取り組みからは、「そうまでして生きたくない」という本人たちの言葉をありのま
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まに受け入れるまえに、何ができるのか、何が必要か、その方途や可能性が示されている。 

まずは、生きている／生きようとしている本人がいること、事実として存在することを認

める。そこを原点にしながら、何が問題なのか、何が必要なのかを考える。さまざまな立場

から見える本人のありのままの日常に接近することで、本人を取り巻く社会の閉塞と、互い

に向き合い乗り越える方途を開いていきたい。 

 

長谷川唯 
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本報告書に記載されているインタビュー記録 

 

主に、京都でＡＬＳの地域移行や地域生活に取り組んできた人たちを中心にインタビューを

実施した。具体的には、2007年に独居生活を実現した甲谷匡賛さんの支援者ら5名、そのあ

と2008年に独居生活を実現した杉江眞人さんの支援者1名、京都で障害を持つ人たちの地域

生活に取り組んでいる障害当事者1名、西宮でＳＭＡ（脊髄性筋萎縮症）を持ちながら地域

生活に取り組んでいる障害当事者1名にインタビューを実施した。 

インタビュー記録は、以下の許可が得られた人たちについて、本報告書に掲載している。 

なお、本報告書には、ご本人に点検していただき許可を得たものを掲載している。 

 

 

 

 日程 インタビュー 聞き手 場所 

１ 
2020.09.15(火） 

（145 分） 
由良部正美さん 

長谷川唯、ユジンギョン

桐原尚之 

コモンズ紫野 

（ＮＰＯココペリ１２１） 

２ 
2020.09.18(金） 

（144 分） 
伊藤敦子さん 

長谷川唯、ユジンギョン

桐原尚之 

コモンズ紫野 

（ＮＰＯココペリ１２１） 

３ 
2020.10.02(金）

（112 分） 
志賀玲子さん 長谷川唯、ユジンギョン ＡＬＳーＤ 

4 
2021.01.05(火）

（99分） 
小泉浩子さん 

長谷川唯、ユジンギョン

桐原尚之 
ＪＣＩＬ事務所 

5 
2021.01.13(水)  

188分) 
田中直樹 さん 西田美紀、ユジンギョン 医療法人梁山会診療所 

6 
2021.02.06(土）

(107分) 
帰山玲子さん 長谷川唯、ユジンギョン 喫茶翡翠 

７ 2021.01.22(金) 中西竜也さん 坂野久美 ＺＯＯＭ 
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由良部正美さんの話 

 

――甲谷さんで一番大きかったのは、自分で独居できるっていうことだったか

ら、病院から抜け出してってことで、そういう決断に変わってった 

 

 

 

舞踏家の由良部正美さんは、甲谷さんの友人でありヘルパーでもある。甲谷さんと

はＡＬＳになる前からの付き合いだ。甲谷さんがＡＬＳになったときに、とにかく

見守る輪を作ろうと自らが発起人となって支援と学びの会を立ち上げた。それから

ずっと甲谷さんの傍らに居続けている。今は「好き勝手に」甲谷さんとの時間を過

ごしている由良部さんに、これまでのこと、甲谷さんとの日常や介助をめぐる話を

聞いた。 

 

 

 

 

 

由良部さんからの聞き取りは、2020年9月15日に、コモンズ紫野（ＮＰＯココペリ１２１）

で行なった。 

2020月9月15日(火）コモンズ紫野にて、145分 

聞き手：長谷川唯、ユジンギョン、桐原 尚之 
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♯とにかく見守る輪みたいなのでつくろう 

 

長谷川：ちょっとだけしゃべってたんだよね。 

 

ユ  ：うん。 

 

長谷川：立岩先生も来てて。あの映像を見てて、みんな若いの。甲谷さんがすごいもう48と

か49ですか？あれたぶん。 

 

由良部：そうだね。それぐらいかな。 

 

ユ  ：2006？ 

 

長谷川：すごいみんな（甲谷さんのことを）可愛い可愛いって言ってたよ。面白かった、そ

れが。 

 

由良部：だいたいこの前話したやろ。 

 

長谷川：うんうん。ちょうどこの本もあったので。ボランティアのところ。病院の。たぶん、

志賀さんのほうがあとですよね。 

 

由良部：何が？ 

 

長谷川：由良部さんがボランティアするよりも。 

 

由良部：そうだね。ていうか、そういう会を立ち上げたんだよね。支援と学びの会みたいな。

それがぼくが発起人で、そこでいろいろ声かけたとこに志賀さんやなんかもいた。

最初30人ぐらい声かけて30人ぐらい集まって。そこで志賀さんが来てて。からかな。

それで何人か世話役みたいなのがいるねぇみたいな。で、ぼくと志賀さんと、何人

かが、4～5人が世話役やって。そっからボランティアが始まって。それまではどっ

ちかというと、お見舞いに行ったりぐらいの感じだったね。 

 

長谷川：けっこう由良部さんは毎日ぐらいの感じで行ってたんですか？お見舞いは。 
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由良部：いやいや。そんな行ってない、行ってない。ぜんぜんそんなに行ってない。もうた

まにぐらいだった。ただ、だから、前にも言ったけど、その頃って家族もいたから、

そんなに立ち入れないっていう感じもあったし。 

 

長谷川：それは志賀さんもこれ（本）に書いてたな。「自分がどう関わるのか」って。「家

族じゃない自分がどう関わるのか」みたいな。病院にはあれですか？甲谷さんの話

を聞くとかそんな感じですか？身体をほぐしてあげるとか？ 

 

由良部：ああ、お見舞い？見舞いのときは普通のお見舞い。「どうしてんの？」みたいな、

「たいへんやなぁ」みたいな。普通のお花持ってって。 

 

長谷川：でも由良部さんはきっと身体の話とか甲谷さんとされてたから。やっぱり志賀さん

がそのとき言ってたのが、東京からお友達が来たときに、甲谷さんはどうしても死

について話そうとしてるみたいな話をしてて。でもそれに応えられる人間はいない

から、来た人も困るし、自分もそういうこと話せないからっていうのをどっかに書

いてたんですけど、由良部さんはどうでした？ 

 

由良部：死のこと？ 

 

長谷川：うん。やっぱり甲谷さんすごい、死について、死んでく身体、というかね、そうい

うことずっと考えてたみたいだから。 

 

由良部：そうだね。病気になってからは、何回かあったよな、そういう話をね、したのは。

どうやったかな？なんとなく、それはでもかなりボランティア…。お見舞いしてる

ときはそんな話はしなかった。ボランティアしだしてからだね。 

 

長谷川：そうですか。じゃあ、お見舞いのときはほんとお見舞いだったんだ。 

 

由良部：もう忘れちゃったな。どうだったかな。ほんとお見舞いだったと思うよ。そんなに

しょっちゅう行ってたわけじゃないし。逆にだから、こんなんでいいんかな？みた

いな。だからよくその頃、ＡＬＳもよくわかってなかったし。最初のうちは確定診

断もついてなかったし。その前からしゃべんのがぜんぜんできなくなってたから、
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神経系の病気だっていうのはなんとなくわかってたんだけど。そうやね、だからそ

ういうお見舞いして、こんなんでいいんかなみたいな。それからＡＬＳの勉強とか

ちょっと、立岩先生の本とか読んだりとかして、けっこうやばいなこれはみたいな。

やばい病気だなみたいな感じで。でもどうしようも。家族もいるし、あんまり立ち

入ったこともできないんだけど。どうしてもまわりは最初1～2回お見舞いしたらあ

とは、まあ…っていう感じになるじゃん、どうしてもね。そういう感じでいいんか

なみたいいな感じで。この病気でかなりやばいんちゃう？みたいな。やばいという

か、そんな簡単な病気じゃないんちゃうんみたいな感じで。で、まあ何出来るか

な？みたいな感じで、とにかく見守る輪みたいなのでつくろうみたいな感じで、ぼ

くが呼び掛けて、30人ぐらい集まったみたいな。 

 

長谷川：そのときのボランティア。ボランティアの前もそうですけど、お見舞いとかで由良

部さんが「このままではなぁ」みたいなところの揺れ動きのときの由良部さんの中

での家族の存在はどんな感じだったんですか？ 

 

由良部：やっぱりおっきかったよね。だって結局は家族の問題ってのもあるじゃない。結局

はっていうか、ある種すごくプライベートな問題だし。とにかく、それに、嫌がる

ようなこと、家族が嫌がるようなことはしたくないしっていうのもあって。家族も

良く知ってたからっていうのもあったし。逆に変に影響を与えちゃう、変に影響を

与えちゃうっていうようなことも難しいなぁとは思ってたんだけど、でも、何もし

ないっていうわけにもいかないよなみたいな感じで、何ができるかなぁみたいな感

じで、とにかく見捨てられてないっていうか、みんなちゃんと、そういうふうな人

は、何かあったら手伝える人がいるからみたいな。 

 

長谷川：それはじゃあ家族に対してもそういう感じでってことですか？甲谷さんだけじゃな

くて。 

 

由良部：そうそう。もちろんもちろん。だからそれは、まず甲谷さんに「こういう会を作り

たいんだけど」っていうふうに了解して、家族にも了解して、そういう感じで。ち

ょっとそこらへんはけっこう気はつかったよね。 

 

長谷川：由良部さんは家族からも相談受けてたんですか？ 
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由良部：家族。あんまり、まあ相談ってこともないけど、ちょっと頼まれごとみたいな。

「ちょっと買ってきてくんないかな」とか。あそこ車なかったから、車で買える買

物みたいな。あまり深刻な相談みたいな感じはなくて。わりと、あんまりそういう

ふうなタイプの、奥さんもそうだったし、人に何か言うようなタイプではなかった

から。相談っていうのはなかったよね。わりとだから、放っといたわけじゃないけ

ど、「こんな病気なんですよ」とかいうこともなかったから、自分で調べて「けっ

こうこれやばいじゃん」みたいな感じだった。 

 

♯しゃべれないけど身体はぜんぜん動く 

 

長谷川：ボランティアのを立ち上げて。そこに、志賀さんはちょっと前ぐらいに一回たぶん

甲谷さんのところに。 

 

由良部：見舞いはね、たぶん行ってると思う。 

 

長谷川：ね、行って。そこでけっこう衝撃を受け、「ちょっと行けなくなった時期があった」

みたいなことを言ってたと思うんだけど。でもそういうとこへ繋がったんだよね。 

 

由良部：たぶん最初そうなっちゃうよね。最初ちょっと行ってても。 

 

長谷川：かなりそれは、甲谷さんが施術してたときの状態から比べると、やっぱり病院に行

ったときはぜんぜん違うんですか？もう進行しちゃってて。しゃべれなくなっても

筆談でやりながらね、治療してたって。 

 

由良部：ぼく、窓ふきやってたじゃん。二人で一緒に。時々やけどね。その頃はほとんど自

分の指圧のほうが忙しくて、違う仕事やらないみたいな感じやったんだけど、でも

指圧のあれもちょっと難しいから、何か仕事あったら、窓拭きの仕事あったら言っ

てみたいな感じで。そのときたぶん1年間ぐらいは全部筆談、マジックボードみた

いなのを抱えてこうやってみたいな感じで。でも、はしごとかぴょんぴょんぴょん

ぴょん…やってるような状態やって。だからしゃべれないけど身体はぜんぜん動く

みたいな感じだったから。その頃はそんな全身がどんどん動けなくなるみたいな病

気のほうに、ぼくはなんとなく思ってなくて。でも大変やけど、身体は動くんやな

みたいな感じで思ってて。それが1年ぐらい。筆談でやってるのが1年ぐらい。とに
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かくしゃべることができない。 

それから入院したときは、最初、京大病院にお見舞い行ったんだね。その前は家に

いたから、基本的に。家の引っ越しとか手伝ってたんだ、何回か。そういう付き合

いしてて。で、病院行ったときに、すごいふらついて歩けないような感じになって

て、一人で。ゆっくりゆっくり歩くんだけど、ちょっとやばいなみたいな。付いた

ほうがいいんちゃうかなぁみたいな。でも基本的には一人でまだ歩いてたかなぁ。

ちょうど京大の病院行ったときに、色々話して「じゃあまた」みたいな感じで別れ

たあとでしばらくしてパッと見たら、ごてんとひっくり返ってて。で、また起こし

てみたいな感じだった。だから、かろうじで歩いてたけれども、かなりやばいみた

いな。ぜんぜんそのときはもうがらっと変わってたから。そういう状態からは。 

 

長谷川：そのときはどうやってコミュニケーション。筆談とか難しかったんじゃないです

か？ 

 

由良部：しゃべってたわ。あ、しゃべってない、しゃべってない、しゃべってない。だから、

たぶんこれだったと思うね。だから書くことはできたと思う。 

 

長谷川：かろうじで。 

 

由良部：うん。どうやったかな？覚えてないけど。こんな文字盤ではなかった。たぶん筆談

だったと思う。筆談はできたと思う、その頃は。 

 

長谷川：それが、筆談もだんだんできなくなって。次はもう、スムーズに文字盤だったんで

すか？ 

 

由良部：その次はね。たぶんその次は、京大病院から民医連に行ったんですよね。民医連行

ったときはもうほとんどぜんぜん歩けなくって。その頃はたぶん文字盤でやってた

と。文字盤だったかなぁ、だと思うわ。奥さんがそういう仕事してるから、そうい

うのでやはり。それとコンピューターもやってた。伝の心やったっけ？ちがうかっ

たか。 

 

ユ  ：オペレートナビ。 
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由良部：うん、オペナビか。オペレートナビやったな。そんなんを使いだしてたような気が

する。それで、それ見て、たぶん京大のあとに民医連行ったあとに、お見舞いに行

ったときに、そっからかな、そこでボランティアの会を立ち上げようと思ったとい

う感じで、一応奥さんと甲谷さんに聞いて。甲谷さんが「ありがとう」みたいな。

「嬉しいです」みたいな返事があって。で、奥さんも「お願いします」みたいな感

じやったかな、確か。で、あるお寺で30人以上集まったと思うんだけど。 

 

♯なるべく一日だれかは行こう 

 

長谷川：30人は毎回思うけど、すごいですね、集まるっていうのは。 

 

由良部：まあね、幅広い交流もあったし、ダンサー関係とかね。 

 

長谷川：でもそれは由良部さんのっていうのもあれば、もちろん甲谷さんの治療を受けてた

人たちもいったってことですよね。甲谷さん知らない人もいたんですか？ 

 

由良部：全く甲谷さん知らない人はいなかったんじゃない、さすがに。と思うけど。いなか

ったと思う。 

 

長谷川：ボランティアのところに志賀さんとかも来て、由良部さんとか志賀さんとか、代表

っていうんですかね、コーディネーター的な人を立ててやり始めるじゃないですか。

そうすると毎日病院に行くわけでしょ。そしたら病院側から何か言われたりことと

かはなかったですか？志賀さんなんかこないだちらっと、家族じゃないやつが来て

みたいな話。かなり病院側に気にされたみたいなね。 

 

由良部：あんまりすごい、来ても困るみたいな雰囲気、ぼく言われたことはほとんどないと

思うんだけど。いろいろやってくれるからみたいな。うーん。嫌がられてるってい

う感じはなかったんじゃないかな。まあでも、「なに？この人たち」みたいな、そ

ういう目で見られたりはあると思うけど、直接「来ないでください」とかはなかっ

た。最初の頃、そうだね、なかったね。そういう言い方はなかったんちゃうか。ど

こ行ってもあんまり。来ても。来られたら困るっていう感じではないけど、例えば

でも、なんとなくなんだね、例えば、甲谷さんとこは人が入れ替わり立ち替わり。

で、甲谷さんの病室ってのは3人一緒ぐらいの、カーテンで仕切られてる、そこに
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もういっぱい物が置いてあるわけ。他のとこはすごく簡素じゃん。もう物がいっぱ

い置いて。だから、ぜんぜん違う部屋みたいな。人が出入りしててみたいな。だか

ら「なんでこの人だけ？」みたいな感じでは思われてたかもしんない。それとか温

度とかさ、すごい気にしてたのね。「暑いー」とか「寒いー」って。ちょっとした

暑い寒いって、でもそんな一人で変えられへんやん。なんとなくでも、そろっと変

えたりしてて。そんな感じはあったけど、あんまり面と向かってなんか言われたこ

とはないんじゃないかな。来ることに関して。やっぱり助かってた部分もあると思

うしね。 

 

長谷川：具体的には散歩とか書いてあった。散歩とかマッサージとかあって、具体的にみん

なが一致する、どのくらいみんな滞在して、どのくらい何をしたんだろうと思って。  

 

由良部：人にもよると思うけど、だいたいやることっていったらマッサージしたり、とにか

く要望を聞いたりとか、これしてほしいとか。まあマッサージする人もいたし。散

歩はしてたんだけど、最初のうちは外出許可が出なかったから、院内だけみたいな。

それからなんとなくゲリラ的にだんだんだんだん増やしてってみたいな感じでやっ

てた。と、洗濯か。そやね、洗濯。それとか食べさすのか。食べさすのとかをやっ

て。一人普通2時間ぐらいやったんちゃうかな。いれる人はもっと長くいたと思う

けど。その人のやれる範囲で、なるべく一日だれかは行こうかみたいな感じでやっ

てましたね。 

 

♯できる範囲でこっちでやって 

 

長谷川：そのときの甲谷さんとかの、例えばやって欲しいとかいう要望ってどんなことがあ

ったんですか？ 

 

由良部：うーん、どうやったかな？とにかく身体の向きとかもあったと思うし。その頃はと

にかくパソコンで絵描いてたし、パソコンのこととかいっぱいあったんじゃないか

な、やってほしいことは。そうだね、けっこういろいろ。とにかく忘れてんだよね、

どんどん。 

 

長谷川：そのときは文字盤でですか？もう。甲谷さん、文字盤でですか？コミュニケーショ

ンは。 
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由良部：文字盤、うん。文字盤。文字盤。だからほとんどコンピューターのほうが遅いから、

文字盤のほうがとれんの速いじゃないですか。だから、文字盤だったね、ずーっと

ね。 

 

長谷川：みんな入る人はまちまちだったけど。 

 

由良部：文字盤をやり方覚えてみたいな感じで。文字盤だったよな。他にやりようあったっ

け？ないよな。筆談なんてできなかった。たぶん、筆談なんかできてなかったと思

う。うーん。最初の頃。そうやね、そうだと思うわ。覚えてないんだよね、はっき

り。たぶんでも、文字盤でしかないと思うよ。 

 

桐原 ：病院の人たちも文字盤をとってコミュニケーションをとってた感じですか？ 

 

由良部：文字盤、どうやったかな。でも、とれてなかったんじゃないかな。病院の人たちは。

取れなかったと思う。 

 

桐原 ：ですよね。看護師さんとか文字盤をとるってちょっとイメージがわかないですよね。  

 

由良部：とってなかったと思うんだよ。だから、伝えてたんかな、こっちが。それまでに。

奥さんもときどき来てたからね。 

 

桐原 ：家族も来てたっていう。 

 

由良部：うんうん。 

 

長谷川：本だとどっかに、甲谷さんの要求が高いから病院側ももうできないみたいな感じに

なって。 

 

由良部：それは、だんだん、そうそう。だんだんそうなってって。いろんな病院に行って。

そうそうそう。ていうか基本的に症状が進んでいくと、っていうか進んでいくだけ

じゃなくて、要求がすごいいっぱい、絶えず要求があるから、そんなんできないじ

ゃないですか、看護師さん。文字盤もとれないし。とる人もいたかな？中には。い
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たかもしんないけど、でも、うん。だから、ボランティアがやれる範囲でやって、

あとは、例えば夜中とか一人ぼっちだし、要求を聞いてくれる人いないしみたいな

感じがずーっと続いてたと思う。 

 

長谷川：別に病院側と甲谷さんの間に立ったわけじゃないんですか？由良部さんたちが。志

賀さんとか由良部さんとかがボランティアのコーディネーター的な立場の人たちが、

病院の、「甲谷さんのケア難しいからできません」っていうことと、甲谷さんのし

てほしいの間に立たされたことはないですか？それは家族からの情報だったのかな。  

 

由良部：それはたぶん最後の病院。西京都病院ではけっこうそんなやりとりあったと思うけ

ど、他のとこでは、まあできる範囲でこっちでやってみたいな感じだったけど、限

界があるからね、病院はね。どうやったんやろうね、病院も大変やったと思うけど

ね、できる範囲で。とにかくその頃は3ヶ月ごとぐらいやったから、そのあいだ我

慢しとけばみたいな感じだったのかもしれない。 

 

♯よくあんまりわかってなかった 

 

長谷川：西京都病院はかなりたぶんそういう、甲谷さんにも「呼吸器をつけた人は看ません」

みたいなことを言ったんですよね。 

 

由良部：そうそうそう。ていうか、そういう病院やから。ホスピスじゃないけど、似たよう

なもんやから、そういう看護が必要な人っていうよりも、死んでゆくって人、そう

いう人を預かる施設に近い。病院っていう感じはほとんどないんじゃない。だから、

回診なんかほんとに1ヶ月に一度か二度ぐらい先生が回ってきて、別になんもない

しみたいな。 

 

長谷川：志賀さんとか由良部さんとか、ここに書いてあったのが、あんまり呼吸器をつける、

つけないとか、そういうことよりかは、そういう話とかじゃなくて、とにかく目の

前のことをなんとかしなきゃいけない中でみたいなところが多かったけど、だんだ

ん、でも徐々に、川口さんみたいな人が現れて、「自立生活のためには開けたほう

がいいよ」っていうことで、本人も開けるんだけど。でもそれと、じゃあイコール

呼吸器つけるかっていうとイコールでもなくて。でも途中でこれは確認しなきゃい

けないってかたちで、たぶん在宅戻ってから、〇×のときかな、に、呼吸器つける
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かつけないかっていうこと聞いたら〇としましたみたいなところがあって、そこで

ようやく良かったみたいな、志賀さんは思ったみたいなことを書いてあったけど。 

由良部さんの動きとしてはどうなんですか？呼吸器みたいなのをつくって、はなか

ら、甲谷さん自身が身体のことにものすごい詳しいというか向き合ってた人だから、

当然死とか呼吸器とかってのは考えてたと思うけど、そのなかで一転つけないって

始めね、思ってたなかで、どういう死に方っていうか死についてすごい考えている、

たぶん一般のＡＬＳの人が考えるような死の張り巡らされ方じゃなくて、もうちょ

っと、言葉では言い表せないけど、身体のことを考えてた中でのもうちょっと大き

ななかでの死というか、見方をしてたと思うんだけど、由良部さんたちはそこらへ

んどう思ってたのかな？どう思いながら付き合ってたのかな？と思って。 

 

由良部：うーん。そうだね。だから、ぼく、どっちかっていうと、最初のイメージだね。な

んていうのかな、変に生に執着するより、死も生きることの一部なんやからみたい

なイメージのほうが強かったから。甲谷さんもそうやと思うけど、「どう死を、こ

の運命を受容していくんだ」っていうような意識がすごく強かって、それで絵をい

っぱい描いてた。曼荼羅みたいな。あれは、人に見せるためでは最初はぜんぜんな

くて、ほんとに自分の心を落ち着けるというか、自分の心と自分に向き合うみたい

な感じで、すごい一日ずーっと10時間ぐらいかかってひたすらそれをやってたよう

な感じで。だから、ぼくもどっちかというと、そういうふうに思ってたから。それ

は自分自身のことじゃないから、なんだけど、甲谷さんもそういう感じで、ぼくも

そういう方向性で考えてて。だから、つけるって、「呼吸器つけても生きたい」っ

ていうんやったらね、それはそれなりのことも考えるけど。でも本人がそういう、

特に東洋医学やってるからっていうか、そういう生も死も一つの、なんていうんだ

ろう、陰陽のなかの一つみたいな考え、感覚がどっかあると思うから。とはいえ、

そう抽象的に片づけるもんでもないんで。ほんとに死に向き合ったときは大変だっ

たと思うし。でもそういう、どう受容していくのかっていう方向を見守るというよ

うな感じだったかな。基本は。 

そうだよね、でも、死とかに対して対話した。どうやったかなぁ？前も話したかも

しれない。あんまり面と向かって、それに対して対話するって感じじゃなかったね。

まあ、恐怖があるでしょ。恐怖心っていうかね。自分が死ぬことが一種の、世界が

死ぬというか。だって、自分を通して世界を見て、自分を通して宇宙を見てるって

いうことはもう、自分が死ぬっていうことは世界が死ぬ、宇宙が死ぬみたいな、ま

あまあそんな感覚があって。よく言ってたのは「執着が恐怖を産んでるんだ」みた
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いな。「執着を手放すんだ」みたいな。執着。生に対する執着。生に対するってい

うより、ある種恐怖だろうね、たぶん。自分の恐怖とか不安とか、起こってくるこ

とに対する自分を見つめることでもある種の曼荼羅とかをつくってたんだと思うし。

そこらへんのことって、言葉で話してもなんともね、しがたいとこあるから。実際

向き合ってるのは彼でやから、ぼくがそれを哲学論っぽく言っても意味がないじゃ

ん、そんなの。あまりにも空論になってしまうから。 

そんなこと、帰りだから、前話したかもしんないけど、みんなにいろいろメールか

なんか来て、「あなたがＡＬＳになったらどうしますか？」みたいな。「真剣な質

問です」とかいって「あなたがＡＬＳになったらどうしますか？」ていうの来てさ。

そのときに答えたのが、「ぼくはＡＬＳを捨てて生きます」って言ったと思う。Ａ

ＬＳという観念には関係なく、やっぱ生きるという。ＡＬＳ、生きるか死ぬかって

いう、生と死をじゃあ、ＡＬＳによって生きるか死ぬかっていうと、やっぱり生き

る、とにかく生きるっていうことをするってはっきり返事したら、「すばらしい」

って。「すばらしい答えですね」とかって。 

 

長谷川：返ってきたんですか？ 

 

由良部：そうそうそう。 

 

長谷川：そうかじゃあ、私とかだったら、かなりＡＬＳの人たちと付き合ってる中で、呼吸

器の話とか本人迷ってるじゃないですか。「つけてほしい」とは思っても、そりゃ

家族とかもいて、そういう状況もあって、「つけることが正しい」だとかいうこと

はもちろんわかってたとしても、なかなかはばかれるというか、本人に面と向かっ

て言うのはってあることなんですけど、そういう次元じゃないですね、由良部さん

と甲谷さんのなんていうか。たぶん由良部さんは甲谷さんにそういうことをしてほ

しいだとか、例えばつけてほしいとか、そういうことではないんだろうなっていう

のはなんとなく、今、難しいけど思った。 

 

由良部：どっちかっていうと、その頃は「つけんでええんちゃう」みたいな感じだったけど

ね、ぼく。どっちかと言うとね。よくあんまりわかってなかったっていうのもある

んだけど。実際呼吸器ってどういうのとかがあって、そんなに言われてるほど不自

由じゃなくて散歩もできるしとか。「別にそこまでして生きなくても」みたいな。

そこらへんは軽い、あんまり知識もなく。てか本人がそう言ってるから。家族もそ
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うだったし。家族もつける意向なかったし。 

 

長谷川：差し迫った問題としてあんまり思ってなかったですか？ 

 

由良部：ぼく？ぼくはだから呼吸器つけることつけないこと、それ自体はそんなに選択、そ

うやねぇ。あんまり「どうしよう。どうしよう。つけないと死んじゃうじゃん」み

たいな感じではなかったと思うよね。 

 

♯表にオープンにオープンに 

 

長谷川：西京都病院で、西京都病院になんのかな？川口さんが来たのは。 

 

由良部：そうそうそうそう。 

 

長谷川：その前ですか？由良部さん踊ったのは。西京都病院かなんかで踊ってましたよね。 

 

由良部：西京都病院じゃない。踊ったのはね、双ヶ岡にある、なんだっけ？有名な。 

 

長谷川：双岡病院じゃなくて？宇多野病院。 

 

由良部：宇多野病院、宇多野病院。 

 

長谷川：宇多野病院で踊ったんだ。あれ、踊るってのは、志賀さんが甲谷さんに「ダンス見

たい？」って聞いたら、「そう見たい」「踊り見たい」って言って実現していくと

思うんですけど、あれは、志賀さんがじゃあ病院と「こういうことやりたいんです

けど」みたいなこと言ったんですか？ 

 

由良部：確かそうだと思う。で、ぼくとか志賀さんの知り合いのダンサーが6組出たんかな。

次から次へと、他の患者さんがもちろん見てくれてやったりとかもしたね。その前

に個展もしたから。 

 

長谷川：京都と横浜と。 
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由良部：いろいろそういう、表にオープンにオープンにしていって、やってたよね。 

 

長谷川：ぜんぜん余談ですけど、ダンス、由良部さん踊った、宇多野病院で踊ったとき、何

考えて踊ったんですかね？ 

 

由良部：ぼく？いや、そんな、何も考えてないと。普通の踊りだと。別になんか特別にこの

人たちにとか、あんまり、場と、場でいつもやってるような感じだったんちゃうか

な。そんなに特別な思い入れで踊ったってことはなかったような気がするんだけど。 

 

長谷川：かなり反響があったみたいですね。患者さんがすごい食い入るように。普通の踊り

ではないから、みんなわかってるかどうかとか、そういう話ぜんぜんなくて、でも

みんなすごい見てたっていうのはきっと。 

 

ユ  ：土曜日の映像にも由良部さんの踊りが。 

 

由良部：あった？ 

 

ユ  ：うん。 

 

由良部：そんときの踊りか。 

 

長谷川：そうそう。 

 

由良部：たぶんでも、人にもよると思うわ。すっごい、こんなにして、ずーっと見てる人ほ

んとにいたし、ふんにゃーって見てる人いたし。ほんと人それぞれだったと思う。

でもすごく、いい試みだったと思うけどね。 

 

♯有り余ってる生命力 

 

長谷川：西京都病院で実際に川口さんが来て、岡本さんの紹介で川口さんが来て、そこで初

めて地域、さくらモデルっていうのが出てっていうことになるじゃないですか。た

ぶんそれはじめて甲谷さんも知っただろうし、由良部さんも知っただろうし。たぶ

ん志賀さんは志賀さんで、 



21 

 

 

由良部：ちょっと知ってたみたいね。【調べてたみたいね】(00:38:45)。 

 

長谷川：志賀さんなりにやっぱり甲谷さんにそれなりに生きてほしいというか、気持ちはた

ぶんあったんだろうなってのはなんとなくわかったんだけど、由良部さんとしては

そういう、そこまで差し迫ってはなく、そんなに呼吸器つけることも含めてそんな

に重く考えてなかったってのがあったんですけど。川口さんがじゃあ実際、「地域

出て暮らせるよ」みたいなことを言われたときって、由良部さんとしてはどう思っ

たんですか？ 

 

由良部：最初、情報としてきたとき、ぱっと来て、「何言ってんだろうなあ」みたいな感じ

やったけど。在宅だっけ。在宅とか言ったっけ。「何言ってんの」みたいな感じあ

って。まあ会って話聞いてみようと思って。一応話聞いてみようと思って。いろい

ろ質問したりとかして。でも実際そんなことやってる人いるんだなぁとかわかって。

はなから頭になんか無いわけよ、そういうの。ぼくあんまり障害者のあれとかも詳

しくないし。とにかく介護保険のイメージしかなかったから。在宅っていったら。

介護保険の実態なんか微々たるもんじゃない。それを越えるっていう発想が全くな

かったから。そんな在宅して、どうやって暮らしていくのよっていうような感じか

あったから、いろいろとそういうふうにやってるっていうのは、そういうことがで

きる方向があるんだって、ちょっと目から鱗的なことがあって。それ聞いたとき、

「あれ？できるんかなぁ」 

で、甲谷さんはすごい目がキラキラしてきて。なんかとにかく出れるという、病院

を出れるっていう。その前は病院にこう、最初いたときも、「ああ、やっと転院を

しなくて済む。ここでちゃんと自分の死に向き合える。良かった」みたいなのブロ

グに書いてあるのね。転院したとき。だけど実際そんな「死に向かい合う」とかい

っても、「平静に死を」なんてなんないじゃない。はあはあはあって、あれして、

これして、うう痛い、って、そう甘くないでしょ。ずーっと放っておかれて。24時

間まあボランティアいたとしても、夜は誰もいなくてずーっと。そんな甘く平静に

ここで死を迎えられるなんてないわけよ。大変なわけじゃん。とにかくこうむせて、

うぉぐぉお…と、こういう感じ。ずーっとむせてるような感じやから。そこでなん

か、そんな病院で死を迎えるっていうようなイメージじゃないってわかったと思う

し。やっぱり自分の中のなんていうかな、ぼくとにかく思ってたのは、とにかく生

命力が強いから、血色いいし、生命力が有り余ってる感じがするじゃん。ほんとに
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それがもう青白くて全身がいかにも全部が死に向かってくっていうような感じじゃ

全くないんです。とにかくＡＬＳっていう病気はあれだけど、生命力が有り余って

る感じかあって、逆にだから苦しいじゃない。これでやっぱり、そこらへんがだん

だんだんだん、ぼくも「呼吸器つけてもいいんじゃないかな」っていうふうになん

となく変わってきてた。 

 

長谷川：それ聞いて？ 

 

由良部：それ聞いてっていうか、それ聞く前ね。情報聞く前から、なんかそういう生命力が

あって、ほんとに死にそうって感じになるじゃん。だって、いつ死んでもおかしく

ないみたいな感じだったから。ずーっとむせてたから。でも、これ、だからこうい

うむせを治すことができるじゃん、例えば、喉頭摘出して、ここにつけれるように

すればね。だから、とにかくこっからここを開けるとか、なんらかの処置ができる

はずやけど、そこの病院はとにかくどんな処置もしない病院なわけ。処置っていう

のはしないの。だって、処置したら大変じゃん。看ないといけない。死んでく人や

から、この人。それを選んだ人やからみたいな感じだったのね。なんかでも、それ

ちょっとおかしいよなっていうような感じにはなってて、ちょっと積極的な処置を

してもいいんじゃないのかなあっていうような。このまま死を選ぶとかいったって、

この有り余ってる生命力でどうなんかな？っていうふうに思ってて。そういうのも、

なんとなくそういうふうな感じのぼくも変化があって、そういう話があって、「そ

んなんでできるんだぁ」とか言って。 

その頃思ってたのが、それと、ぼくがなんとなく稽古場を作ろうってのがあって、

それがポーンとリンクしたんだよね。自分の欲望って言ったらおかしいけど、自分

のやりたいこととか、彼のこういう。それが一緒に「これいいなぁ」とか思って。

「できたらいいじゃん」って思って。で、彼もすごいやる気だし。決断したら動く

ことがいっぱい山ほどあるじゃない。でもある意味で時間はいつ死んでもおかしく

ないような状態ってこともあったし、決断するんやったら動かざるを得ない。で、

そっからたぶん2～3日後からもう動き出したんちゃうかな。 

 

長谷川：その川口さんの情報も含めて、話も含めて、家族も一緒に聞いたんですか？ 

 

由良部：それは一緒には聞いてない、聞いてない。 
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長谷川：じゃあ、いきなり変わるわけじゃないですか。甲谷さん今までこう思ってたのに、

いきなり地域に出るみたいなふうになっていくっていうのは、誰が、家族はどう反

応したんですか？ 

 

由良部：家族は。とにかく甲谷さん言うしかなかったと思うよ。もちろん志賀さんとかもた

ぶん話したとは思うけど、甲谷さんが「こういう方向でいきたい」みたいな感じが

あり。あれ？どっちやったっけな。その前じゃないの。家族と決定的に分かれた。

家族と喧嘩になっちゃったんだよね。もう別れるっていうか、甲谷さんも離婚する

って。 

 

♯ボランティアの枠を越えちゃったわけ 

 

長谷川：それも地域移行が？ 

 

由良部：地域に移行するという、そうだね、そのあたりだよね。やっぱりそこで、ちょっと

ボランティアの枠を越えちゃったわけよ。 

 

長谷川：由良部さんたちが？ 

 

由良部：だってそうじゃん。それまで家族と甲谷さんの意向の中でやれることをやるってい

う。でも、じゃあそれをこう、家族もそれを望んてた。望んでたというか、それを

しょうがないもんとして、もう死ぬってことを受け入れるという。自分で引き受け

るなんて思ってもいなかったのね。そこでもし引き受けるとなったら、まず家族が

主体になるじゃん。家で引き取ってみたいな。でも、そういうのはもうはなからな

かったから、独居というような感じになってたときも、家族と、どうだったかな？

とにかくどんどんどんどん西京都病院に入ってから、どんどんどんどん距離が出て

きたんですよ、家族と。なぜならほとんど西京都病院には家族は、家族っていうか

奥さんはほとんど来なかったし、たぶん1年の間に10回も来ていない。5～6回しか

来てないと思うのね。そんな状態で、あと全部こっちがやってるわけじゃない。そ

うすると、どんどんどん距離が出てくるじゃん。そこで大事な決断のことも、家族

抜きにそういう話が進んでくわけじゃん。でも、どっかで話さないといけないから、

もちろん話すんだけど、甲谷さん話して。そのとき、ちょっと思い出せないんだけ

ど、まあメールとか調べたらわかると思うんだけど。どっかでぼく、奥さんと会っ
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たりとかして。なんか、こっからもうなんか、「離婚っていう方法もありますよ」

みたいな言い方した。離婚って。だって、はっきり言ってそのほうがいいんじゃな

いかなとぼくは。ほんとは望んでんじゃないかなっていう感じはしたし、なんかで

もすごいカチンときたみたいで、それが。 

 

長谷川：それは甲谷さんと奥さんの関係だけじゃなくて、やっぱり甲谷さんめぐってボラン

ティアの人だとか、甲谷さんの今後の生活のことがいろいろ決められていく中で、

もやもやとしたものがあったのかも。 

 

長谷川：そのときの病院にそれ言ったのは本人なんですか？甲谷さんなんですか？「もうぼ

く独居します」っていう。病院はもうずっとこのままっていうことで。 

 

由良部：そうそうそうそう。もちろん、ほとんどもう伝えるのは難しいから、ぼくらが。ぼ

くだったか志賀さんかどっちか忘れたけど。言うのは。でもその前に手術のあれは

決めなあかんから。退院するにしてもどこへ出んのかって。どこに出んのかってこ

と決めなあかんやん。だから、それを決めてからだったんじゃないかな。 

 

長谷川：その調整も由良部さんとか志賀さんがしたんですか？ 

 

由良部：そうそうそう。 

 

長谷川：そのときの西京都病院のときのボランティアの会員の人たちってのは何人ぐらいい

たんですか？ 

 

由良部：ほとんどね、いなかった。1年2年ぐらい経ってたから。もうほとんど、ぼく、志賀

さん、ぼくの妻、志賀さんの夫がメイン。あとときどき、あ、帰山さん。 

 

長谷川：帰山さんっていつからですか？はじめっから？ 

 

由良部：帰山さんはわりと、支援の会をしだして、半ばぐらいかなぁ。途中からだったと思

う。でもすごくそっからかなり熱心にしてくれて。それと、インド舞踊やってたの

なかさんぐらいだったか、6人ぐらい。他の人もいつのまにかサーっと、来なくな

ってみたいな。そうなってくるよね、1年するとね。 
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長谷川：でも実際に地域移行するっていうようなとき、いろんなことが出てくるじゃないで

すか。それをしたのは、この今言った、帰山さんと由良部さん夫妻と志賀さん。 

 

♯家探しと改修 

 

由良部：いや、実質はだから、動いたのは、そっからまあ、その情報があって、すぐ「動く

んだ」ってなったのが、たぶん年末やったんですよ。2千何年やったかな。何年か

ちょっと忘れた。年末にもう動き出して。そっからまあいうなれば分担決めて、ど

っちかというと、志賀さんがそういうこう病院と制度関係のほうをね。ぼくが家探

しとヘルパー集めと。一応それは分けて。あと、岡本さんが知恵袋っていうか岡本

さんの人脈とかを入れて、いろいろ。ずーっと深夜のコンビニで週3回ぐらいは集

まって作戦会議してたような気がするけど。で、いろんな、こうやってこうやって

みたいな、どうしたらいいかみたいなのをやりながら。だから、一回出ちゃうと戻

れないから、いうなればやっと入れた病院やからな。そういう転院しなくていいよ

うな。ただ死ぬだけの病院やけど。死んでいくだけの病院やけど。でもやっと入れ

た。一回出ちゃうとまた戻れないから。そしたら手術して、それからまた民医連に

戻ってみたいな感じで。そのあとのスケジュールつくっていかないといけないから。

民医連が例えば3ヶ月、延ばして4ヶ月とか、限度があるから。で、だいたい半年か

7～8ヶ月後には目処をつけなあかん。出るようにしないといけない。それをだから、

そういうふうに行ったのが、ここじゃなくて、すぐそこの。知ってる？家。 

 

長谷川：もともと甲谷さんの家。ここ？ 

 

由良部：ここじゃないで。 

 

長谷川：じゃないか。そうそうそう。 

 

由良部：似てる造りやったから。同じ大家さんが、前。 

 

長谷川：そうそうそう。隣。傾いてるところね。 

 

由良部：そうそうそうそう。そこを探して。 
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長谷川：工繊大の子が探したんですね。そこはね。 

 

由良部：そうそう。直して、なんとかして、あとヘルパーを集めて、制度、どういうふうに

制度使えるかとか、あるいはそういう申請とかして、手術の病院見つけて、日程決

めてみたいなことを。 

 

長谷川：手術してから病院を出てきたんですよね。 

 

由良部：手術したらまず、第二日赤か、に１ヶ月弱入院してたんかな。 

 

長谷川：で、分離手術して。 

 

由良部：そうそうそうそう。分離手術してから１ヶ月ぐらい入院して。そっから民医連行っ

て。 

 

長谷川：民医連から、こっちの。 

 

由良部：在宅。それまで6～7ヶ月ぐらいしかなかったから、その間に全部しないといけなか

った。 

 

長谷川：その中で由良部さんが主に役割としてやったのが、ヘルパー集めと家探しなんです

よね。 

 

由良部：そうそう。家探しと改修。 

 

長谷川：ああ、改修。工繊大の人は岡本さんの人脈ですか？繋がったのは。 

 

由良部：工繊大は、そうそうそうそう。まあいろいろ、そっから、その前に、もうそこは仮

の宿でしかなかったから、本拠を決めないといけなかったから。それが今のとこで。

それはぼく、昔からの知り合いの町屋倶楽部の小針さんっていう人がいてて、その

人に紹介してもらったところがそこで。 
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長谷川：それは由良部さんが町家倶楽部に聞いたってことですか？ 

 

由良部：っていうかね、誰かが工繊大の先生。 

 

長谷川：坂田先生？ 

 

由良部：「面白い人いるよ」とか言って。で、ぼくのことを知ってた。あるいは、「その人

知ってるよな」とかいって、向こうの人も。「たぶんあの人じゃないの」みたいな。

「知ってる人？」みたいな。実際会ったら小針さんやったみたいな感じで。そっか

らぽんぽんぽんって話が進んで。 

 

長谷川：坂田先生がそういう町家倶楽部に繋がってたときに話をして由良部さんのことを知

ってるってなって、で、由良部さんのことを引き合わせて。 

 

由良部：そうそうそう。久しぶりみたいな感じで。昔、一緒に舞台とかも手伝ってもらって

たから。 

 

長谷川：そうなんですね。じゃあ物件探しみたいなところで何件か回ってって話じゃないっ

てことですね。 

 

由良部：何回か回って…。１件目だったんですよ、あそこが。そのとき思ったのが、「狭い

なぁ」って思ったんだよね。「もうちょっと広さがほしいな」とか思ったんだけど。

また何件がそのあと行ったんかな。でも、また次の日に違う物件行くわって感じだ

ったときに、よくよく考えてみたら、このぐらいコンパクトのほうがいいん違うと。

あんまり広いと改修も大変だし。上手く造ったらいけるかなと思って、「もうここ

で決めます」って。 

 

長谷川：改修がもうありきだったじゃないですか。それは岡本さんが坂田研を繋げてくれて、

その時点で改修ってことはもう前提だったんですね。 

 

由良部：そうそうそうそう。ていうか、まず稽古場と甲谷さんのスペースって、そんな場所

ないじゃん。そんなできる場所って。作り変えないとできないじゃないですか。だ

から、それは前提で。どの程度のリフォームっていうか、どの程度でそれができる
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かはあれにもよるけど。あそこはでもほとんど廃墟。一から全部作り直さなあかん

から、それは大変やったけど。それで坂田先生とかも相談して、どうやったかな？

だいたいの見積もりっていうか。どんどんどんどん値段上がってっちゃったんだけ

どね。最初に聞いてたのと。まあまあそれはよくあることやから。まあまあでも、

そんな感じであそこにしましょうって決めたんだけど。 

 

長谷川：こっちの仮住まいはもう学生が探してたのをそのまま受けたって感じですか？ 

 

由良部：その前にいっぱい行ったんですよ。とにかくいろんなとこを。 

 

長谷川：由良部さんが？ 

 

由良部：ぼくらも。ぼくも行ったし。で、その中で、わりとどっちかと言うと、アパートと

か、何件か候補があったんだけど。とにかく借り住まいって頭があったから、そん

な仁井ちゃんとしたんじゃなくてもいいかなっていうような感じがあって、あとは

車椅子が通ったりとかできればなんとかなるかなと思って。そういう人受け入れら

れるところであれば。何回か「いいかな」とか思ってるところもあって、最終的に

「こんな物件もあります。見てください」みたいな。で行って、まあまあ広さある

し、ヘルパーが待機するとこもあるから。それと、そこに近いっていうこともあっ

た。本宅に。本宅に近いってこともあって。隣にあの人が住んでたの。 

 

長谷川：堀田さんね。 

 

由良部：そうそう。堀田さんが。「え？隣りなん」みたいな。びっくりして。それもあって、

じゃあここに決めようみたいな感じやったと思う。 

 

長谷川：ちなみに何件ぐらい見に行ったんですか？ 

 

由良部：何件見に行ったかなぁ。けっこう不動産屋が4～5件やったかなぁ。 

 

長谷川：それはもう本人連れていけないから、まわりの人たちだけで行った。その間もけっ

きょく同時並行で入ってるわけでしょ、甲谷さんのところに。 
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♯ヘルパーやりませんか？ 

 

由良部：ボランティア？ 

 

長谷川：ボランティアで。 

 

由良部：そうだね。誰かが行ってたような感じだよね。 

 

長谷川：由良部さんも行ってたんですか？ボランティア。 

 

由良部：行ってたと思うよね。行ってたよね。来ながらっていうような感じで。 

 

長谷川：それとまた並行して介助者集めなんですよね。 

 

由良部：うん。仕事もせなあかんし、窓拭きせなあかんし、子どもも世話をせなあかんし。 

 

長谷川：すごいスケジュールじゃないですか。 

 

由良部：まあまあ。うん。そうだけどね。乗り出したからどうしょうもない。だって、病院

出ちゃったから、どうしようもないじゃん。前に進めないじゃんみたいな。 

 

長谷川：家探し。介助者集めっていうのはその時点でボランティアの人たちと帰山さんとの

なかさんと、二人二人でしょ。志賀さんとこと、 

 

由良部：のなかさんは。 

 

長谷川：もうそのときはなかったですか？ 

 

由良部：ああ、ボランティアはしてたけど。でも、ほとんどたまにだった。確かね。 

 

長谷川：その残った人たちが、生活もありながら、他の支援、志賀さんだったら制度的なこ

ともありながら、介助者集めっていうのはかなりしたんですか？ 
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由良部：ぼくの知り合いとかにメールしたり、あと甲谷さんの個展やったときの、京都でや

ったときの、けっこう200人、2～300人ぐらいの名簿があったんですよ。来てくれ

た人の。そういう人たちに全部送って、一つは、もしあれやったらヘルパーやりま

せんか？やりたい人を紹介してくれませんか？っていうような手紙と、あともう一

つは、その頃まだ家が決まってなかったから、家を提供してくれる人いませんか？

みたいな。家を提供というか、そういう情報でもいいしみたいなのと、その二つを

みんなに送ったのかな。甲谷さんが今そういう状態で、家を、独居しようとしてま

すからっていうようなのを送ったりとか。自分の知り合いとかに全員こういろいろ。

そこで集まったのが伊藤さんと大藤さんか。結局、それと、最終的に集まったのが、

ぼくと伊藤さん、大藤さん、志賀さん、帰山さん。5人しか集まんない。まあ5人だ

けど、最初はね、5人から始まった。 

 

長谷川：そのメールするときって、ヘルパーの時間給だとかというのは書いたんですか？ 

 

由良部：見込。1200円ぐらい。 

 

長谷川：そのときまだ、ココペリが云々とかないですよね。 

 

由良部：だから、そのときはなんとなくの計算ね。これもう、ぼくの計算、なんとなくいけ

るかなと思ってたのが、最低600時間ぐらいは確保できるやろうと。時間数を、制

度で。それをなんかいろんな人に聞いて、それぐらいはいける、今の京都市の現状

やったらいけるでしょうっていうのを聞いてたのもあって、それぐらいが勝負かな

と思ってたんだけど。そしたらまあ、それで240時間をならすか、ある程度ぼくら

のボランティアで埋めるか。240例えば。でも、1200円ってことはないから。いく

らぐらいか忘れたけど、1200円くらいまでにはしないと集まんないし、最悪ぼくら

自体はしばらくはボランティアやるか、ある程度ね、時間はね。240時間の中でボ

ランティアで埋めるか。あるいはボランティアじゃなくて、全部それをならして。

それは、制度の、何時間とれるかによって変わってくるじゃん。最低600時間だっ

たら厳しいけどなんとかいけるやろうと、続けていけるやろうというような計算で、

1200円ぐらいかなぁみたいな。一応「1200円の予定です」みたいな感じだった。 

 

長谷川：そのときは、それってでも事業所とかに登録しないと。 
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由良部：その頃は、そうそうそう。だから、どういうかたちでやるかっていうことも結局あ

って、いろんな、自分たちでやるっていうのが一つあるじゃない、完全に。でもな

んか、ぼく自体も別にそういうのをやりたい…。甲谷さんだけの、自分がそういう

仕事に興味あったり、それがやりたいと思ってたら、志賀さんにしてもそういうふ

うに思ってたら、まあやろうと思うかもしんないけど、甲谷さんだけのために自分

の会社を、会社まで立ち上げてっていうのはちょっとモチベーション的にきつかっ

たのはあり。なんかあと、東京のほうにそういう、なんだったかな？そういうのを

受けてくれて、実質はこっちがやるような。 

 

長谷川：広域協会みたいな。 

 

由良部：そうそう。広域協会だっけ。そういうのがあったんだけど、ちょっとコミュニケー

ションがなくて、ぜんぜんなんか言ってることが、なんて言ったかな？たぶんＡＬ

Ｓ扱ったことがなくて、とにかく電話してても本人出せ、本人出せ、本人出せ言う

わけよ。本人今、文字盤のあれで。でもそれでもいいから本人そばにいて、そばに

いてって、ちゃんとやり取りさせて全部って。なんか当事者が自立するようなイメ

ージがすごく強いわけ。でも、ＡＬＳの場合はどんどんどんどん進行してくる病気

やから、自立とかいうのとちょっと違うんだよね、ぜんぜん。なんかぜんぜん話合

わなくて、すごい上から目線だなと思って、そのとき。とにかく東京来いって言う

わけよ。来いって言われても、この甲谷さんの状況で行けないやんって。行けない

んですって言っても、「来てくれないと話にならない」とか言われて、これちょっ

とやめよう、なんかこの人たちと一緒にできへんわみたいになって、そんな中で、

志賀さんが長見さんと前ちょっと知り合ってやったから、それで話持ってって。 

で、その頃長見さんは大阪でしかやってないから。でもまあそれを受けてくれたっ

ていうかたちで。だからとにかく事務的な、実際の作業はこっちでやるけど、ヘル

パーを集めたりだとか、実際の。登録させてもらって、そっから給料とか、そうい

うのは全部やるっていうことになって。 

それでまあ、でも実際最初に900時間出たから。どうやった？820か。24時間やから

ね、24時間出て。だから、まあまあココペリとしても悪い仕事ではない。仕事とし

ても。こっちとしてもちゃんと、ボラに頼らなくてもできるようになったから、な

んとかできるなぁっていう感じ。 

 

長谷川：そこらへんの交渉は志賀さんが中心になってってことですかね？ 
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由良部：もちろん中心はそうやったけど、もちろん岡本さんなんか弁護士さんとか、 

 

長谷川：ふなきさん。 

 

由良部：ふなきさんとかいたし、それ自体はなんかけっこう大変ではなかったと思う。ぐい

ぐいこう、何回も何回も交渉して、断られても断られてもっていうよりも、ふっと

いったら、あ、出てあったみたいな。840時間、うわ出たみたいな。どっちかって

いうと、最初はけっこう、「出るかなぁ？」みたいな感じやったけど、けっこう出

たなあみたいな。そこらへんはたぶん裏でもしかしたらふなき先生とか岡本さんと

かの力が強かったのかもしれないよね。わかんないよ。それこそ立岩先生とか、な

んとなく裏に大学教授がいるし、ややこしい人たち来たから、みたいだったかもし

んないけど、わかんないよ。 

 

長谷川：でもそのときに、移行するときって、甲谷さんここ開けちゃってるから、吸引って

いうか医療的なことも必要じゃないですか。みんなヘルパー集まって、大藤さんと

か声掛けて集まったけど、資格面とかってどういうふうな感じで取ったんですか？ 

 

由良部：資格はだから、なんだっけ、さくら会の重度訪問介護の養成講座があって、志賀さ

んはその前に確か2級のヘルパー免許なんか取ってたんだよね。で、ぼくは東京ま

で、東京やったかな？東京まで行って、講習会を1泊2日受けて、それで重度訪問介

護のあれを取れて。帰山さんはあったんだ確か、免許。だったかな？たぶん。帰山

さんと大藤さんもあったの、免許がね。伊藤さんがなかったから、伊藤さんとぼく

だったかな、最初受けに行ったのは、東京に。で、その重度訪問介護受けて、5人

が制度的にはできるって感じで。そっからまた仁井ちゃんとかが入って。仁井ちゃ

んが次に入ってきたのかな。仁井ちゃんがはいって、それから高木さん？それから

白石さん。あと、いろいろ。そっからまあ、今は9人。9人やけど。 

 

長谷川：それずーっと募集してるんですか？始め5人だったじゃないですか。で、5人で、そ

こにココペリの江本さんとかが入ったんですよね。 

 

由良部：そうだね。最初はね。最初、江本さんと、誰だっけ？ 
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長谷川：山城さん。 

 

由良部：山城さん、山城さん。二人が来てくれて。 

 

長谷川：その間も募集はしてたんですか？ヘルパーの。 

 

由良部：そうそうそうそう。募集ていうよりアンテナを張り巡らして、知り合いでやりそう

な人は声掛けてみたいなぐらいで、別にどっかに募集したってわけでもなかったし、

なとかそれで、5人プラス二人では、山城さんと江本さん含めてなんとかはやって

けたんで。でもこのままずーっとはしんどいなぁと思いながら、一人二人増やした

いなぁとか思って。で、仁井ちゃんが来たときはかなり楽になって、一人増えて楽

になって。それからぼちぼち増えて、その頃になったら山城さんや江本さんもそん

なにもう来なくなってもいけたから、全部こっちで回してって、みたいな感じでぼ

ちぼち増えてったっていうか。 

 

♯違法までじゃなくて、グレーゾーン 

 

長谷川：じゃあ甲谷さんが退院してたときはまだ医療的ケアの3号研修みたいなのはなかっ

たから、 

 

由良部：退院したとき？ 

 

長谷川：うん。ここの部分とかって、みんな、ごはんも含めて胃ろうも開けてたでしょ、甲

谷さん。 

 

由良部：胃ろうも開けてたね。 

 

長谷川：うん。そういう、医療的ケアっていうのは、教えてもらって、 

 

由良部：医療的なケアどうやったかな？病院で、なんかでもやってたような気がするんだけ

どな。確か。やってなかたっけ？病院でさすがにやってないか。 

 

長谷川：帰ってきたときにそれは、別になんの関係もなくやってたんですか？ 
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桐原 ：胃ろうが開いたのっていうのは京大ですか？ 

 

由良部：京大京大。だいぶ前ね、胃ろうは。だけど、口からも食べてた。けっこう。 

 

長谷川：それをヘルパーがやるっていう。 

 

由良部：えーっとね、どこでやってたかな。とにかくぼく、研修で覚えたっていう感じは全

くなくて、全部知ってることを研修したっていう感じだったから、やってたんです

よ。 

 

長谷川：もうすでに。 

 

由良部：とっくにやってる。 

 

長谷川：吸引も。 

 

由良部：うん。だって、一応、「あ、そうか、そこまで消毒するんだ」みたいな。こんな手

順でみたいな感じで、自分でもぱっぱかぱっぱかやってた思いがあるから、やって

たんだよな、確か。それをどういう資格でやってたか。友人としての資格だったの

かなぁ？まあ家族もやるじゃない。 

 

長谷川：帰ってきて別にそこは問題にならなかった？ 

 

由良部：だから要は、あれはそう、職業としてやるからまずいんじゃん、要はお金もらうか

ら。でも友人がやるんやから、それ本人との同意があるんやから、家族とある意味

同等の、別にそれでお金貰ってるわけじゃないから、やってたよね全部、そういう

のもね。 

 

長谷川：帰ってきてもやってたってことですか？甲谷さんが地域に出てきて実際、 

 

由良部：病院でもやってたと思う。 
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長谷川：時間数が出て、こっち側に帰ってきたときも、由良部さんとか。 

 

由良部：そのときはだから行ってるから。 

 

長谷川：重訪で？ 

 

由良部：講習会に。 

 

長谷川：講習会、じゃあもうそのときに胃ろうとか吸引とかが入ってたってことですか？さ

くら会の。 

 

由良部：あ、違う違う違う。そこは入ってない。 

 

桐原 ：吸引とかが研修になったのは、2012年以降だと思うんだけども。 

 

由良部：だからそれは、たぶん、 

 

桐原 ：みんなやってたんだよ普通に。 

 

由良部：やってたんだけど、やってない扱い。 

 

長谷川：やってたんだけど、やってない扱い。 

 

由良部：でも、違法までじゃなくて、グレーゾーン。 

 

長谷川：みんなじゃあどうやって教えてたんです？それ。由良部さんがその前から吸引とか

病院とかでもやってたから、それを例えば仁井さんとかに教えてたっていうことで

すか？ 

 

由良部：そんな感じだったと思うよ。 

 

長谷川：それが今度こう制度化されてくるじゃないですか。それこそ今から甲谷さんとこに

入る人たちって、そういう制度がもうあるから、それを受けてるんですか？今は。
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新しく甲谷さんとこに入る人たちは、3号研修受けてね、それを受けて入る。 

 

由良部：そうそうそうそう。看護師さんに指導してもらって、何時間かやって許可を書いて

もらって、で、やれる。 

 

長谷川：由良部さんとかはぜんぜんそんなのはなく、もうずーっとやってるから。 

 

由良部：いやいやいや。だから制度が始まったときはやっぱり受けないといけなかったよ。 

 

長谷川：受けました？ 

 

由良部：受けた受けた。全員受けなあかなんかったよ。だって、勝手にできますからとかっ

て言えないじゃん。やってましたよとは。だって、知ってるけど、知らないふりし

てる。胃ろうだってそうやけど、すごい汗かいてたから、硬直して。夜中、だから、

朝晩来てたんだけど、看護師が。あ、夕か。朝夕。それ以外だって、お茶とか入れ

られへんやん。最初ほんとにもう、汗かいてもお茶入れてほしいって言ってもでき

ないから。最初の頃電話してたんだけど、「こんな夜中に電話しないでください」

ってな感じ。「またですか」みたいになるじゃない、毎回毎回だと。でも注入して

ほしいって言ってるし、汗かいてるし。で、そっからなんとなく入れてた、こっち

でやってたんだけど、なんとなく許されたのは、とにかく胃ろうに繋ぎっぱなしの

状態と仮定しましょうと。で、水、お茶入れるのはいいですよと、ここに触っては

いけません。でも、実際外すよ、ずーっとつけっぱなしじゃないから。朝来て、訪

看さんが胃ろうして、じゃああと、つけて、じゃああとはまあ、どうしても水分補

給いったらしてくださいって。つけっぱなしの、ここを触ってはいけません。これ

は医療行為ですからみたいな。もうわかりきってるんだよね。本当はね。建前はそ

うしてもらわないと困るみたいな。 

 

長谷川：それはもう退院してからずっとですか？ 

 

由良部：退院してからしばらくそう。ぼくらがそういう資格を取れるまでは。建前はとにか

くそういう感じ。でもだんだんだんだんグレーゾーンが広がっていく。 

 

長谷川：そうですよね。病院と同じような感じですよね。 
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由良部：そうそうそう。 

 

♯24時間ずーっと神経が休まんない 

 

長谷川：もう事業所。由良部さんたちの頭のなかでは、甲谷さんとかみんなで、川口さんと

かの話があって、「地域で生活できるんだ」っていうことがあったときに、どっか、

介護事業所を探そうっていうのはそういうことは頭になかったですか？ 

 

由良部：え？ 

 

長谷川：どっか自分たち以外の例えば介護事業所を入れようとかっていう話とかはなかった

ですか？ 

 

由良部：あー。それは全く考えてなかったよね。自分たちでできると思い込んでたからね。

だから、最初はヘルパー探すの大変というかめちゃくちゃ言われて、「そんなのす

ぐ集まるよ」とか思ってた。そんなんすぐ集めて、そんなのそんなに難しいことか

なあ？けっこう食いっぱぐれてるアーティストいっぱいいるからみたいな感じでさ。  

 

ユ  ：前向きでしたね。 

 

由良部：だってほら、仕事がなくて、でもアーティストやから普通の就職とかしたくなくて

みたいな人、けっこうなんとなく頭に思い浮かんでたから。けっこうそういう人集

めたらいっぱいいるやんって感じで思ってたから。まあそう簡単ではなかったけど。

ある程度それで集まったからね。 

 

長谷川：集めて、その中でやってきた中で、本にも書いてあったけど、夏、魔の夏があって、

みんな辞めていくっていう。 

 

由良部：うんうんうん。それはけっこう。魔の夏か。魔の夏だけじゃないんだけど、けっこ

う続いたんだけどね、ずーっと。 

 

長谷川：そのときはさすがにと思いました？それとも。 
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由良部：うーん、そうだねぇ。とにかく、休養は必要な人とか、辞めていく人が。まあ、私、

ちょっと、これ以上、ちょっと休ませてくれ、半年休ませてくれって、二か月休み

にしてくださいみたいな感じで。あ、そうそう、けっこうそれから新しい人で、募

集っていうよりも、人が新しく探してきては来たんだけど、何かとにかくね、なん

かね、けっこういっぱい来たんですけど、全部脱落してくわけよ。増えないわけ、

人が。 

 

長谷川：脱落っていうのは甲谷さんが「だめ」っていうの？それとも本人？本人っていうか

来た人が。 

 

由良部：両方、二つともの場合がある。3ヶ月ぐらい研修みたいなのかかるんだけど、3ヶ月

ぐらいで「ああ、やっと独り立ちできるかなぁ」っていって、で、次の日一日やっ

て、「もう私だめです」って人がさ。1ヶ月2ヶ月研修に来たら「もうだめです」っ

て、甲谷さんもだめって場合もあったかな。とにかく全然増えないんですよ。増え

る気配がなくて、どんどん、とにかく5人と、ああ、そのとき7人いたのかな。5人

プラス仁井ちゃんと高木さんか。7人いたんだけど、7人のそんな中でも、みんなち

ょっとこれ以上働けないとか、半年休ましてとか、っていう感じになってって。そ

の頃ぼくもまだ窓拭きの仕事もけっこうしてたし、志賀さんも大学まだやってたか

ら、そういう二足の藁のとこもあって、けっこう大変だったときもあって。これは、

人も増えないし、みんななんか鬱っぽくなってきて。帰山さんが抜けて。帰山さん

がとにかく大変だって、一番大変やったかな。帰山さんがうんと大変そうで抜けざ

るを得なくなったような感じもあって。帰山さんけっこうすごい頑張って戦力やっ

たから、それがちょっと無理になりそうで、他の人に。ほぼ全員鬱っぽい。で、も

う休養させてみたいな感じになったときがけっこう、志賀さんなんかも病院に戻る

なんて二度とできないけど、頭にもよぎったんじゃないかな、そういうことを。で

も、うん、そうだね。とにかく24時間ずーっと神経が休まんないわけ、ヘルパーが。

ずーっと絶えずわーってなってるし。ナースコールがビーって一日ビービービービ

ー、センサーがブーブーブーブーっていって。やればやるほと介護して、体交とか

するじゃない。ちゃんとまだ文字盤とれる時期だったから。ずーっと文字盤見なが

ら、じーっと「なんですか？」文字盤見ながら、なんか言ってることわかんない。

でもこうなってる、うーってなって、ずーっとなってるじゃん。やればやるほどず
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ーっと神経休まんないような状態だったね。そんな感じがけっこう続いて、みんな

限界に近づきつつあってみたいなんがあって。 

でもなんか、そうだな。一つが。モルヒネ系の薬ちょっと使いだしたのでね。ちょ

っとね、最初ね。それもあったんかもしれない。なんとかパッチだったっけ？そう

いうのをちょっと使って。さすがに、そういうのってなんか、あんまりどっちかと

いうと使ってはいけないようなイメージもあったんだけど、最終手段っていうか、

死にゆく人のホスピス的ケアみたいなイメージがちょっとしたんで。でもそうでも

ないみたい、けっこう積極的に使ってもいいみたいな感じの。ちょっと使ったのが

効いたのも一つある。だんだんだんだん落ち着いてきたのが一つ。 

 

長谷川：それはだれかが、お医者さんとか看護師さんとかに相談したんですか？ 

 

♯住み込んでおれずーっとやるわ 

 

由良部：そうそうそう。それはぼくが、ＡＬＳの本があったじゃない。先生が。中島先生が

書いてるやつ。そういう何系っていうんだっけ？大麻？よく知らない、そういうよ

うな薬をつかうのは悪くない。そういうのも場合によってはすごく有効な場合があ

るっていうふうに書いてあったのを見て、で、志賀さんとも相談して、先生にこう

いう方法を、これでやってみて、こういう記述もあるし。先生はそれほど詳しくな

いから、ＡＬＳ。今診てる病院の先生とかも。でもまあそういって、そういう方向

でちょっとやってみましょうかみたいな。それでけっこう。でもわかんないんだよ

ね、薬って。ほんと効いてんのか効いてないのか。何か効いたのかってのは、ほん

とはわかんないとこあんだけど、たぶんそれがちょっと効いたかなって。それを2

～3ヶ月続けて、それですぐ止めたんだけどね、そっちはね。 

それが効いたのが一つと。あと、ちょっと覚悟が決まったとこもあって。ぼくなん

かでも、とにかく、その頃はけっこう不安で、人が辞めていくっていうのが。でも

最終的になんかそういう自分の仕事があってなんか、「今日も徹夜。今日も甲谷さ

んがいて、次朝から…朝から窓拭きすんのか。はぁ」とかって。「ああ、あとでま

た次甲谷さんとこ行かなあかんのかぁ」とかこういう感じ。で、人が辞めて、「ま

たおれが入らなあかんのー」みたいな感じになるでしょ。でも、あるときもう、全

部そっちで辞めて。辞めてもいいわと思って、窓ふきなんか。だって、別にそれで

仕事、お金にはなるわけやん。こっちに入って。だからもう、辞めたらもう、あそ

こ住み込んでおれずーっとやるわ。最終的には。一人でもやるみたいな。それと、
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隣にベッド置いて、それでできるやん、みたいな。もしそういう状況になっても。

という気持ちになったら、なんか楽になって。人、なんとかなるやんみたいに思っ

たら。っていうなんかちょっと余裕ができたら。例えば志賀さんなんかも今まで、

「いやーなんか由良部さんに世話かけちゃうし、なんか…」ってなるじゃん。それ

までやったら。「いやもうぜんぜん全部。たいがいの全部ぼくに入れてくださーい」

って言って。なんかそう思うと楽になっちゃう。 

 

長谷川：由良部さんと志賀さんって、そもそも会、由良部さんなんかもっと長いけど、ボラ

ンティアの会とかずーっと関わってきてるじゃないですか。やっぱり仁井さんだと

か、帰山さんだとか、他のヘルパーとは立ち位置が違うじゃないですか。ざっくり

志賀さんが制度的な、地域移行にあたっては制度的な面を担当して、由良部さんが

介護というか、ヘルパーを集めたりとか、家探しを担当したじゃないですか。それ

が地域に移行してからは、役割分担だとか、それから由良部さんと志賀さんとの役

割の違いだとか、他のヘルパーとの違いだとかっていうのは。 

 

由良部：だからね、ある時期、いつ頃、半年も、それが始まって、いつ言ったか忘れたけど、

ぼくは意思決定に対して、本人がやることはもう前提だけど、だんだんだんだん本

人はできなくなってるでしょ。そこである時期に、ぼくは二人が、二人体制ってな

ると協力し合うのはいいけど、いい時期もあったけど、ずーっとじゃあ二人で、い

ちいち二人で意思を確認してみたいなんてしんどいじゃないですか。うっとうしく

なってくると思うのね。だから、基本的にぼくは、あそこのスペース、あっちのス

ペースはぼくが家賃払ってる、半分払ってるから、そっちはぼくがやるけど、もち

ろんヘルパーは続けるけど、基本的な意思決定は、もう志賀さんに任せますから。

ぼくはもう、あとは友人に戻りますからみたいな。あとは一友人で、ヘルパーで、

あと、隣で踊りをしてる人みたいな。 

 

長谷川：それはいつぐらいですか？ 

 

由良部：わりともう軌道に乗ったらそういう感じにした。そういうふうに言った。書面に書

いたわけではないよ。ちゃんとそういう話、「いやそういうふうにしましょう」っ

て。二人いるとうっとうしいからみたいな。 

 

長谷川：それなんかきっかけがあったんですか？ 
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由良部：いやいや、ずっとそう思ってた。そのほうが誰か。だって実際うっとうしいもん。

いちいち気をつかいあって、二人で意見調整するのって。じゃあどっちが。だって、

「私がここまで頑張ってきた」「俺だってここまで頑張ってきた」みたいなのって

うっとうしいでしょ。そういう戦いになんの。だからもう、そういう甲谷さんの最

終的にどうするって。まあ志賀さんも今でも気をつかっていろいろ言ってくれるけ

どね。でも基本的にもうお任せしますって。だから、この前のＮＨＫのあれだって、

ぼくのところかかってきたけど、なんか調べて、全部志賀さんにふって、「出ませ

ん」って「志賀さんやってくさださい」みたいな感じやし、なるべくそういうのは

しないようにしてる。 

 

長谷川：戻ってきてからすぐって、まだやっぱり介護体制も含めてふわふわしてたじゃない

ですか。その頃はもちろんケア会議とか開いていたと思いますけど、志賀さんとか

他の人たちとかと意見が違うことってありましたか？ 

 

由良部：えーっと、おっきなとこではなかったんじゃないかなぁ。いちいち細かいことでぼ

くも言わないし、会議なんかでも別に一ヘルパーとしての立ち位置でいたから。だ

から志賀さんが会議を回すようにそこらへんからなっていったから。 

 

♯二人で添い寝 

 

長谷川：じゃあ今はもう由良部さんは友人でありヘルパーでありっていう。 

 

由良部：そう。ダンサーであり。一応でもそれは気はつかってくれるけどね。一応そういう

立ち位置で。 

 

長谷川：前も私、違うので聞いたんだけど、友人でありヘルパーであり、で、ダンサーであ

りって、けっこう難しいかなと思うっていうか、他のやっぱり違いますか？要する

にヘルパーじゃないでしょ。由良部さん。 

 

由良部：まあ好き勝手にやってるよね、逆に言うと。だって、この前なんか、この前ってい

うかだいぶ前やけど、ベッドにね、二人で添い寝してね、「ちょっと休むから一緒

に寝よ」って「がー」一時間ぐらい一緒に寝てた。普通できへんやん。ヘルパーさ
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んいうたら。そういうことはできるし、いいとこかもしんない。誰に注意されるわ

けでもないから。別に寝てたっていいし、添い寝してるほうがわかるやん。相手の

変化やったらすぐわかるし。わかんないけどね、向こう行ってくれってほんまは思

ってたかもしんないし。 

 

長谷川：すごい甲谷さんはまだ、あがいている時期というか、みんななんていうか、甲谷さ

んがすごいいろんな人を拒否、拒否っていうか「だめだ、だめだ」って言って、み

んなが辞めてったときがあって、ヘルパーだったらもっと違う選択というか、あっ

たような気がするけど。 

 

由良部：ああ、そうだろうね。それはただ単に仕事でやってたら続かなかったんちゃう。続

かなかったし、と思う。 

 

長谷川：でも友人でもすごくないですか？ 

 

由良部：友人っていうよりも、その頃はやっぱり引き受けちゃったから。だって、家族とも

別れさせて、半分、「離婚する方法もありますよ」みたいな。半分は別れさせたよ

うなもんじゃないですか。で、死ぬ、もうこのままじゃ死ぬってなったら切開して、

手術して、まあ道をつくっちゃったわけじゃないですか。ぼく一人じゃないとして

も。やっぱり引けないでしょ。そこまでしたら。「知らない」「やっぱ知らない」

とは言えないじゃないですか。それはやっぱりあったよね。責任感って言うとあれ

やけど、だってどうしようも、だって、知らないって誰がそういうことをってなっ

ちゃうじゃないですか。 

 

長谷川：そこまで向かわせたものってなんですか？由良部さんに。だって、ただの友人だけ

でやっぱりそこまではいけないのはこの世の中じゃないですか。 

 

由良部：そうかなあ。まあ、どっかで決断しなきゃいけないことがあって、決断したからに

はその道でやるしかないっていうことは誰でもあるんじゃないかなと思うんだけど。  

 

長谷川：じゃあ別にそれは甲谷さんを助けたいとかそういう思いではなかった。 

 

由良部：それだけでもないし、例えば自分と稽古場と、そういう場所をつくるってなんとな
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くの夢もあったし。それもあったし、もちろん、なんとなく、ぼくみたいな舞踏み

たいなダンスやってるのと、まあ、言うなれば究極の身体が動けない人とダンスと

いうか、なんとなく面白そうじゃないですか。なんとなく面白そうっていうの軽い

けど。まあそこらへんのもあって、甲谷さんとずーっとそういう身体をめぐる対話

を元気なとこからしてたってのもあるし、それで、会を立ち上げて。前も言ったか

もしれないけど、もしあのとき会を立ち上げなかったら、もうすぐ1ヶ月後かぐら

いに長野かあっちのほうに行く予定だったから。奥さんとそういう話になってた。

だけど、会を立ち上げたから、「京都にいたい」って言いだしはじめて、それ後か

ら聞いた話だけど、そういうようなこともあり、流れを変えちゃったわけじゃない。

そしたらまあ、途中で放り出されないよね、やっぱりね。手術までして病院に戻れ

なくて、また「知らん」って言えます？言えないでしょ。 

 

♯降りれないから考えない 

 

長谷川：でも辞めたいと思ったことはないんですか？もうここから降りたいっていうか。 

 

由良部：降りたい。うーん。まず場所がもう、あそこが稽古場としてあるし、もっと時間数

減らしてほしいとかあった時期もあったけど。降りたいっていうより、降りたい？

降りたいって、降りれないしね。考えないんだよね。降りれるんやったら降りるこ

と考えるかもしんないけど、まず降りれないから考えないっていう。 

 

長谷川：なるほど。こないだのＡＬＳーＤの映像の中で高木さんがみんないろいろ辞めてい

ったときがあって、そのときまあ自分も考えざるを得なくなって考えたと。 

 

由良部：高木さん？ 

 

長谷川：うん。高木さん。その高木さんのインタビューのときに、ヘルパーはいつでも辞め

られると。私もそういう辞めるっていう選択を持ってるんだと。でもそれを今行使

するのはなんか悔しいなと思って続けたっていう感じで、いつでもそういうのを持

ってるんだっていうのが一つお守りになってたから。 

 

由良部：いつでも辞めるんだみたいな。まあ高木さんの立つスタンスっていたったらそうで

しょうね。 
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長谷川：でも由良部さんはそんなんはないんですね。そういうんじゃなくって、もうそもそ

もそういう選択としてそれがないから考えないというか。 

 

由良部：でもそうだね。でもまあ別にぼくがいなくても回れるんやったら別に。今はたぶん

回れるわけね、別におれがいなくても。それだったら別に。今やったらね、いなく

ても。例えばちょっと外国へ行ってダンスしてくるわって、そっちの思いが強くな

ったわっていったら、ずーっともう１年2年経ってれば大学でちょっといい話があ

んだよねみたいになったら行くかもしんないよね。だってあとはぼくいなくてもで

きる体制やから。っていうことはあるけど。最終的に今稽古場もあそこにあって、

一応別にそんなに外国行きたいわけでもないし。うん。 

 

長谷川：今は介護が必要だから、介助者が足りないから入ってるっていうわけではなく、由

良部さんの… 

 

由良部：今はだから、昔、舞踏会やってるときなんかは月3日ぐらいやったもん。忘れない

程度に入りますみたいな感じで。今は舞踏会なくなったから、ちょっと実入りがな

いから、逆に10日前後ぐらい入れてくださいみたいな感じになってるけど。そんな

感じで別にぼくいなくてもそんなに困んないと思う。 

 

長谷川：感覚的にはそうですね、たぶん。したいとかそういう話でもなくってことですよね。  

 

由良部：そうそうそうでも。稽古場として週3回はクラスもやってるから、なんやかんやで

顔は見るし。で、そうやね。だから、ヘルパーとしていなくても、けっこうあそこ

は顔を出すからね。週3回は必ず出すでしょ。必ずはないけど出して。それからヘ

ルパーがあったら週4～5日は行ってるから。そんな感じかなぁ。 

 

長谷川：由良部さんが今まで一番大変だと思ったことはなんですか？ 

 

由良部：この甲谷さんのことで？一番大変っていうか、ちょっと傷ついたのはやっぱり向こ

うのご家族との関係かな。一番ちょっと寝れなくなったぐらい。「こんなこと言わ

れんだ」みたいな。「こんなことやんなくていいじゃん」って。 
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♯わりと自由に、ほぼ自由に、行けない日は大丈夫な体制 

 

桐原 ：外形的なことをちょっと確認したほうがいいと思うんだけど。すごい長くなってき

てるし。 

 

長谷川：言ってください。 

 

桐原 ：まず、支援し学ぶ会のメンバーを集めたときはどの辺に声をかけて、どういった反

応だったかについて教えてください。 

 

由良部：ぼくと甲谷さんの、まず共通の友だち。それから、甲谷さんの友だち。ぼくは知ら

なくて、甲谷さんだけが知ってるような人は、たぶん奥さん、奥さん、聞いたんだ

っかな。奥さんが聞いたか奥さんから声かけてもらったのかな、ぐらい。その両方

ぐらいかな。ぼくと甲谷さんの共通の友だちはぼくから全部かけて、で、甲谷さん

だけが知ってる友人にも何人か。それはそんな多くなかったと思う。で、30人から

40人近くいたような気がするんだけどな、そのぐらいの人数は、最初に集まった。 

 

桐原 ：支給決定を取って時間数を取って、実際にそれを使うだんになったときの話なんで

すけども、そのときの事業所も最初からココペリ。 

 

由良部：ココペリ、ココペリ。 

 

長谷川：志賀さんが繋がりがあって。 

 

桐原 ：志賀さんからでいいんだよね。 

 

由良部：志賀さんが「どこの事業所にしようか」って言って、じゃあココペリに決定して。

で、ココペリに全部そういう事務的なことはやってもらって。 

 

桐原 ：あと、ずっとＡＬＳーＤに移ってから、なんていうかな、ヘルパー長く続けている

人けっこう多いとは思うんですけども、たまに新しく入るじゃないですか。それは

やっぱりＡＬＳーＤに来る中で知り合った人とかそういうのも当然いたという感じ

ですか？ 
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由良部：そうそうそうそう。だいたい人間関係だよ。全部ほとんどね。最初の5人、それか

ら6人目の仁井ちゃんはぼくの昔教えてた子だし、7番目の高木さんは志賀さんの大

学の教え子だったし。坂田さんはもういないけど、坂田さんはぼくの生徒だったし、  

 

長谷川：池田さん？ 

 

由良部：池田さんは伊藤さんの知り合い、っていうかほぼ旦那さんみたいな。 

 

長谷川：伊藤さんは？ 

 

由良部：伊藤さんは最初の5人の中に入ってる。 

 

長谷川：どうやって？繋がりは？ 

 

由良部：伊藤さんはぼくのワークショップに来てた。伊藤さんと大藤さん。そうそうそうそ

う。そういうような人間関係の繋がりでほとんど。ほとんどそんな感じで。で、白

石さんはぼくの知り合いの知り合いみたいな感じで来たのかな。あと誰だったっけ。

今、稲垣さんか。稲垣さんはぼくのところにダンスで来てた子だし。だいたいダン

ス関係やっぱり多いかな。 

 

長谷川：アンテナ張り巡らして。 

 

由良部：そうそうそう。っていうかやっぱり、アーティストっていうか食えない人って正規

のちゃんとした働き方じゃない、どっちかっていうとみんな正規の働き方じゃなく

て、みんながこう……人を集めて申告してもらって、それでなんか回していくって

いう感じが自分は例えば講演があるからとか、わりと自由に、ほぼ自由に、行けな

い日は大丈夫な体制だから。逆にそういう意味では働きやすいんじゃないかな、表

現者にとっては。 

 

長谷川：新しい人間関係で入ってくる人って、繋がりで入ってくる人って、あそこでワーク

ショップを受けたりとかして甲谷さんを見て興味を持って入るんですか？それとも

由良部さんたちが「ちょっとやってみない？」っていう感じですか？ 
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由良部：そうですね。甲谷さんに興味を持ってやりたいって言った人はあんまりさすがにい

ないかな。出入りする中で「やってみる？」みたいな感じでいたら、「ああ、やり

たい」みたいな感じで。あとはあかしさんがいたかな。あかしさんもダンスのワー

クショップ来て、それで。けっこうでも、ダンサーとかアーティストってさ、すご

い安いさ800円とかさ、時給で働いてる人いるからさ、それからしたらいいわみた

いな。けっこういいんですよ。だから、誰も辞めへん。誰も辞めへんやんみたいな。

すっごい続いてる。 

 

♯こういう方法があるってことがわかったっていうのは確か 

 

桐原 ：その後、杉江さんとか続いていく人が出てくるわけですけども、やっぱり相談みた

いなのっていうか、どうしたんだ？みたいな問い合わせっていうのがそれなりにあ

ったって感じですか？ 

 

由良部：杉江さんとか？ 

 

桐原 ：杉江さん以外でもいいんですけども。 

 

由良部：ああ。うーん、そうやね。杉江さんのときはわりと相談っていうか、わりと近かっ

たし、岡本さん入ってたでしょ。けっこう関わってたでしょ。いろんな情報とか、

だから「どうしたらいいかなぁ？」みたいな、なんとなく聞いてたけど、なんか具

体的に助けたかっていうと、まあちょっと話を聞きに行ったりとかはしたと思うけ

ど、あんまり役立ったことはあったかな？あんまりないよね。岡本さんとか西田さ

んとかがそれぞれに頑張って、みんなも頑張ってたから、あまり役立ってないかも

しんない。情報交換それなりにしてた。あと誰だっけ。増田さんとか。この前亡く

なられた。 

 

長谷川：マイクさん？藤井さん？ 

 

由良部：この前っていうかだいぶ前。 

 

長谷川：あそこの…。お父さんですね。 
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桐原 ：山田さん？ 

 

長谷川：いやいや違う。なんやったっけ？ 

 

由良部：いやいや違う。すぐ忘れちゃうな。ずーっと呼吸器ずーっとつけて、ほとんど動か

なくなって長かった人。 

 

桐原 ：例えばヘルパーの集め方とか、支給決定の取り方とか、病院から在宅への移行、そ

れから家の探し方みたいな、そんなのとかは聞かれたりとかはしたことはないんで

すか？ 

 

由良部：もしかしたら、志賀さんなんかはたぶん。誰だったっけ？この前亡くなられた。名

前出てこない。とかは、志賀さんとけっこう奥さん、知り合いやったから、たぶん

情報交換はしてたんかもしれない。杉江さんに対してはたぶんほとんど岡本さん、

こっちのことぜんぶ知ってるから、たぶん岡本さん経由で情報なりは流れてたと思

う。だから、改めてそんなにぼくや志賀さんがそれに対して、それなりの話とかは

したと思うけど。まあ、杉江さんが甲谷さんのことでたぶんこういう生活やりたい

っていうのは思ったと思うし、たぶん最初、西田さんなんかもそういう甲谷さんら

の情報を知って、たぶんこういう方法があるってことがわかったっていうのは確か

だから。知ってることはたぶん岡本さんからも全部伝わってると思うし。 

 

長谷川：逆にたぶん由良部さんたちが橋本操さんとかの情報を聞いて、橋本さんたちにじゃ

あ相談したかっていうと、 

 

由良部：相談したとは思うね。 

 

長谷川：そういう具体的なあれじゃない、もう外形的なものは川口さんとかが知ってたから

そこから教えてもらって、実際に橋本さんとぐっとしゃべったってことはないと、

そういう感じだと思うよ。 

 

由良部：そんなんないと思うね。 
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桐原 ：ＪＣＩＬはこれ入ってないわけですよね。 

 

由良部：ＪＣＩＬは基本的には入ってない。 

 

長谷川：志賀さんが詳しいと思う。制度のところでＪＣＩＬが書いてあったから。 

 

由良部：ＪＣＩＬはなんか最初、相談にぼくらは行ったから。ＪＣＩＬの事務所まで行って

いろいろ話は聞いて。 

 

長谷川：それは岡本さんかなんかの紹介ですか？ 

 

由良部：そうそうそうそう。岡本さんからの紹介で。 

 

長谷川：甲谷さんが病院にまだいるときに？ 

 

由良部：病院にいるとき。うん。そうそうそうそう。病院にいるときに。まだそんなにまと

まってないときに、どういうふうにしようかなぁって。で、いろいろ聞いて。 

 

長谷川：もうそれは川口さんのアドバイスがあったあとに行ったっていうかたちですか？ 

 

由良部：そうだね。実際に京都がどうなのかよくわかんないし、そういう中で。そうやね、

ＪＣＩＬにも行って話聞いて。そういう関りはあったけど、ＪＣＩＬから誰か派遣

してもらうとかはなかったし。まあ協力関係みたいな感じではあるけど。 

 

桐原 ：民医連とか、西京都病院で、要するにボランティアの人がたくさん入ってくるわけ

だから、他の患者さんとは少し浮くわけじゃないですか。そういった状況をほんと

にゲリラ的に可能になったのか、それとも病院の中で「それはそれでいいよ」みた

いに言ってくれる味方みたいなのが医者とか看護師の中にいた感じだったわけです

か？ 

 

由良部：とくに味方という感じでも、味方でも敵でもなかったかなぁみたいな。まあボラン

ティアで入って、見舞いでいろいろ洗濯したり、身のまわりのことをやってるから、

特に迷惑かけてるわけでもないし、まあ出入りはするから気になることは気になる



50 

 

けど、そんなに敵でも味方でもなかった。けどまあ最初のうちはちょっと散歩とか

でも院内だけとかいって、だんだんなんか見逃して、だんだん、敷地の外にちょっ

と出て、で、今度は遠くのスーパーまで行って。見てみぬふりみたいな感じではあ

ったけど。 

この前、誰だっけ、京都で亡くなった。 

 

♯甲谷さんの場合はたまたまそうだった 

 

長谷川：藤井さん？ 

 

由良部：藤井さんだっけ。 

 

長谷川：知り合いですか？ 

 

由良部：知り合いじゃないけど。けっこうボランティアしてたって？岡本さんから聞いて。 

 

長谷川：ああ、そうです。ユさんたちと一緒に。 

 

由良部：してたの？ 

 

長谷川：うん。 

 

由良部：よく知ってる人だったの？ 

 

長谷川：いやいやぜんぜん私はほんと去年に知り合って。去年、彼もたぶんＡＬＳっていう

告知を受けたんだと思うんですけど、ずっと宇多野に入院してて、土日だけが、週

末だけ外泊で家に帰る生活だったんですけど、たまたま立命の尊厳死の勉強会のと

ころにいらして、そこでお会いして。はじめはね、それこそ呼吸器つけないし、死

にたい死にたい言って、尊厳死したいって言ってたんですけど、それこそ甲谷さん

とか訪ねていったんじゃないかな。志賀さん。藤井さんをもともとバックアップし

てた。藤井さんダンサーで、バックアップしてたのが、 

 

由良部：ごめんごめん。藤井さんじゃないわ。この前の尊厳死の人。 
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長谷川：ああ。優里さん。林優里さん。林優里さんはね、支援というか、京都に帰ってきて

から、難病相談支援センターからちょっと相談があって、住まい探し、それこそ必

要だっていってそんなとこから関わりながら。もうそっからあとは別に、難病相談

支援センターがやってたから、私はコミュニケーションとかでちょっと関わりなが

ら。ただご本人がいきのいいお姉さんだったので話が合って。由良部さんで言う友

人みたいなところですね、ほんとに。ぜんぜん介助はなくて別の次元で付き合って

て。 

 

由良部：そんなけっこう「死にたい」みたいなこと言ってた？ 

 

長谷川：いや、私にはぜんぜん。それこそ甲谷さんとこだったら由良部さんとか、甲谷さん

のことをよくよく知ってるっていうか、しゃべれなくなる前での甲谷さんのことを

知ってる人たちがいっぱいいるじゃないですか。あの空間って介助っていう空間で

もないじゃないですか、もう。やっぱり他のＡＬＳの患者さんとか事業所とかだと、

入れ替わり立ち替わり知らない人も来たりとかして、その中で別に介助を誰が教え

るかって話ではなく、本人が言わなきゃならないし、それは甲谷さんも我慢してる

とこあるだろうけど、そういう我慢とかもしていたし、そういう中で思ったんだろ

うなって思ったけど。 

 

由良部：まあいろいろね、京都新聞とかでも岡本さんだいぶ書いてたけどね。 

 

長谷川：甲谷さんの介助っていうか、これだけの体制っていうのが築けたのが、やっぱ由良

部さんたちも、今のもちろんコミュニケーションすごく難しくなったときでもこう

やって続いてるのは、甲谷さんっていう人を病気になる前から知ってる人がいて、

その人たちが支えているっていうところが大きいと思いますか？ 

 

由良部：そうな部分もあると思うんだけど、そう言ってしまうと、そうじゃない人はってこ

とになっちゃうからね。それは、甲谷さんの場合はたまたまそうだったっていうふ

うな状況やったけど、それが不可欠か、うーん、甲谷さんの場合は確かにそうだっ

たけどね、他の人の場合はちょっと。 

 

長谷川：甲谷さんの場合はやっぱり、今甲谷さんのことを知ってる人から見ると、例えば、
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そういう知った人じゃない人たち、事業所の人が何人か入って、入れ替わり立ち替

わり入ってっていう生活だと、例えば呼吸器も含めてつけるっていう選択しなかっ

ただろうなって思います？甲谷さんを知ってる人間からすれば。甲谷さんっていう

人だったら。 

 

由良部：どうでしょうね。わかんないね、そこらへんはね。まあやっぱり甲谷さんで一番大

きかったのは、自分で独居できるっていうことだったから、病院から抜け出してっ

てことで、そういう決断に変わってったってことと、実際にやっぱりどんどん病状

が進行していく中での変化もあっただろうし。それはコミュニケーションが上手く

取れるほうがいいに決まってるし、なんだけど、でもそうじゃなかったらしなかっ

たかどうかはどうなんでしょうね。 

 

長谷川：甲谷さんにとってはものすごい、由良部さんから見てても病院っていう場所は過酷

だったんですね。 

 

由良部：過酷だと思いますよ。だって、常に要求がある、自分の中では要求が生まれてくる

わけじゃないですか。夜、誰も来てくれないじゃないですか。それこそちょっとし

た、首の角度が、……直してほしい、頭の中でそういう……がずーっとっていうよ

うな状態とかさ、ちょっとしたことで要求があるわけじゃない。それがこう朝まで

誰も来てくれないとかさ、それは過酷じゃないですか。特にコミュニケーションが

逆にとれてないから、ずーっとその思いがあるわけだから。やっぱり誰かがそばに

いてっていう。何か要求したらとりあえず応えてくれる人がいないとしんどいと思

うけどね。 

 

長谷川：そうですね、病院。やっぱ違いますよね、家と病院ではね。 

 

由良部：風景が全く違うしね。なんかまっ白なずーっと変わんないようなまっ白な天井と、

まっ白な壁と。やっぱりいろんな風景が違うだけで、自分の好きなものがあったり

とかするだけで、ぜんぜん違うし。 

 

♯全く変わった 

 

長谷川：今の甲谷さんは、〇×もちょっと難しいぐらいな感じのコミュニケーションでしょ。 
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由良部：うん。ずーっとそれはもう、〇×しなくなってもう5～6年経ってる。もっと経って

るかな。 

  

長谷川：その甲谷さんの介助っていうか、との生活というか、やっぱり変わりましたか？ 

 

由良部：全く変わったんじゃない。だから、介助という意味では、変にこれが慣れてしまう

とまずいんだけど、昔は常に要求があった。常に要求があって、それに応えないと

いけないけど、要求無いし。言えないし。で、なんか身体を、最近ちょっと硬直気

味なんだけど、けっこう落ち着いているときが多いし、ずーっと落ち着いてるとき

が多いし。ちょっと言い方誤解があるかもしれないけど、この世にいないようなと

こも、意識がちょっと違うとこ行ってるようなとこあるから。昔やったらすごい

「これやって」とか気になってることがずーっとっていうのがフラストレーション

みたいな、そういう感じもなくなっちゃったし。機械の音もほとんどなくなったし。

センサー、ナースコール、パソコン、吸引ですらほとんど自分でやるから。自力で

こう出てきたの取るぐらいだから、吸引もやらない、ほとんど。たまーにぐらい。

呼吸器を付けてるだけで。で、酸素飽和度は97～8ある。毎回計ると、いろんな、

体温とかほぼ異常がない。めちゃ楽といえば楽。散歩してちょっと、昔やったら体

交するだけでも大変やから。最近体交もしないから、足が曲がんないから。ときど

きこう持って支えるぐらいで。すっきりしちゃって、やることないじゃんみたいな

感じになっちゃってるから、すごくある意味で楽だし、ちょっと違う次元の介助に

なってるかもしれない。 

違う次元っていうか、甲谷さん自身が、そういう言語的な、選択する言語みたいな

のなくなっちゃったから。常に前は、「右に行きたい」「左に行きたい」「右って

言ってるやろ」みたいな。ずーっとずーっと、「右ないやん」みたいな、「次こっ

ちだよ」みたいな。常にこう張り巡らしてるのがあったけど、「右も左もお好きに

…」「お好きに…」「お任せ…」みたいな感じやから。たぶん意識としても、別に

選択的言語がもうない、たぶんないんですよ、ほぼ、どっかで。だってもうしゃべ

れないからそうなったっていうよりも、なんかぼくの中では、ある種もう選択的言

語がない。なくなった。 

 

長谷川：それは委ねてるっていう感覚ではないですか？ 
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由良部：委ねてるっていうか、ちょっと内的な感じが違うとこ行ってるって感じもあるし。

まあ委ねてる。だから体の起きる出来事に、起きてるが起きてる。風が吹くように、

身体の中に起きてるみたいな。ちょっとそんな雰囲気、正直。出来事が起きている。

で、自分がそこで、「風を止め」って言っても風が止むわけでもないから、そうい

う選択はしないみたいな。 

 

長谷川：ふーん。その中ででも選択しなきゃいけない場面があるじゃないですか。 

 

由良部：いや。それは本人はないの。 

 

長谷川：そのまわりとしてはいろいろね。そうするときの、前だったら甲谷さんに聞いてや

ってたのが、今は違うじゃないですか。それはやっぱり、それがある意味できるっ

ていうのは、今までの積み重ねがあるからっていうことですか？ 

 

由良部：そうだね。まあ昔、まあそれが例えばさ、まあわかんないんだよね、それがほんと

いいのかどうかはね。例えばでも、散歩を行くとなんか身体の調子が良くなるし、

昔みたいに例えば美術館行って絵見たいとか、そういうのもたぶんもうないと思う。

鑑賞、なんかゆっくり鑑賞したいっていうのはたぶんないと思う。鑑賞するってす

ごくたぶん意識的な行為だから。例えばここに描いてる絵でも、ここがあって、全

体をこう…って目を動かさなくてもこう意識で辿るじゃない。たぶんそういうこと

もしてないんだよね。だから、鑑賞ってことはテレビ観るとか。音は、音に対して

も、鑑賞ってちょっと違うような気が。音はけっこうすぐ反応するけど。だから、

そういう意味で美術館とかは行くけど、なんかちょっとそれは雰囲気が買えるぐら

いの。度々行くけどね、どっか。見ているというか。いちいち前はこう、一つの作

品にこう、見て、「こうか？」「見えてますかー？」みたいな感じだけど、今はも

う、見る気ないし、こうきたらこう、みたいな感じやから、別に見なくても雰囲気

だけでって感じ。 

 

長谷川：面白いね。そうなんだ。由良部さんなんの資料持ってきていただいたんですか？す

みません、見せてください。 

 

♯日々なんかいろいろ起きてるといえば起きてるんだけど 
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由良部：いや。これ知ってるよね。 

 

長谷川：はい。これ二つ、しっかり読ませていただきました。めちゃくちゃあるじゃないで

すか。 

 

由良部：でもなんか、そうだね。最初の頃の。天療術院とか。 

 

長谷川：あー。甲谷さんがやってたやつだやな。 

 

由良部：適切な。天療術院のなんか。「適切な治療を受け身体がよく…」これはたぶん甲谷

さんが書いたやつやで。 

 

ユ  ：本で見た。 

 

由良部：これが天療術院の、ちらし。領収書って……あるんだ。これがその個展の……。こ

れはそのときに出た……個展の。これもそうだね。これも個展の。これは東京の、

横浜のやつかな。小浜美術館ね。 

 

長谷川：このときはまだパソコンできてたんですよね。 

 

由良部：そうそうそう。作品か。これだけ。すごいよね。これだって1年。1年半ぐらいやっ

たんじゃないかなぁ。60点ぐらい。だって、ただ単に描くっていうよりスイッチだ

けで描くから、すごい集中力。 

 

ユ  ：写真撮ってもいいですか？ 

 

由良部：いいですよ。あるよ……。これは、……ね。毎日新聞出て、いろいろ出ましたね。

西川さん。 

 

長谷川：これ、志賀さんが書いたんじゃないですか？ 

 

由良部：『難病と在宅ケア』ああ、うん。そうそうそう。これの本がね。これ、それの前身。

これとこれの本になる前の雑誌かなんかで出たやつ。 
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桐原 ：2007年……あとでコピーとってほしい。 

 

長谷川：たぶんこれが原本。これはなんですか？志賀さんだ。 

 

桐原 ：20年前の志賀さん。20年じゃないか、13年か。 

 

由良部：20年も経ってないな。甲谷さんと会って、15～6年か。 

 

長谷川：これは貴重な。 

 

由良部：面談用紙。 

 

桐原 ：「今のところつけないつもり」って書いてる。 

 

由良部：ああ、面談。1月23日夜。さくら会……まあここらへんは、 

 

長谷川：記録ですね。 

 

由良部：「今のところつけないつもり」 

 

桐原 ：これさっきのやつ？じゃなくて。 

 

長谷川：さっきのやつとは？ 

 

桐原 ：さっきの話聞いてた中身が全部図になってるやつ。 

 

由良部：いる？コピーする？ 

 

長谷川：コピーしたいです。 

 

桐原 ：広域の話はけっこう貴重だったね。そういう流れがあったのは知らなかった。 
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由良部：コピー。コピー機ある？好きにじゃあ、今、どうでもして。 

 

長谷川：いいですか。由良部さん今いつ入ってるんですか？甲谷さんところは。 

 

由良部：いろいろ。土日が多い、最近。金土日がどれかが多い。 

 

長谷川：今週は入らないんですか？ 

 

由良部：今週ね、確かね、 

 

長谷川：今週入ってたらコピーしてそのとき持っていきますけど。今時間あれだったら。 

 

由良部：今何時？ 

 

長谷川：今もう5時半だから。今週でも来週でも、由良部さんが入ったとき持っていきます。 

 

由良部：金曜日の5時から朝の9時だ。16時間。 

 

ユ  ：今週金曜日？ 

 

由良部：金曜日の夕方5時。 

 

長谷川：夕方5時。あ、から入ってます？ 

 

由良部：うん。 

 

長谷川：じゃあそのときに。 

 

ユ  ：伊藤さん終わってから。 

 

長谷川：持っていきます。 

 

由良部：伊藤さん？ 
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長谷川：伊藤さんのインタビューが、ちょうど金曜日ここでするんですよ。 

 

由良部：あ、そうなんだ。 

 

長谷川：そのあと甲谷さんとこ行って、これ渡します。 

 

由良部：わかりました。じゃあお願いします。 

 

長谷川：いいですか？これ借りて。 

 

由良部：うんうん。 

 

長谷川：すごいなぁ。嬉しいな。なんかあと、由良部さんね、今日のインタビューはこれだ

けですけど、あのかた。ダンサーの、由良部さんと白虎者やってた。 

 

由良部：さとう？ 

 

長谷川：そう。と、ちょっと、さとうさんってこないだ、藤井さんときにお世話になったさ

とうさんで。病院で一緒に。 

 

ユ  ：うんうんうん、さとうさん。 

 

長谷川：さとうさんと由良部さんはすごい旧知の仲だから、その二人と一緒にごはん食べな

がら聞きたいんだ、話。めちゃくちゃ絶対面白いと思うわ。 

 

由良部：(笑)さとうな。 

 

長谷川：さとうさんところで、その藤井さんっていうＡＬＳのかたがダンサーで、ダンスを

おやりになってたんですよ、一緒にダンスしてて。たぶん、その支援をしてたまや

さんっていう人が、志賀さんとも知り合いなのかな。だから甲谷さんところに何回

か行ってるみたい、一緒に、藤井さんと。 
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由良部：うんうんうんうん。 

 

長谷川：こないだ亡くなったんですけど、 

 

由良部：何か前。ぼくちょうどいなかったときなんだよね。で、そこで藤井さんっていうか、

マイクさん。 

 

長谷川：そう。マイクさんです。 

 

由良部：あの人も亡くなられたみたいだね。 

 

長谷川：そうです。亡くなってしまったんですよ。悔しかったですけどね。それもやっぱり

家族との関係難しかったんですよ。私も。 

 

由良部：で、コロナがあったからね。またね。誰も行けなくなっちゃったじゃない。 

 

長谷川：そう。甲谷さんもね、やっぱり大事だなと思った。支援の会みたいなの。毎日誰か

が行くっていうのがすごく大事だなあと思って。けっこう私それも、家族じゃない

人がそういうことするのってすっごい大事だなと思っていて。それは林さんのとき

に思ったんですけど、家族じゃないっていう言い方もあれですけど、なんていうか

な、本人は家族に対して気をつかう部分もあるから、気が休まらないじゃないです

か。 

 

由良部：うん。閉じちゃうんだよね、関係がね。 

 

長谷川：なんか大事やなと思ったよ。じゃあこれ借りて、金曜日お返ししますね。ユさんな

んか由良部さんに聞きたいことありますか？ 

 

ユ  ：気になったのは、独居生活始めてから安定するまでどれぐらいかかったかなと思う

のがちょっと気になりました。 

 

由良部：安定。独居生活で。うーん、そうだね。今のとこの前の、すぐ近くのね、この家の

とこの。最初にいたとこが1年いて、そっからそこに引っ越して、そうやね、2年ぐ
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らいかなぁ。2年ぐらいしたら身体もだいぶ、少しずつ落ち着いてきて。最初の1年、

こっちもけっこう大変やって。最初の1年ぐらいはけっこういろいろ起きて。まあ

今でも別に安定っていうか、日々なんかいろいろ起きてるといえば起きてるんだけ

ど。まあヘルパーもちゃんと安定して人数を確保するのに2年間ぐらいかなぁ。2年

間ぐらいしたあとはけっこう、そうだね、楽になってきたというか。そうですね。

2年間ぐらいかなぁ。だから、最初の立ち上げるっていうか、独居を始めるまでの7

～8ヶ月と、入れたら3年弱ぐらいはけっこう大変だったかな。そうですね。そんな

感じでした。 

 

長谷川：ユさんまだ甲谷さんとこ行ったことないから、 

 

由良部：あ、そうなの？ 

 

長谷川：10月の2日に今度志賀さんにインタビューできるので。志賀さんが、ぜひ甲谷さん

のとこ行ったことないんだったらって。その日11時ぐらいに行って。ね。 

 

ユ  ：期待してます。 

 

長谷川：面白いよ。 

 

由良部：こっから近いしね。 

 

長谷川：そう、すごい近いから。 

 

由良部：歩いて10分。今日も、車置いてきて。だから、ここだったらできるなと思って。甲

谷さんとこだとね、ちょっと落ち着かないしね。ここだったらいいかなと思って。

ありがとうございました。 

 

長谷川：ありがとう。 

 

ユ  ：その前に、金曜日これ返すときに行けるから。 

 

長谷川：そうだね。そうかそうか。金曜日、由良部さんいるときに甲谷さんとこ行けるから。
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凝った出窓も見たらよろしいよ。 

 

ユ  ：これ返す。 

 

長谷川：じゃあこれちょっとお借りしますね。 

 

由良部：はい。じゃあよろしく。なんか役に立ってました？ 

 

長谷川：もちろん。 

 

ユ  ：去年一回インタビューしたんじゃないですか。あれをちょっと整理して、今日また

聞いたら、ああ、その流れとか年表みたいなこと、ちょっとわかってきて。 

 

由良部：こういう資料あるとね、ちょっと違うよね。 

 

長谷川：ありがとうございます。資料持ってきていただいて。 
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伊藤敦子さんの話 

 

――すごく大変な病気なんだろうなと思って、この人に私が関わることって、

関わって何かしてあげられることって何かあるかなぁってそのときにちょ

っと思ったりもしたので、由良部さんから声がかかったときにすごいびっ

くりした。「来たー」みたいな感じで。 

 

 

 

伊藤敦子さんは、由良部さんから声をかけられ、甲谷さんの介助にかかわった。甲

谷さんの「専属」から始まり、杉江眞人さんの介助、ヘルパーとしてだけではなく

コーディネーターとして、その役割も変わっていった。それぞれの介助でどのよう

なことが起こったのか。何を見てどのように感じたのか。介助のあとに「人の匂い」

が残っていると「なんか嬉しい」という伊藤敦子さんに、その変遷を聞いた。 

 

 

 

 

伊藤敦子さんからの聞き取りは、2020年9月18日に、コモンズ紫野（ＮＰＯココペリ１２１）

で行なった。 

2020月9月18日(金）コモンズ紫野にて、144分 

聞き手 :長谷川唯、ユジンギョン、桐原 尚之 
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♯じゃあやってみようかな 

 

ユ  ：録音しますね。 

 

伊藤 ：はい。 

 

長谷川：……これもいったと思うんですけど。このとき甲谷さん髪の毛長かったんですよね。 

 

伊藤 ：ねえ。これはなんのときに作ったんだろう。岡本さんの写真で。 

 

長谷川：ああ、ＡＬＳーＤの……高木さんで。これ私もみたいな。 

 

ユ  ：このへん由良部さんの写真にあったものですね。前、見せてくれた。 

 

長谷川：これはない。これ杉江さんの。チラシですか？たぶん。ちゃうかな。 

 

伊藤 ：もしよかったら、もらってください。必要かわからないけど。 

 

長谷川：これは大丈夫。これはたぶんチラシだと思う。 

 

ユ  ：写真撮りますね。すみません。 

 

長谷川：これはあるよ。私がコピーとってある。 

 

伊藤 ：これは唯さんたちもいたのかな？立命でやった勉強会みたいなやつ。高橋慎一さん

が。 

 

長谷川：がやってましたね。Ｋさん。 

 

伊藤 ：Ｋさんが甲谷さん。私も、今どんどん物を処分していってるところなので、もし役

に立つんだったらもらってもらおうかなと思って。 

 

ユ  ：ほんとですか。 
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長谷川：ぜひぜひ。良かった。 

 

ユ  ：ありがとうございます。 

 

伊藤 ：これは甲谷さんがくれた塗り絵。 

 

長谷川：すごーい。さすが。甲谷さん。 

 

ユ  ：あとでゆっくり読んでみます。ありがとうございます。これも全部？ 

 

伊藤 ：全部どうぞ。 

 

ユ  ：ありがとうございます。 

 

長谷川：今日は伊藤敦子さんがどのように介助っていうか、甲谷さんに関わるきっかけとい

うか。はじめの、こないだ由良部さんに聞いたときは、けっこう早くから伊藤さん

は入ってたって言って、主力メンバーだって言ったので。どのようなかたちで、だ

れかの紹介でとか。 

 

伊藤 ：由良部さんのダンスのワークショップに参加をしていて、由良部さんから声をかけ

てもらったのがきっかけです。 

 

長谷川：ワークショップに？ 

 

伊藤 ：うん。その頃、半年ぐらいかけて一つの作品を作るみたいなダンスのプロジェクト

があって、それに参加してて、その講師の一人が由良部さんだったの。 

 

長谷川：え？敦子さんも踊るんですか？ 

 

伊藤 ：うん。踊ってました。今は踊ってないけど。 

 

長谷川：そうだったんだ。それはそのワークショップの中で由良部さんが、今こういう甲谷
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さんっていう人みてるんだっていう話があって、みんなに募集かけてた感じなんで

すか？ 

 

伊藤 ：いや。そういうわけではなくて、なんでだったのかな。でも、たぶんそのプロジェ

クトの最中に、甲谷さんの個展があった。丸太町烏丸の近くで。それを、知り合い

に誘われて見に行ったんですよ。それと並行してて。だから、私が由良部さんに

「見に行きました」って言ったのか、そのあたりは覚えてないんですけど。 

 

長谷川：じゃあ、由良部さんに会う前っていうか、誘われるか言う前に個展は見に行ってた

んですね？ 

 

伊藤 ：うん。個展はたぶんその前だったと思います。 

 

長谷川：じゃあ、甲谷さん自身のことはちょっと知ってたってことですね。 

 

伊藤 ：うん。ＡＬＳっていったいなんだろう？って。なんかすごく興味はありました。い

ったいどんな病気なんだろう？とか。 

 

ユ  ：そのときがいつ？何年頃？ 

 

伊藤 ：それが2006年かなぁ？ 

 

長谷川：すごい。 

 

ユ  ：すごい。全部記録してある。 

 

伊藤 ：2006年だと思います。うん。そうですね。2007年に入ってたのかもしれない。 

 

長谷川：その友人のかたは、単に甲谷さんの個展見に行こうっていうことだったんですか？ 

 

伊藤 ：その人も由良部さんの舞踏の稽古に出てた人で、たぶん由良部さんに「こんなのや

るよ」って聞いて、誘ってくれたんだと思います。 

 



66 

 

長谷川：そこで甲谷さんっていうかＡＬＳのことを知って、興味がちょっとずつ湧いたって

いうとこですか？ 

 

伊藤 ：うん。すごく大変な病気なんだろうなと思って、この人に私が関わることって、関

わって何かしてあげられることって何かあるかなぁってそのときにちょっと思った

りもしたので、由良部さんから声がかかったときにすごいびっくりした。「来たー」

みたいな感じで。 

 

長谷川：じゃあそこは、そういうふうに思ってたし、迷いもなく甲谷さんのとこに行ったっ

てことですか？ 

 

伊藤 ：そうですね。たぶん最初に「ヘルパーの資格持ってるんだっけ？」みたいな感じで

声をかけられたのかな。で、私もダンスのプロジェクトに参加するために仕事を辞

めてたので、次仕事何しようかなって考えてるところだったから、じゃあやってみ

ようかなと思って。 

 

長谷川：ヘルパーの資格は持ってたんですか？ 

 

伊藤 ：ヘルパーの資格は持ってたんです。だから、介護保険が始まる前に、1998年から

2000年ぐらいの間に京都福祉サービス協会のヘルパーさんだったんです。 

 

長谷川：へー！そうだったんだ。 

 

伊藤 ：そう。あそこで資格を取って。 

 

長谷川：めっちゃ驚き。そうだったんですね。 

 

伊藤 ：うん。京都市民新聞かなんかで、「ヘルパーの資格取れますよ」みたいな。 

 

長谷川：えー。でも実際に、そのＡＬＳの人のこと、サービス協会いたときには関わったこ

とがなくて、甲谷さんで初めてですよね？ 

 

伊藤 ：そうですね。サービス協会のときは、もうご高齢のかたばっかりで、障害のかたの
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介助っていうのがぜんぜんなかったんですよ。だから、初めてでした。 

 

♯正直、続くかなぁって 

 

長谷川：由良部さんに声かけられて、もうすぐに入ったんですか？ 

 

伊藤 ：ダンスの講演が2007年の3月にあって、で、その頃甲谷さん病院にいらっしゃって、

で、由良部さんに誘われて、一度お見舞いっていうか顔合わせに行ったのかな。気

管切開してまだ間もない頃で。そうですね、顔合わせみたいな感じのことをして、

で、ダンスの講演が終わった後で、病院に、なんていうか、ボランティアで週一ぐ

らい入るようになったのかな。 

 

長谷川：そうか、あの支援の会がまだあって。 

 

伊藤 ：そうそう。支援と学びの会でしたっけ。 

 

長谷川：週一回ボランティアで。 

 

伊藤 ：週一回だったと思います。 

 

長谷川：そのときはどんなことしてたんですか？ボランティアで行ったときは。 

 

伊藤 ：だいたいはお散歩で。だから、行ったら看護師さんに頼んで、一緒に移乗をしても

らって、で、車椅子を押して、近くをぐるーっと散歩して、コロッケ屋さんでコロ

ッケ買ったりとかして。甲谷さん、病院の食事だけじゃなくて、そういう外で何か

買って食べるっていうのをすごく楽しみにしてはったので、コンビニでおかず買っ

たりとかして、帰ってきたら、それをつぶして食べる介助をするっていう感じでし

た。 

 

長谷川：それは、ボランティアは一人で行ってたんですか？ 

 

伊藤 ：一人で行ってました。最初は由良部さんと一緒にとかだったかなぁ。 
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長谷川：でももうすぐ一人で行くようになって。 

 

伊藤 ：うーん。そうですね。 

 

長谷川：看護師さんとか、なんか言われませんでした？外から人来てやるみたいな。 

 

伊藤 ：あー。なんか移乗のときとかすごい嫌そう。嫌そうでしたね。 

 

長谷川：そのとき甲谷さんとのコミュニケーションって文字盤？ 

 

伊藤 ：文字盤で。そうですね。なんか細かくいろいろ怒られましたね。毎週のように。 

 

長谷川：うそ？どんなこと？ 

 

伊藤 ：車椅子押してても、5分おきに様子を見てほしいとか、なんかいろいろあったんだ

けど。けっこう厳しいなぁって思ってました。そのとき。 

 

長谷川：５分おきに様子って、なんか変わるんですか？ 

 

伊藤 ：やっぱり車椅子押してると、後ろから見てる状態で顔の様子とかがわからないので、

必ずこう顔を一回一回見てほしいっていうことを言われましたね。で、志賀さんと

か慣れたかたがやってるコミュニケーションの様子をまねてやろうとすると、「初

心者は先読みをしないでください」とか、そんなようなこととか。 

 

長谷川：落ち込まなかったですか？ 

 

伊藤 ：いやぁなんか、正直、続くかなぁって思ったことがありましたね。 

 

♯でもまあやってみるしかない 

 

長谷川：文字盤ってすぐ、そのときは甲谷さん、すごい目が動いてたから取れたってことで

すか？初めてでも。 
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伊藤 ：うん。よく取れました。看護師さんたちもわりとよく取ってはったかなぁ。病院の

先生も。 

 

長谷川：由良部さん、そのときもうあれなのかなぁ。在宅移行決まってたんだっけかな？ 

 

ユ  ：支援？ 

 

伊藤 ：たぶんそれも視野に入れてっていうことでお話は聞いてたと思います。 

 

長谷川：そのときは、もう由良部さんとか志賀さんとか、定着したメンバーですよね。支援

のボランティアというか。その中に入っていくのってどうでした？ 

 

伊藤 ：そこで、お互い顔を合わせるわけではないから。私も志賀さんは由良部さんみたい

に信頼してもらえるのかなぁっていう、そういう不安はあったけど、でもまあやっ

てみるしかないっていう感じで。 

 

長谷川：ボランティアで、いついつ行きますみたいなのって、どういうふうに？ 

 

ユ  ：調整とかスケジュールの。 

 

伊藤 ：たぶんネット上の掲示板かなんかで志賀さんが管理してはったんかなぁ。 

 

長谷川：で、敦子さん「この日は行きます」みたいな感じですか？固定して何曜日とかです

か？ 

 

伊藤 ：だいたい固定してたような気がします。 

 

長谷川：ボランティアってどのくらいいたんですか？滞在時間、病院で。 

 

伊藤 ：滞在時間はたぶん２時間とか３時間かな。でも長く感じました。 

 

長谷川：そうか。散歩して。 
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伊藤 ：買い物して、で、食事介助して、そうですね。あと、マッサージしたりとか。 

 

長谷川：マッサージって誰かから教えてもらったんですか？やり方。 

 

伊藤 ：いやぁ。最初、帰山さんとかがやってるのを見たり、由良部さんがやってるのを見

たりはちょっとしたけど、あとはまあ、甲谷さんに聞きながらやったのかなぁ。ち

ょっとよく覚えてないけど。ただすごくこう、硬直？身体の硬直が強くて、海老ぞ

りみたいになったりするじゃないですか。そしたら由良部さんが、「気管切開して

からこれ増えたんだよな」とか言って、膝をぐっと折り曲げて胸につけるようにす

ると、ふーっと緩むっていう、それをやってるのを見せてもらったりしたかな。 

 

長谷川：細かく教えるというよりかは、見てやるみたいな感じですね。 

 

伊藤 ：そうですね。甲谷さん自身が身体の専門家だったから、けっこう「こうして」「あ

あして」って言ってもらってたんじゃないかなぁ。「食べるときは結跏趺坐（けっ

かふざ）組んでくれ」とか。 

 

長谷川：はー。怖くなかったですか？こんな硬直とか。私、初めて甲谷さんの見て、びっく

りしたの覚えてる。 

 

伊藤 ：びっくりしますよね。うん、びっくりしました。なんか由良部さんが、「武者が降

りてきた」とか言って、そうやって言うと、甲谷さんも笑って緩んでって感じで。

そうですよね、怖いなって思ったのは、文字盤ですごく丁寧な言葉づかいで言って

くれるので、「ああ、すごく丁寧なかたなんだなぁ」っていうのでありがたかった

けれども、そういうとき、やっぱり硬直が起きたりするから、すごいそれが怖かっ

たですね。表情とか。 

 

ユ  ：一人でボランティアやるときに、困ったときとかありました？ 

 

伊藤 ：困ったときは。いや。でもそんなに、もう一人でどうにもならないみたいなことは

なかったかな。 

 

長谷川：そっから、でも気管切開したってことは、そうか、もう在宅はけっこう見据えての
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気管切開ですもんね。甲谷さんは。 

 

伊藤 ：ね。私もそのあたりは後々から知ったんですけど。 

 

長谷川：もうたぶん志賀さんとか由良部さんとかが、家探しだとか、制度面のことをやって

たと思う。その時期は。「夜のファミレスとかで打ち合わせをして」とかってこな

いだは言ってたけど。敦子さんはもう昼間のボランティアですか？ 

 

伊藤 ：うん。でも、その病院の近く。そのときは民医連に移ってたんですけど、最初に会

いに行ってたときは、桂？だったのかなぁ。気管切開した病院は桂だったのかなぁ。

民医連に移られてからボランティアに入って、その近所の喫茶店で由良部さんと大

藤さんと私と、もう一人ぐらいで、何か作戦会議みたいなことはやった覚えはあり

ます。 

 

長谷川：それはあれですかね、ヘルパーのことかな。シフトとかですかね？ 

 

伊藤 ：たぶん、そうなんじゃないかな。 

 

長谷川：じゃあもう、けっこうそのときは、もう在宅っていうのを見据えて、ヘルパーの調

整だとかが始まってたんですね。 

 

伊藤 ：でもなかなか、退院がのびのびになって、ちょっと生活も苦しく、「どうしよう」

っていう感じでしたね。その期間は。 

 

♯シフトはそのときから週5とか入ってた 

 

長谷川：それはボランティアだったじゃないですか。病院の中では、ボランティアだったけ

ど、外に出るときっていうのは、在宅に戻るときってのは、一応、お金とか時給っ

ていうものは提示されてたんですか？ 

 

伊藤 ：そのときは、いや、まだ、「いくらぐらいになるかなぁ」っていう感じで、「最低

賃金は確保したいと思ってるんだけどー」っていうような感じでしたね。 
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長谷川：じゃあ、由良部さんが誘ってきたときっていうのは、「ボランティアでやってみな

い？」って話だったんですか？ヘルパーで。 

 

伊藤 ：いや。いずれ在宅に移られたら、仕事としてお金も出ると。週何回とか、がっつり

働けるっていうことで、まずはまだ病院にいらっしゃるから、ボランティアで入っ

て慣れていってほしいっていうような感じだったのかな。 

 

長谷川：じゃあもう、そこの甲谷さんとこで働くって思って関わり始めたってことですか？

伊藤さんは。 

 

伊藤 ：そうですね。はい。だから、その間、ちょっと別のアルバイトをしながら、待ちな

がらっていう感じでした。 

 

長谷川：病院でのボランティアが続いて、実際に退院するときも、何かこう、こっち側に移

って来るときも、やっぱりメインとして関わってたんですね。 

 

伊藤 ：そうですね。シフトはそのときから週5とか入ってたかなぁ。 

 

長谷川：それは志賀さんが調整する？ 

 

伊藤 ：志賀さんが調整する。 

 

長谷川：志賀さんに出してってことですか？「この日は入れます」みたいな。 

 

伊藤 ：そうですね。だいたい2ヶ月前の月末までにシフトの希望を出して、志賀さんが組

むっていう感じでやって。そのときからそのかたちでやってたかどうかが思い出せ

ないけど、だんだんそういうふうになってったのかな。 

 

長谷川：ぜんぜんケアっていうか、甲谷さんのケアを例えばみんなで話し合うみたいなのは

なかったですか？出るときとか。 

 

伊藤 ：病院で痰吸引の研修はしてもらいました。看護師さんに。で、日常のケアについて

は、最初のうちは志賀さんや由良部さんがついて、教わりながらやってたかな。 
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長谷川：戻ってきて？ 

 

伊藤 ：うん。この家？ 

 

長谷川：この家じゃない。この家のたぶん隣。隣。 

 

伊藤 ：ですよね。今はもうない。 

 

ユ  ：その時期はココペリとは関係なかった時期ですかね？ 

 

伊藤 ：いや。もう最初っからココペリにみんな登録して。 

 

♯人を増やしていくつもりだけど 

 

長谷川：何人ぐらいでした？退院するときって。 

 

伊藤 ：退院するときのヘルパーさんは、志賀さん、由良部さん、帰山さん、大籐さんと私、

5人？ 

 

長谷川：高木さんはまだですか？ 

 

伊藤 ：高木さんはあとから。高木さんと仁井さんがあとから。 

 

長谷川：じゃあ5人ですか。 

 

伊藤 ：5人だったのかな。 

 

長谷川：そのとき5人で、帰ってきたら24時間じゃないですか、甲谷さんって。なんかこう、

「うわ、負担になる」とか「大変だな」とかって思わなかったですか？ 

 

伊藤 ：ああ。でも、私も子供が小さかったので、「伊藤さんは9時5時ね」っていう感じに

最初っからしてくれてたんですよ。人を増やしていくつもりだけど、それまではっ
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ていう感じで、由良部さんや志賀さんがけっこう泊りとかやってくださってたんじ

ゃないかな。 

 

長谷川：昼間は、じゃあ一人ですか？ 

 

伊藤 ：最初は一人だったですね。 

 

長谷川：9時5時？ 

 

伊藤 ：うーん。うん。だと思う。 

 

長谷川：散歩とか、リフトあったじゃないですか。散歩とかって、あれ、伊藤さん一人でリ

フト移してやってたってことですか？ 

 

伊藤 ：うんうん。あれは一人でやる用のリフトなので、それはできるんですけど。でも甲

谷さんはリフトまどろっこしかったみたいで、隣の堀田さんを呼びに行ってくれと

か言われて、「嫌です」って断ったりとかしてました。 

 

♯面白い、楽しい部分もありつつ 

 

長谷川：すごい興味あるのが、もともとサービス協会とかでケアをしてたというか、働いて

たじゃないですか。そのときたぶん、ぜんぜん重度訪問介護のケアと介護保険のケ

アって違うじゃないですか。事業所のケアと、こっちのこう由良部さんとか体制組

んだケアとか、ぜんぜん違うじゃないですか。その中で、「ここ違うな」とか、戸

惑いとか。 

 

伊藤 ：うーん。そうですね。サービス協会さんすごくおっきい組織だし、ルールがめっち

ゃしっかりしてて、だから、それとはぜんぜん違うんだなっていうのはわかって、

むしろ学生のときに寮に住んでたんですけど、寮の、何人かの知り合いが、重度の

障害を持っている人の介助に入ってて、それで聞いてた話のほうに近いなぁってい

う感じでしたね。 

 

長谷川：のびのびとした感じのほうが強かったですか？ 
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伊藤 ：のびのび。うーん。でも甲谷さんもある意味厳しい人ではあったので、面白い、楽

しい部分もありつつ、のびのび？のびのびの部分もあるけども、やっぱりどっか厳

さはあるっていう感じはありましたね。 

 

長谷川：その頃はけっこう甲谷さんはまだコミュニケーションかなりできただろうから、ケ

アの話以外ももちろんいっぱいしたっていう。 

 

伊藤 ：そうですね。でも、あんまりこう落ち着いて語り合うみたいなところまではいかな

くて、やっぱり日常のことに追われてしまうなって。だから、お友達が来られて話

し込んだりとか、それはすごくいいなと思って。やっぱり。でもなんか、だんだん

そういう外との繋がりが薄くなっていった期間があって、そのときは、「ヘルパー

以外の繋がりが、もっとあってほしいな」っていうのは思いました。 

 

長谷川：話し込むときっていうのは、もちろん敦子さんが文字盤を取って伝える？ 

 

伊藤 ：うんうん。 

 

♯いちヘルパーっていうような心づもり 

 

長谷川：病院でのボランティアでやってたケアと、家に、地域に戻ってやってたケアってや

っぱり違いましたか？仕事量的には増えますよね、たぶん。 

 

伊藤 ：そうですね。病院はやっぱり主に看護師さんたちがやってくださってて、そのプラ

スαのところだけだったので、やっぱりけっこう一からっていう感じだったかなぁ。

排便とかね、そういったケアも。だから、最初はやっぱり志賀さんたちにかなり一

緒に入ってもらって、で、「もう一人でいけるわね」ってなって、一人になってっ

たんですけど、「じゃあ伊藤さん今日から一人ね」っていうときに、志賀さんが帰

ろうとしてるタイミングで甲谷さん大硬直になって、たぶん不安だったからと思う

んですけど、志賀さんが、「知りませんよ」って。「あなた、伊藤さんと一対一で

やってくんですからね」ってバーンってこうやって行って。で、甲谷さんもうなん

かぽかーんとして、ヒューって硬直が治まって。ちょっとドキドキしました。 
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長谷川：じゃあ、病院から出るときに、例えば「こういうケアが必要だからこういうことを

学ぼう」とか「ケアとしてはこういうことが必要で」みたいなそういう話はあまり

なくて、実際戻ってから、志賀さんとか由良部さんが、日常のケアというかをみん

なに教えていくっていうか、みんなと一緒にやって、で、独り立ちしていくみたい

な感じだったんですね。 

 

伊藤 ：だったと思います。食べ物の刻み具合とか、とろみのつけ具合とかでも、飲み込め

なかったりするんで、最初はよく失敗してたような気がする。 

 

長谷川：それも志賀さんとかから教わるんですか？ 

 

伊藤 ：いや。それはたぶん、みんなで試行錯誤しながらだったんじゃないかな。 

 

長谷川：はー。硬直。伊藤さんから見て、志賀さんとか由良部さんとかって、甲谷さんにも

ばしっと言う感じじゃないですか。なんか、やっぱ違うなっていう感覚がありまし

たか？ 

 

伊藤 ：うん。やっぱりあの立場にはなれないなというか。甲谷さんのご家族のことも、私、

最初は知らなかったけど、あのお二人が家族代わりっていうか、そういうような感

じで。私たちは、いちヘルパーっていうような心づもりだったかなぁ。 

 

長谷川：何かわからないとか困ったことがあったら、志賀さん、由良部さん。 

 

伊藤 ：うんうん。そうですね。 

 

長谷川：志賀さんと由良部さんって二人いるじゃないですか。二人っていうか、このチーム

のリーダーみたいなのは二人いるじゃないですか。なんかその、言うときに、この

ときは志賀さんかなとか、このことは由良部さんかなって、そういうのはあったん

ですか？ 

 

伊藤 ：ああ。まあでも、一緒に入ってる人に言うって感じだったかな。あとは掲示板もあ

ったので、そこに、「こういうときどうしましょう？」って書いたりとかしてたん

じゃないかなと。なんかちょっと具体的には思い出せないんですけど。 
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♯「あ、身体が二つほしい」 

 

長谷川：私すごい印象に残ってるのはね、それはもう向こうの家に引っ越した、今のところ

に引っ越したときのことなんだけど、一緒にコミュニケーション支援とかで甲谷さ

んところに通うでしょ。そしたら、甲谷さんが、まあその日の気分があって、いろ

いろと。5分ぐらいで、違うこと、私たちが来てるけれども、違うことを要求して、

コミュニケーションのことが置き去りにされることがよくあったんですよ。そのと

きに伊藤さんが、「甲谷さん、自分のことですよ」ってすごい怒ったんですよね。

私、あれ見てすごいなと思って。そういう、さっきも「堀田さんを呼んでくれ」っ

て言ったら「嫌です」って言ったって、ああいうのっていうのは、やっぱり甲谷さ

んとのある程度の、病院に通って、ある程度の関係っていうのができてるからって

いう感じですか？ 

 

伊藤 ：そうですね。やっぱりだんだん。最初は私も手足っていうか、言われたことを言わ

れた通りにやるのがいいんだろうと思って入ったんですけど、でもやっぱり長いで

すよね。一日8時間とか、週５とか一緒にいて。やっぱりちょっと志賀さんや由良

部さんとは違うけど、準家族じゃないけど、そんな感じになってたのかもしれない

ですね。で、隣の家に住んでるからって、あんまりそんな、移乗の度にあてにされ

るとかって、私だったら嫌だなと思って。ゆっくり勉強されてるかもしれないしと

か。で、堀田さん優しいし、断らないだろうなと思うから、「いやそれは、私だっ

たら嫌ですよ」って言うように、だんだんなってった。一、二回は呼びに行ったん

ですよ、たぶん。だけど、それからは「嫌です」って。 

 

長谷川：はじめのこっちの家のとき、仮住まいのときって、伊藤さんが覚えている限りで何

が一番問題になってました？ヘルパーの介助とかでもヘルパーとかでも甲谷さんの

ことで。 

 

伊藤 ：ああ、何が問題だったんだろう。 

 

ユ  ：最初のときですね。 

 

長谷川：こっちの仮住まいのときね。人が足りないこととかですか？ 
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伊藤 ：いや。まだそのときはね、高木さんとか仁井さんとか。どなたがどのタイミングで

って思い出せないけど、もちづきさん、きづさん。 

 

長谷川：仮住まいのときにはいないですよね。 

 

伊藤 ：だんだん増えて。なんかこう、どんどん増えてくような雰囲気のときだったので、

人が足りなくなるっていう心配は感じなかったですね。で、由良部さんと志賀さん

がこう、がちっと、少々無理してでもサポートしてくれるっていう安心感もあった

し、何が問題だったんだろう？うーん。うん。仮住まいのときはあんまり、これが

大変っていうの思い出せないですね。 

 

長谷川：仮住まいのときに、二人介護で、二人介護じゃなかったんだと思うんです、まだそ

のときに。で、私たち立命館の、立岩先生とか堀田さんとかは、散歩に行くのに一

人で行くっていうのは大変だっていうことで、二人やっぱり欲しいし、二人介護を

どうにか獲得するための時間数を取りたいっていうのは仮住まいのときから言って

て、それで来てたんですよね、相談が。実際にでも一人、そういうのはなかったで

すか？私たちが見てる仮住まいのときの問題と、実際に現場の。 

 

伊藤 ：ああ。でも、確かにやっぱり一個一個文字盤を取っての介助なので、ずーっと動き

詰めになるっていうのはあって。行動範囲、甲谷さんのお散歩の範囲とかも、だん

だん広がっていったんですよ。仮住まいのときはまだそこまで大変なところにはい

ってなかったような気はするんだけど、それでもやっぱり外出の準備にしても、帰

ってきてからの後片づけにしても、「あ、身体が二つほしい」っていうような感じ

ではあったんですね。 

 

♯どこらへんから手を引いて任せていくか 

 

長谷川：どんどん増えていく中で、ずっと病院のボランティアから入ってるから、教える側

に立つっていうのはあったんですか？ 

 

伊藤 ：新しく？ 
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長谷川：そうそう。新しく入った。 

 

伊藤 ：それはもちろんありましたね。 

 

長谷川：大変でしたか？甲谷さんが教えるのを補助するのか、それとももうヘルパーが「こ

うするんだよ」って言うのか。 

 

伊藤 ：ああ、そうですね。甲谷さんが「なんかもう教えて」ってちょっと投げてこられる

感じのところもあり、でもやっぱり直でやり取りして覚えてほしいっていうのもあ

ったので、そのあたりの匙加減はけっこう難しかったんじゃないかな。どこらへん

から手を引いて任せていくかっていうのも、ね、きっと、ユさんとかも経験されて

ると思うんですけど。あんまりこう任せるのが早すぎるとぶつかっちゃったり、で、

上手くいくものも上手くいかなくなっちゃったりもするから、そこは、ほんとにそ

れも試行錯誤しながらだったかな。 

 

長谷川：仮住まいのときは、甲谷さんともコミュニケーションが取れて、 

 

ユ  ：文字盤でしたね。 

 

長谷川：そんなにぶつかることというか、問題と感じるようなことというよりかは、どんど

ん増えていったりとか、初めに提案されたことがどんどん実現していくというか、

そういう過程だった。 

 

伊藤 ：そうですよね。上り調子っていうか。 

 

長谷川：ミーティングとか開いてたんですか？ヘルパーで集まって。 

 

伊藤 ：いや。そのときはやってなくて、たぶん今のお家に移られて、だんだん大変になっ

てきた頃に開くようになったかな。 

 

♯体力的には大変 

 

長谷川：その、仮住まいのときは、人が増えていく段階だったじゃないですか。そのとき、
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伊藤さんの生活、子育てのある生活で、9時5時はちゃんと守られてたんですか？ 

 

伊藤 ：うん。それはちゃんと守ってもらえてて、ありがたかった。 

 

長谷川：でも二人介護じゃなく、文字盤でのいろいろなこと、文字盤を絶対に介しての一人

での作業って、身体が二つほしいみたいなところもあって、すごい疲れなかったで

すか？子育てもあり、甲谷さんもあり。 

 

伊藤 ：それはたぶん、体力的には大変だったと思います。 

 

ユ  ：散歩は毎日行ったんですか？ 

 

伊藤 ：うん。毎日。出ない日はなかった。 

 

長谷川：すごいね。雨でも。 

 

ユ  ：雨であっても。 

 

伊藤 ：でまた、晴れ男で雨が降らないんですよ、ほんとに。 

 

ユ  ：増田さんが雨男だったっけ？ 

 

伊藤 ：あ、そうなの？ 

 

ユ  ：なんかそんな話、前言ってた気がした。 

 

伊藤 ：三宅さんも晴れ男だった。 

 

長谷川：そうかぁ。そのときはもう、甲谷さんのところで働くっていうところは変わらず

「辞めたい」とか、「無理かな」っていう思いはなかったですか？仮住まいのとき

は。 

 

伊藤 ：うん。そのときは特にはなかったですね。 
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♯とにかく自分は介助をしてればいいのかな 

 

長谷川：でも手探りでみんなでやってる感じですか？ 

 

伊藤 ：うん。だと思います。でもやっぱ、志賀さんとかが束ねてくれてるっていうか、そ

ういう感じでしたね。 

 

長谷川：甲谷さんも志賀さんとか由良部さんとか敦子さんに対しても、やっぱり意見は言っ

てたんですか？ 

 

伊藤 ：ああ。うーん。意見かぁ。例えばこの人のやり方が上手いから、この人のやり方に

合わせてほしいとか、そういうのは言ってはったかな。でもその、ちょっと大変に

なってきて、ミーティングを定期的にってなったときには、なんかむしろ、甲谷さ

んいないほうがしゃべりやすいみたいな感じもあって、甲谷さんこれ、内容聞いた

ら嫌だろうなぁって思いつつでしたね。 

 

長谷川：制度とかを志賀さんとかが一生懸命、二人介護取るだとか、そういうの交渉してた

と思うんですけど、それにも敦子さん行ったんですか？介助とかで。 

 

伊藤 ：最初の24時間出るかどうかっていうところの交渉のときは、ヘルパーとして行って

て。でも、何しに行くのか知らないまま介助者として行ったっていう感じでしたね。  

 

長谷川：じゃあそういう由良部さんとか志賀さんの動きみたいなもの。独自のじゃないです

けど、あんまりそういうところは何か聞いてたとか、言われてたとかじゃなくて、

もうほんとに甲谷さんの介助でっていう感じですか？ 

 

伊藤 ：なんかちらちらと聞くんだけど、あんまりよくわかってないっていうか、例えば弁

護士さんが関わられてたりとかね。で、お家を作ってるのだって、一体どこからど

んなふうにお金が出てるのかとか、そういったこともぜんぜん知らなくって。 

 

長谷川：プロジェクト自体はみんなに知らされてたんですか？こういうＡＬＳーＤプロジェ

クトみたいなかたちで、家探しとか住まいを改築して、由良部さんとかが一緒に稽
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古場のあるような家にしてだとか。 

 

伊藤 ：それは聞いてたんですけど、でも、もうなんかほんとに、渦中にいたから、「え？

これってどういうことですか？」みたいにこうやり取りする暇もなくっていうか、

とにかく自分は介助をしてればいいのかなという感じでした。 

 

♯「私たちはこの人に認められて、これをやってます」 

 

長谷川：病院から出てくるときに、さっき医療的な痰の吸引とか看護師から教わったって言

ってたじゃないですか。あれ、実際に家帰ってきてするとき怖くなかったですか？ 

 

伊藤 ：痰の吸引は、甲谷さんほとんどなくって。うん。そうですね、なんか、その危険性

も知らずにやってたっていう感じだったかなぁ。でもほんとに、回数は少なくて。

でも最初のうちはわりと真面目にちゃんとやってたのかなぁ。自分でゴボって出し

ちゃうんです。わりと塊りのある痰を。それを私たちはティッシュでふき取るって

いうのが主な仕事で。吸引機がだんだん置物みたいになってったような。 

 

長谷川：看護師さんとのやり取りっていうか、病院の中ではそんなに厳しく言われなかった

ですか？ 

 

伊藤 ：うん。そのときねぇ。なんかたぶん、そのときも家族的な扱いで、同意書とか交わ

したのかなぁ。「私たちはこの人に認められて、これをやってます」みたいな。そ

うですね。そんな、あっさりと教えてくれたっていう感じ。 

 

長谷川：こっち戻ってきても、訪問看護とかも、そこはまあまあみたいな。あんまり問題に

ならずに？ 

 

伊藤 ：うん。特に問題にはならなくて。ただ、例えば胃ろうからの滴下の注入を、甲谷さ

ん、お水とかお茶とかは、もう全開で落とすんですよ。ダーって。それとかは看護

師さんが「え！ちょっと」って止められたりして。でも甲谷さんが「いい」って、

「全開で」って言うから。看護師さんも「まあ、在宅だしな」っていうか、すごく

甲谷さんや私たちに合わせてくれる雰囲気のステーションだったかなぁ。 
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長谷川：じゃあ病院でも胃ろうのやり方習ったんですか？ 

 

伊藤 ：胃ろう。私ちょっと覚えがなくて。吸引は確実に教わったんですけど、胃ろうはど

うだったかなって感じなんですよね。 

 

長谷川：でも口からも食べてましたもんね。 

 

伊藤 ：うん。そうですね。 

 

長谷川：実際に向こうにできて、今のＡＬＳーＤができて、そこに行くときに、行ってから

は、だんだん症状は変わっていくじゃないですか。なんか変化はありました？やっ

ぱり。住まいが変わることで変化ってありましたか？ 

 

伊藤 ：住まいが変わることでっていうのはあんまり覚えがないですけど、やっぱり、あ、

そうか、お口からエンショアを飲んではったんですよね。でも、だんだんと、ゴク

っていうのがしづらくなってきて、ゴクってしようとすると、口からボフっと出る。

それをいかにヘルパーの手で、指で、上手に押さえながら、唇を密閉しながら飲ま

せるかっていうのを、だんだんみんな編み出してやってたなって、角度とかも、っ

てのを覚えてるんですけど。でもやっぱり、それも徐々にだんだんっていう感じで、

引っ越しを機にっていうのは私はちょっと思い出せないですね。 

 

♯ゆるゆると変わっていく 

 

長谷川：あの日、向こうに行ってから、いろいろタイムスタディーとかして、二人介護の必

要性だとか、何をどれぐらいしてるかみたいな具体的に弁護士が入ってやり始めて。  

 

伊藤 ：タイムスタディーって古いほうの家じゃなかったかな？ 

 

長谷川：2回やってるんですよ。こっちの家でたぶんやってて、向こうでもやってて。 

 

伊藤 ：あー、そっかぁ。 

 

長谷川：へぇ。あのときの。まだ甲谷さんすごい、でもコミュニケーションできてましたよ
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ね。ケアが統一されるとか、何々さんのケアに合わせてとか、そんなのもありまし

たか？ 

 

伊藤 ：それはありました。「体交のやり方は高木さんのやり方が上手」とか、「ズボンの

下ろし方は誰々さんが」とか、そういうのはよく言われてて。だから、引き継ぎの

ときに、「ちょっと見せてください」とか、お互いやったりはしてたかなぁ。 

 

長谷川：ノートとかではなくですか？ 

 

伊藤 ：ああ。ノートにも書いたり。マニュアル的なものをどんどん作ろうとしたんですけ

ど、でも間に合わなかったのかなぁ。やっぱり変わっていく、ゆるゆると変わって

いくんで。いつの間にか、いろんな人がいろんなやり方を編み出していくから、

「あれ？前はこれが良いって言ったけど、いつの間にかこっちが更に良くなってる」

とか、そういうことがあったから。甲谷さんがそのときに、「今後誰々さんのこの

やり方に合わせてください」って言うと、それをノートとかに書いて、で、それで、

お互いに「これってどんなふうにやってるんですか？」とかやってたかなぁ。 

 

♯こっちの言うことが通っちゃう 

 

長谷川：甲谷さんとコミュニケーションができてるときに、なんかぶつかることとかありま

したか？ 

 

伊藤 ：うん。それはもうたくさん。たくさんありました。 

 

長谷川：やっぱり言い返すんですか？ 

 

伊藤 ：うーん。そうですね。例えば二人介助とかも、私も最初のうちは、あんまり良くわ

かってなくてというか、「二人、同じ動きをしないとだめ」みたいなことを言われ

てたじゃないですか。タイムスタディーのとき。でも、 

 

ユ  ：同じ動き？ 

 

伊藤 ：つまり、移乗するときに、一人が掃除をしてて、一人が移乗っていうような入り方
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はだめ。 

 

長谷川：別々のことしちゃだめっていう。 

 

伊藤 ：そのときはそれは聞いていたんですけど、でも、例えば二人入ってる時間に、一人

の人がちょっとトイレットペーパー買いに出たりとか、そういうことはわりとやっ

たりもしてて。でもなんかちょっとそれがエスカレートする感じのところがあって。

甲谷さんが、なんかヘルパー二人いるから、一人の人に「あれ、おつかい行ってき

て」みたいに頼んだりする。でも、すごく近所なので、「甲谷さんそれだったら散

歩のときに一緒に行きましょうよ」って「自分のご用事だし」って言ったりとかし

たらすごい大硬直になったりとかしてましたね。 

 

長谷川：硬直になったあとになんか言われるんですよね。硬直になって、終わり？ 

 

伊藤 ：あー。硬直になって終わりのこともあったかな。終わったあとにどうだったのかな

ぁ。甲谷さんもけっこう諦めはるっていうか、仕方ないっていう感じで。そういう

意味ではこちらのほうが強いって言ったらあれだけど、申し訳ないなと思いつつ。

こっちの言うことが通っちゃうっていうのは。うーん。そうですね、なんか、「お

金下ろしにいくとかは自分で行きましょう」って言ったりしてたかな。 

 

♯もうちょっと思ったことを言ってもいいのかな 

 

長谷川：それ、例えば敦子さんから見て、他のヘルパーさん、入ってる人が、甲谷さんの言

ってることをそのまま聞き入れたりだとかしているのとかを、「これはちょっと」

って思うこととかあったんですか？甲谷さんにというか。 

 

伊藤 ：いや。逆に、由良部さんと例えばお昼間に散歩の介助に入ったときに、由良部さん

が「ええ。この坂登るの？ぼくだったら嫌だって断るなぁ」って言ったりして、

「えー？」って。私、「この道を行きたい」っていうのを断るっていう発想はなか

ったなぁと思って。でも由良部さんと行ったときしぶしぶ、ぶつぶつ言いながら一

緒に押してくれたんですけど。それは由良部さんと甲谷さんがもともとお友達だか

ら、「ぼくは嫌だな」って言えるかもしれないけど、私はちょっとそれは言えない

なぁっていうようなやり取りをした覚えはあって。だから、もうちょっと思ったこ
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とを言ってもいいのかなって私自身がだんだん思ってきたっていう感じで、他の人

に、「え？それやらんでもいいんちゃう？」いうようなことはあんまりなかったか

な。あ、でも、甲谷さんが、けっこうだんだんヘルパーがしんどくなってきてた時

期に、「これからはお水、2リットルのペットボトルを2～3本持ってって、それに

お水を汲んで帰ります」って言ったんですよね。で、それを聞いたヘルパーさんが

ノートに、「これからは、2リットルのペットボトルを3本持っていくそうです」み

たいに書いたら、志賀さんが「何言ってんの！」って怒ったっていうことはありま

したね。 

 

長谷川：それは甲谷さんに怒ったんですか？ 

 

伊藤 ：そうそう。みんなもうへとへとなこの時期に何言ってるんですか！っていう感じで。

だから、私が「え？それやばいんちゃう？」って思うような前に志賀さんが手当て

してくれるっていう感じでしたね。 

 

長谷川：ふーん。面白いね。 

 

ユ  ：やっぱり家族の立場みたいに。 

 

長谷川：に近いんでしょうね。 

 

ユ  ：ヘルパーより、家族とか友達の立場で話してたんじゃないかなって、今の話を聞く

と、私はちょっと感じますね。 

 

伊藤 ：志賀さんはでもきっと、管理者というかシフトを組むとかいう立場でもあるから、

そういう意味では本当に甲谷さんにもケアをし、私たちの言うことも聞きっていう

感じですごく調整してくださってたなと思います。 

 

♯だんだん慎重になってった 

 

長谷川：敦子さんから見て、ケアに例えばさっき由良部さんと入ったときに、友達だから言

えるんだろうなって思うところがあったっていう、そういう介助者としてではなく、

友人としてみたいなところっていうのは、やっぱり介助の中でも垣間見えてたんで
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すか？ 

 

伊藤 ：由良部さんと甲谷さん？ 

 

長谷川：他の例えば介助者とやっぱり違うなぁって。 

 

伊藤 ：うん。それは思いましたね。 

 

長谷川：志賀さんも？ 

 

伊藤 ：志賀さんも、やっぱり甲谷さんお一人暮らしなので、目の届かないところ、例えば、

「この服だいぶ傷んでるから、そろそろ処分しましょうか？」とか、そういうのは、

いちヘルパーからは、そこまではあんまり踏み込めない。 

 

長谷川：気づいてても？ 

 

伊藤 ：うん。どうかなぁ？って思って。まあそういうところ、わりと先手を打って、「こ

れ、そろそと処分しましょうか」「しますね」っていう感じで家のことを切り盛り

してくれるのが志賀さんって感じだったので。あれ？今の質問なんだったっけ？ 

 

長谷川：いやいや。由良部さんとか志賀さんはやっぱり他の介助者と違うんだなと思うのを、

介助に一緒に入るときに、やっぱり思ったのかな？と。 

 

伊藤 ：介助に一緒に入ったときにも思うし、やっぱりヘルパーから、「これどうしましょ

う？」っていうのの集約先が、そのお二人っていう感じ。 

 

長谷川：甲谷さんに思ってても言えないことも、例えば志賀さんに言ったら、志賀さんが甲

谷さんに言ったりとか調整を図るみたいなことっていうのがあったんですかね？な

んとなく甲谷さんのところって、甲谷さんに言えないことっていうのはそんなにな

さそうだなって思って。みんななんか関係が濃くなっていくから、ある程度のなん

ていうかな、介助者であっても、手足だけじゃない、まさにその言葉通りで、甲谷

さんに「いや。これは違うと思います」だとか、「こうしたらどうですか？」とか。  

 



88 

 

伊藤 ：あ。でも、あれですね。甲谷さんが石にはまったとき、お地蔵さんをひと月に一体

買ってたんですけど、あるとき石灯篭の前で立ち止まって、「これ買う」って言っ

たときに、「ええ？」って。もちろん甲谷さんの買い物なんだけど、私と一対一の

ときに、「これ買います」って言っていいものだろうか？と思って、「ちょっと待

ってくださいね」って、「これ、買ってもどこに置くかとか、甲谷さんのお家は由

良部さんと一緒の持ち物だから、一旦持ち帰って由良部さんと相談しましょう」っ

て言って帰ったら、やっぱり由良部さん却下っていうことがありました。 

 

長谷川：あんまりあれですね。甲谷さんのことで、「これ言えない」とか、「どうしたらい

いのか」っていうことはあったのかもしれないけど。ありましたか？例えば自分が

甲谷さんとの関係で、これをしてしまったら例えば他のヘルパーもしなくちゃいけ

なくなってしまうとか。 

 

伊藤 ：あー。うーん。どうだったかなぁ。でもなんか、あんまりやりすぎると、自分がや

りすぎると、それがスタンダードになったら大変っていうのは、あるときにだんだ

ん気づいてきて。例えば、唯ちゃんも一緒に鞍馬山行きましたよね。あれとかも、

なんか、川口有美子さんからかな、「え？行っちゃったんだ」みたいな感じの反応

をもらって、「あ！良くなかったかぁ」ってあとから思った。もうあのときタイム

スタディーもぜんぜんできなくなっちゃったし。だから、そうですね。なんかお寺

に行っても、一見バリアフリーじゃなくても、お寺の人に掛け合ったり、まわりの

人にお願いしたりして、車椅子一緒に担いでもらったりしてたけど、でもそれもや

っぱり、だんだん度が過ぎてくると、一緒に入るヘルパーさんも大変だし、それこ

そ途中で何かあったら手伝ってくれた人にも迷惑になるし、そこはだんだん慎重に

なってったと思います。 

 

♯このまま先細りで、どうなっちゃうんだろう 

 

長谷川：甲谷さんが症状が進行していって、で、だんだん要求が高まってって、すごく。で、

みんなが、ヘルパーたちが辞めていったりだとか、難しくなっていったりするじゃ

ないですか。あのときって、伊藤さんはどう受け止めてたんですか？ 

 

伊藤 ：うーん。そうですね。やっぱり一生懸命教えて、だんだん身につけてきてくれた人

が、甲谷さんから「×」って断られてしまうとすごくがっかりしたし、このまま先
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細りで、どうなっちゃうんだろうっていう不安はありましたね。 

 

長谷川：その頃ぐらいですか？みんなでケア会議みたいなのを開き始めたのは。 

 

伊藤 ：うん。たぶんそうですね。すごく長ーく研修に入ってくれても、なかなかケアをさ

せてもらえないとか、そういう人がだんだん増えてきて。たぶんコンスタントに入

ってるヘルパーさんが7～8人いて、プラスっていうところで、甲谷さん、受け入れ

るハードルが高くなったように感じて。そうですね、その頃はちょっと大変でした

ね。 

 

長谷川：もともとその受け入れるハードルが高くなるまでは、研修ってどのくらいでみんな

終わってたんですか？終わってひとり立ちみたいな。 

 

伊藤 ：どのぐらいだったんだろう。でも、ほんとに人にもより、タイミングにもよりって

いう感じで、するするするっていくと、あれどのぐらいだったんだろう？でも2～3

ヶ月はかかってたのかな、それでも。 

 

長谷川：それをOK出すのはもちろん甲谷さんだった？ 

 

伊藤 ：うん。志賀さんが甲谷さんに聞いてだったんじゃないかな。 

 

長谷川：それがもうずっと研修3ヶ月以上とか入ってもだめで。 

 

伊藤 ：うん。 

 

長谷川：まわりから見てると、「でもできてるじゃない」って思うってこと？ 

 

伊藤 ：うん。だけど、文字盤を取るとかも、なかなかさせてもらえなかったり。 

 

長谷川：ああ、そうか。 

 

ユ  ：研修のときは週何回ぐらい来たんですか？その人たちはだいたい。 
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伊藤 ：その人にもよって。大阪から来るヘルパーさんなんかだと、やっぱり週1～2回が限

度だったり。京都の人だと集中的に週3日とか4日とか入ったりしてたのかなぁ。で

もそのあたりもほんとにうろ覚えだから。昔のシフト表とか見ればね、わかるかな

と思うんですけど。 

 

長谷川：ケア会議が開かれ始めて、だいたいどんなことが問題になってたんですか？ 

 

伊藤 ：どんなことが問題になってたんだろう。 

 

♯「あなたがいなくなっても、なんとかなるから」 

 

長谷川：ヘルパーで会議を開いてて。あの頃ぐらいかなぁ。たぶんかりん燈の、一緒に、た

またま。 

 

伊藤 ：ああ。大阪でかりん燈っていう介助者の、 

 

長谷川：労働組合みたいな。 

 

伊藤 ：保障をしようみたいな団体が。 

 

長谷川：あれは何で行ったんですか？かりん燈。 

 

伊藤 ：あれはもともと、杉江さんのところにＪＣＩＬの高橋さんとかが行ってはったのか

な？で、なぜか東京でのかりん燈の結成大会みたいなやつに、「一緒に行きません

か？」って誘ってもらって、「小泉さんの介助者としてだったら交通費も浮くし、

行きましょう」って言われて行ったんですよ。でもなんでだったかが思い出せない。  

 

長谷川：そのかりん燈の集まりみたいなのでいって。私たぶん西田さんと行ってて、そのと

きの発言ていうか、かなりまわりには強烈に見えたみたいで。伊藤さんのも私のも。

すごい大変な時期でしたね、たぶん。 

 

伊藤 ：うーん。そうですよね。 
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長谷川：あのときはだから、それぐらい煮詰まってたというか、敦子さん、煮詰まってたん

ですか？ 

 

伊藤 ：うーん。煮詰まってましたね。で、川口有美子さんに相談したら、「もうそれは家

族だね」って言われて、川口さんと志賀さんと三人で話をしたんですけど、川口さ

んが「いざとなったら後ろを振り向かずに逃げなさい」って言って。志賀さんはそ

れを隣で聞いてて「すごく苦しかった」って後から教えてくれたんですけど。川口

さんは「あなたがいなくなっても、なんとかなるから」って。たぶん自分がしんど

いからって抜けたら、ここは回らなくなるっていうプレッシャーだったのかなぁ。 

 

長谷川：それはいつぐらいの時期ですか？ 

 

伊藤 ：それはいつぐらいなんだろうか。 

 

長谷川：人がいっぱい抜けていったときですよね。 

 

伊藤 ：そうですね。甲谷さんが出家？得度されましたよね。たぶん、あのぐらいの頃です。  

 

長谷川：出家ね。 

 

伊藤 ：だから、それを調べればわかりそうだけど。 

 

長谷川：シフトもかなりぎりぎりだったんですか？ 

 

伊藤 ：シフトは、いやでも、由良部さんや志賀さんがすごく頑張ってくれてたと思う。 

 

長谷川：それを、人も、要は研修をしてもみんな入れないし、人数というかケアも高まって

くるし、でもそれを志賀さんとか由良部さんとかが補ってるというか、一生懸命し

てるのを見て、なんかつらかったというか、自分のつらいなっていう、逃げられな

いなっていうとこだったんですか？ 

 

伊藤 ：そうですね。早く誰かひとり立ちできるヘルパーさんを育てないと先がないなって

いうような感じだったんですね。 
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ユ  ：伊藤さんは最初は週5回入ったじゃないですか。そのときも週5回ずっと入ったんで

すか？ 

 

伊藤 ：週5とか週6とかでやってたなと思います。 

 

ユ  ：すごい。 

 

♯私の態度がだんだん厳しくなって 

 

伊藤 ：私は杉江さんところの介助に入り始めたのは、2010年の5月って書いてある。たぶ

んその前年、2009年とかその頃はしんどい時期だったんじゃないかなぁ。 

 

長谷川：伊藤さんも甲谷さんから厳しく、そこのときに「辞めてくれ」とかそういったこと

言われたんですか？ 

 

伊藤 ：いや。それはなかったけど、たぶん私の態度がだんだん厳しくなっていって、甲谷

さんに。新しいヘルパーさんに何もさせてもらえない。もうかなり長く研修に来て

るのにさせてもらえないっていうので腹を立てて、甲谷さんに対して怒ったりとか

してたので。だからだんだん、甲谷さんが私の顔を見ると硬直するみたいになって

きて、関係性がすごく悪くなってましたね。 

 

長谷川：厳しいとか怒ったあととかに「あ、言っちゃったな」とかって思ったりもしたんで

すか？自分を責めるというか。 

 

伊藤 ：そうですね。でもなんかもうほんとに必死だった感じで、あんまり反省とかもして

なかったかもしれない。 

 

長谷川：反省っていうか自分を責めるっていうか。よく、杉江さんとかに入ってた学生も、

「杉江さんに優しくできないっていうことがしんどくなって」とか、家族の声でも、

「もっと優しくできるはずだと思うけどできない」とか、そういうことがだんだん

とこう自分の後ろめたさになってって、しんどくなってる人たちがいるから。 
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伊藤 ：そうですね。でもやっぱり自分が優しくできないと向こうも硬くなるし、もうほん

と悪循環っていう感じでしたね。 

 

長谷川：そういう話もケア会議の中ではしたんですか？ 

 

伊藤 ：うん。してたと思います。例えばヘルパーさんに面と向かって文字盤で「だれだれ

嫌い」とか甲谷さんが言ったりしてたので、「こんなこと言われましたよ」とか、

そんなような、そうですね、「こういうふうに言われるけど、これって断っていい

んでしょうか？」とかなんかそんなことを話してたのかなぁ。 

 

長谷川：それに対して敦子さんも「いや、こうだ」とか意見をしたんですか？ 

 

伊藤 ：いやぁ、そのあたりは、わりと志賀さんが受けとめてくれてたような感じがします

ね。 

 

長谷川：やっぱりそっか。ある意味でやっぱり志賀さんって大きな存在なんですね。 

 

伊藤 ：うん。ほんとに、志賀さんが繋げてくれたって感じ。 

 

長谷川：逆に志賀さんが、例えば甲谷さんの立場をとるというか、味方をするということで、

こうヘルパーとして不満というか「なんでだろう？」って思うことはなかったです

か？ 

 

伊藤 ：あー。それはあんまりなくて。ただ、あるときに志賀さんが、「もう、やりたくな

い人は辞めてくれてかまわない」って言ったことがあって、「いやいやしてほしく

ない」って。「自分が辞めたらどうなるかって心配して辞められない人もいるかも

しれないけど、もうそれは考えなくていいから」って言ったかどうかは覚えてない

けど、「いやいややるんだったら辞めてくれてかまわない」ってばしって言わはっ

たことがあって。志賀さんもほんとにみんなの愚痴とか文句とか受けとめるのほん

とにしんどかったみたいだけど、あるときにこう、きっぱりとそういう感じのこと

をおっしゃって。そのぐらいからかな、何か甲谷さんもだんだん落ち着いていった

ような気がします。でもちょっと時系列があやふやだけど。ちょっとお手洗いに行

っていいですか？ごめんなさい。 
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♯甲谷さんがゆだねはじめた感じがした 

 

長谷川：すごいなぁ。 

 

ユ  ：気になって、今、私が全部の流れをわからないから。甲谷さんがだんだん新しい人

たちを受け入れなかった時期があったとさっき言ったのは、甲谷さん自身も何かあ

りました？ 

 

長谷川：症状がやっぱり厳しくなっていく中で、要求が高まっていく。 

 

ユ  ：きっかけとかじゃなくて？ 

 

長谷川：うん。 

 

ユ  ：そかそか。で、伊藤さんが辞めたのが、2009年頃かな？2010年5月から杉江さんの

とこに入ったから、その前に辞めたってことですね。 

 

長谷川：もともと私、誰から聞いたのかな。伊藤敦子さんは甲谷さんのところにしか入らな

いっていうふうなことを聞いてて。それは決めてたんですか？そういうふうに。 

 

伊藤 ：最初に由良部さんからの話がそんな感じだったのかなぁ。「専属で安定して働ける

よ」みたいな感じで。でも、長見さんがコンスタントに、甲谷さんだけに入るヘル

パーさん以外のヘルパーさんを週一とかで派遣してはって、で、その人たちとしゃ

べってると、長見さんどうもパーソナルアシスタンスには反対みたいだと。で、

「へぇ」っと思って。で、その中のヘルパーさんが、「甲谷さんのところだけって

もったいなくないか？」って言われたりとかもして、「へぇー」って、ちょっとそ

のときに思った覚えがあります。「もっといろんな人のとこに入ったら勉強になる

よ」って。まあちょっとそのときは、「いやぁ、今は考えてないですけどね」って。

子供との生活もあるし、9時5時で働けるならって思ってました。 

 

長谷川：コミュニケーションが甲谷さんと難しくなっていく中で、ケアもやっぱり変わって

いきましたか？ 
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伊藤 ：うん。変わってきましたね。50音の文字盤がだんだん取れなくなってって、項目を

書いた文字盤がだんだんよく使われるようになってきて、で、〇×文字盤、由良部

さんが作って。そうするとすごく甲谷さん抵抗したらしいんですけど、〇×文字盤

最初は。「ばかにするな」っていう感じで。だけど、作ってみたら、それがけっこ

う楽っていうか、するーっとそっちのほうに移行していった感じですね。 

なんか50音の文字盤の文字の並びがだんだんおかしくなってきて。甲谷さんが。ぜ

んぜん意味をなさない文字読んでるのにOK、OKって感じで進んでいくんですよ。

「しもがも」って言いたいのに「さめがみ」になってたりとか。だから、いったい

何が起きてるのかなって思ってたんですけど。でも、そうですね、「お昼ごはん食

べていいよ」って言うときに、「おはる」になってるんだけど、そこを訂正しない

でそのままいっちゃうっていう。だから、そこを推測しながら、「おはる」って

「おひる」のことですか？とか言ってやってましたね。 

 

長谷川：そういうのってやっぱり、さっきの「しもがも」の話もそうだけど、そういう一緒

にいるからなんとなく推測できるって感じですね。 

 

伊藤 ：うーん。「どこに行きましょうか？」っていう相談とかはやっぱり項目の文字盤と

かできなかったので。でもだんだんそれもわかんなくなってきて。 

 

長谷川：コミュニケーションができなくなったときのケアって、やっぱりできてたときとは

また違う難しさがありました？ 

 

伊藤 ：なんか、なんだろう。でも、前は甲谷さんの望むことを正確に読み取って応えるっ

ていうのが大事だと思ってたんですけど、だんだんと訪問看護師さんのとのやり取

りとかを見てても、わりと、甲谷さんがゆだねはじめた感じがしたんですよ。相手

のリードに。だから、「こうですか？」「ああですか？」って突き詰めていくんじ

ゃなくて、「こうしましょうか？」みたいな感じで、きっとこっちのほうがよりよ

いだろうなっていうような提案でいくと、すーっと流れるように進んでいったりし

て。で、最初、そういう感じにまわりの対応がなってきたときに、私の中ではちょ

っと抵抗があって、「え？それって誘導してるんじゃない？」とか。だけど、甲谷

さんもそっちのほうがどうも楽みたいだなってだんだん見て思うようになって。だ

から、私もそういうふうに変えていったので。そこではちょっと葛藤はあったけど、
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それによる大変さが増したっていうのではないのかなぁ。 

 

長谷川：誘導してるっていう葛藤。 

 

伊藤 ：やっぱり本当に甲谷さんが望んでいることじゃなくて、まわりの人が「こうさせた

い」と思ってるふうになってるんじゃないのかなぁ。とか、それをちょっとハラハ

ラしながら見たりしてた時期もあったけど。でも案外甲谷さんが幸せそうなんで。

こうやって。「え？それでいいの？」っていう感じでした。 

 

♯そんなシンプルじゃないんだな 

 

長谷川：甲谷さんとこに増えてきて、人が。なんかこう比べられることってなかったです

か？ 

 

伊藤 ：比べられることはしょっちゅうありましたね。 

 

長谷川：それは、ヘルパーどうしの関係とかには響かなかったですか？ 

 

伊藤 ：うーん。なんか、響いてたところもあるのかもしれないけど、甲谷さんやっぱり文

字盤で言うから、省略して短く言うから、「なになにさん上手いです」とか。で、

「だれだれが上手いとか、だれだれが下手とか、そういう言い方はちょっと聞くほ

うはいやですよ」って言ったこともあるけど、でもそれが原因で何か、ヘルパー間

が上手くいかないってことはなかったんじゃないかな。私が知らないだけかもしれ

ないけど。 

 

長谷川：ヘルパーの、志賀さんにはいろいろと相談はしてたと思いますけど、敦子さんが受

ける側になったってことはないですか？他のヘルパーさんから。 

 

伊藤 ：私も、私の顔を見ると硬直を起こすっていう状態にはなったけれども、その前に、

そういう感じになっちゃったかたがいて、そのときはけっこう悩み相談的な話をよ

く聞いたりはしてましたね。 

 

長谷川：甲谷さんの表情とか考えとか、例えば志賀さんとか由良部さんってちょっと違うじ
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ゃないですか。たぶん、他の新しく入ってきた人からすると、帰山さんとか伊藤さ

ん、やっぱり長く入ってるから、ちょっとベテランっていうか見方じゃないですか。

敦子さんから見て、志賀さんとか由良部さんが、敦子さんの立場からするとやっぱ

り調整だとか、いろいろ受け止めてくれる人であっただろうけど、甲谷さんを見て

て、やっぱり自分たちと志賀さんたちが、甲谷さんにとっても違うなっていうのは

ありましたか？甲谷さんを見てて。 

 

伊藤 ：そうですね。自分が来るのを待たれてる感じとかはあって、伊藤さんが来たらあれ

頼もうこれ頼もうみたいな。で、それで、あんまり自分の比重が高くなると、上手

くいかなくなりそうだなぁっていうのはちょっと感じて、それはどうしようかなぁ

って思いました。 

 

長谷川：ああ。でもそれパーソナルの難しさですよね。たぶんね。なんていうのか、一般の

いろんな事業所が入ってたら、ケアってすごい統一されるというか。むしろ難しい、

できない人たちというか、水準がね。その人に、本人がパーソナルだったら、「こ

の人これできるから、こう頼もうああ頼もう」って割り振りをするじゃないですか。

だけど、事業所が何か所も入ってって中だったら、割り振りじゃなくて、事業所側

がＡとＢで例えば統一するだとか、Ａの事業所はこれできてもＢの事業所ができな

かったら、じゃあＢの事業所に合わせようみたいなかたちになっちゃうから、ある

意味でパーソナルでいいところであるけど、難しいですよね、それ。 

 

伊藤 ：そうですね。 

 

長谷川：働いてることがあったんですね。それはなんかプレッシャーみたいなのもあります

か？ 

 

伊藤 ：なんか、時間ギリギリに行こうとか。プレッシャー。プレッシャーという感じでは

なかったけど、あんまり自分に比重が重くならないようにはどうしたらいいかなぁ

っていうのは日々考えてたかもしれない。 

 

ユ  ：それを他のヘルパーさんとかと相談したことはありますか？ 

 

伊藤 ：たぶんそのヘルパーのミーティングの中ではしゃべったりもしたのかなぁ。でも、
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やっぱり、どうしたら研修が上手くいくかなっていうことがメインポイントだった

のかもしれない。 

 

長谷川：ある意味で志賀さんとか由良部さんは、やっぱり自分たちはちょっと違うっていう

か、自覚的な部分があるじゃないですか。いちヘルパーだけではないものを背負っ

てるっていう自覚的なものはあるけれど、他のヘルパーさんたちはそうじゃないっ

ていうか。今の敦子さんの話だとそうですよね。自分が抜きんでるっていうわけで

はないけど、あまり自分だけにあてられてもっていう。研修も、そうすると、長年

やってきたものと、これからの人たちって明らかに差じゃないけど、違いはあるじ

ゃないですか。そこが今頼られてる水準になったら、それは新人の、上手くいかな

いよね。いくら。そうかぁ。そういうのがしんどくなってったんですか？ 

 

伊藤 ：たぶん最初はほんと「手足的にやっていったらいいや」って思ったけど、そんなシ

ンプルじゃないんだなってだんだんわかってきて。だから、いくつか話に出したよ

うに、「これはちょっと受けられませんよ」って断ったり、甲谷さんから見たら、

いけずをされているようなことも、だんだん増えていったんじゃないかなぁ。 

質問なんだったっけ？ごめんなさい。 

 

長谷川：いや。そういう甲谷さんにある意味で一目置かれるっていうか、頼られるっていう

ことが、すごくしんどくなったというか、かなぁと。 

 

伊藤 ：そうですね。一目置かれるっていうこと自体は有難い、嬉しいことではあるんだけ

ど、それによって介助全体が回らなくなっていくとやっぱり大変なので、そこをど

うしたらいいかなぁっていうのは悩みどころでしたね。 

 

♯甲谷さんに「ごめんなさい」って言おう 

 

長谷川：敦子さんが甲谷さんのところを、もう専属で入らないって決めたのは、なんだった

んですか？ 

 

伊藤 ：あれは何だったんだろう。たぶん、その前後で志賀さんにも相談をしてて、さっき

お話したように川口有美子さんともお話をして、ちょっと距離を置く方向でってな

ったのかなぁ。なんか、そこらへんどうしてそういう流れになったかは思い出せな
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いんですけど、でも、「杉江さんのところに入ってみる？」ってなったような気が

します。 

 

長谷川：甲谷さんとこを減らして杉江さんとこ？それとも甲谷さんとこはもう、 

 

伊藤 ：いや。減らして。たぶん、週5を週4にして、そのうち1日を杉江さんのところにと

か、そんな感じだったかなぁ。でもほんと記憶あいまいですね。嘘言ってたらごめ

んなさい。 

 

長谷川：いえいえぜんぜん。こないだのＡＬＳーＤの映像でも高木さんが、いろいろ人が辞

めてった時期があって、そのとに、「あ、自分はいつでも辞められるんだ」という

のが逆にお守りになって、「まあこのタイミングでなくてもいいかな」って思える

っていうか、「自分がいつでも退出できるんだ」っていうことが自分のお守りにな

ってるみたいなところがあるって言ってたのを聞いて、なるほどなぁと思ってたん

ですけど。それが川口さんの言葉っていうかな、「いつでも逃げていい」みたいな

ところとちょっとかぶるなと思ったりもして。そういう気持ちになれたんですか

ね？敦子さんもそのときに。 

 

伊藤 ：うん。たぶん、きっと志賀さんが「いいよ」って言ってくれたんじゃないかなって。

志賀さんにちょっと聞いたら、「いや、記憶違うよ」ってなるかもしれないけど。

そうですね、ちょっと距離を開けてみて。で、その年の夏に2ヶ月ぐらい休みを取

ったんですよ。娘が行きたいって言ってたツバルに。 

 

長谷川：ああ、ツバル。 

 

伊藤 ：ツバルっていう南太平洋の島国なんですけど、娘が行きたい行きたいって言ってた

から、今じゃないかと思って、で、行ったら、向こうで夜な夜な甲谷さんや杉江さ

んの夢を見て、なんかすっごい後悔したんですよ、向こうで。 

 

長谷川：え？後悔したんですか？ 

 

伊藤 ：うーん。なんか甲谷さんに冷たくしたこととか。 
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長谷川：後悔したんですか？ 

 

伊藤 ：そうなんです。毎晩毎晩つらい夢見て、せっかく素敵なところに行ってるのに。だ

から、帰ったら、甲谷さんに「ごめんなさい」って言おうと思って。で、帰って、

「ごめんなさい」って言ったけど、やっぱり大硬直で。私の顔見ると。だけど、だ

んだんと関係が修復していった感じ。 

 

長谷川：そうか。へー。ツバル、どのぐらい行ってたんでしたっけ？ 

 

伊藤 ：2ヶ月。 

 

長谷川：ああ、その期間に。 

 

伊藤 ：夏ですね。杉江さんのところに入るようになって、直後の夏に。 

 

ユ  ：2010年ですね。 

 

伊藤 ：2010年。 

 

♯ひとりひとりぜんぜん違うんだな 

 

長谷川：杉江さんとこ入ってなんか見えました？逆に。甲谷さんの介護とか、あるいは杉江

さんのところでこういうような発見をしたとか、こういうことは違うなとか。 

 

伊藤 ：うん。なんかぜんぜん違ったので、甲谷さんの介助と。すごい驚くことばっかりで。  

 

ユ  ：何が違いました？ 

 

伊藤 ：例えばなんというか。杉江さん体交ほとんどしなかった。体交嫌いでしたよね。だ

から、身体の具合とかもぜんぜん違ってて。甲谷さんすっごいよく動く。固まった

り緩んだり、大笑いしたりとか。杉江さんは身体がしーんとしてて、まあときどき

ビクビクってなるけど。手のかたちとかがもう固まってて、どっちかの手が上向い

て、どっちかの手が下向いてって。もうポジションが決まってる。それがまずびっ
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くりして。で、ヘルパーさんが、杉江さんお使いに。杉江さん一人おいて、お使い

に出たりとか。「えー！そんなことしていいの？」ってびっくりしたり。 

 

ユ  ：杉江さん。 

 

伊藤 ：そう。そうですね。 

 

長谷川：ぜんぜん変わりましたかね、考え。それまで甲谷さんのところで介助をしてて、甲

谷さんの介助しか知らないというか、ＡＬＳは、の状況で、杉江さんきっかけで杉

江さん入って、あとからいっぱい入っていくじゃないですか。やっぱりなんか変わ

りますか？ 

 

伊藤 ：うーん。そうですね。どこでも最初入るときはもうゼロからっていう感じで行くん

ですけど。でも、そうですね、やっぱりひとりひとりぜんぜん違うんだなっていう

のは感じて。でも、そこらへんがすごく微妙だなって思ったのは、全くの新人だと、

すごく緊張させてしまう、不安がらせてしまうかもしれないから、「ある程度経験

はありますよ」っていうはったりをかましつつ、「だけどゼロから教えてください」

っていう感じでいくっていうのが、なんかわりと難しいなって思いながらやってま

した。 

 

長谷川：甲谷さんのとこはけっきょくそれから入らなくなるんですか？ 

 

伊藤 ：だんだんと新しい人も増えてきて、私なしでも回るようになっていって。なので、

そうですね。途中でも、2013年ぐらいまでは入ってるのかなぁ。 

 

長谷川：甲谷さんって、甲谷さんも今まで自分の専属だったのが、他のとこ入り始めて、あ

る意味専属じゃなくなったじゃないですか、そういう変化ってありました？甲谷さ

んのところで。甲谷さんの変化とか、敦子さん自身の変化とか、まわりの志賀さん

とかの変化だとか。 

 

伊藤 ：あー。いや、それは特になくて。一緒に入るヘルパーさんたちも、「ああ、久しぶ

りです」とか言いながら、ちょっと近況をしゃべったりして。ただ、甲谷さんのコ

ミュニケーションがだんだんとれなくなっていったのと、私がだんだん、別の仕事
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を増やしていったのとが同じ時期なので、で、甲谷さんがだんだんこうゆだねる感

じになってきたってのもあって、特に甲谷さんから私に対して何か態度が変わると

かってのもなく。そうですね、行けば楽しく仕事をさせてもらっていて。 

 

♯週1ぐらいの付き合いがいいなぁ 

 

長谷川：敦子さん自身の変化はありましたか？甲谷さんに対して。甲谷さんだけじゃなくて、

いろんなところへ入って。 

 

伊藤 ：あー。いや、もう一回誰かのところ週5とかはやりたくないなと思いました。 

 

長谷川：それはなんで？ 

 

伊藤 ：週1ぐらいの付き合いがいいなぁっていう。 

 

長谷川：やっぱ違いますか？週1の付き合いと週5の付き合いと。 

 

伊藤 ：うん。私は違いましたね。 

 

長谷川：自分のポジション的なのも含めて、相手からの期待っていうかも含めてですか？や

っぱり。 

 

伊藤 ：そうですね。自分への何か期待とかが、そんなに高くなることもないじゃないです

か、週1だったら。で、チームの中のほんとに一員っていう、別にチームの行く先

を私があれこれなんとかしようとしなくてもいいっていう。それだったからかなぁ。

ただ単にあっちこっち行けるのが楽しかったですねっていうのもありました。 

 

長谷川：でも、ツバル大きかったんですね。 

 

伊藤 ：ツバルは大きかった。やっぱり休みは大事ですね。煮詰まったときに。 

 

長谷川：でも夜な夜な夢見るって。 
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伊藤 ：そう。びっくりしました。 

 

ユ  ：うん。夜な夜な。 

 

伊藤 ：うーん。あ、夜な夜な。 

 

ユ  ：聞き取りしながら。 

 

伊藤 ：自分の中にヘドロがあって、そこからあぶくがボコボコこう湧いてくるみたいに、

毎晩夢を見るっていう、すごい。 

 

長谷川：いやぁ、面白い。 

 

伊藤 ：すみません。あんまりインタビューと関係ない話を。 

 

長谷川：ぜんぜん。なんか、敦子さんいろんな人に関わってるから、Ｍさんっていう患者さ

んとかも、すごい難しい、難しいわけじゃない、なんてったらいいのかなぁ、コミ

ュニケーションとかがなかなか難しかったりする人でもあるけど、それぞれの難し

さがあるじゃないですか。 

 

ユ  ：人によって。 

 

長谷川：うん。一人一人の。甲谷さんのとこで学んだことみたいなことが、その後のいろん

な人の関りの中で、やっぱりああだなこうだなっていうふうに役立つこともありま

すか？ 

 

伊藤 ：そうですね。甲谷さんのところでの経験が役立ったのかどうかがあいまいなんです

けど、でも、杉江さんのところに介助に入ってたときに、よくヘルパーと杉江さん

が衝突するときに、言葉を額面通りに受け取らないで、「こういうことをおっしゃ

りたいんですよね」っていう感じで一回翻訳すると、そんなひどい、衝突から物別

れになったりしないなっていうのは。それは甲谷さんのとこで学んだのかどうかは

ちょっとわかんないんですけど、それは杉江さんのところではとても役に立って。

私も「もう来るな」とか何度か言われたけど、でもまあ、話したら杉江さん、最後
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は「うむ」っていう感じで、「わかってくれたならいい」みたいな感じで、「また

来ますね」っていうことはよくありました。 

 

長谷川：へ？言われたんですか？敦子さんでも。「もう来るな」って。 

 

伊藤 ：うん。言われましたよ。2～3回は言われたかな。なんかこう、ナースコールがちゃ

んとやったつもりでも、だんだんこう動いちゃう。で、はって顔見たら、杉江さん

が一生懸命首伸ばしてて、必死の形相で届かないみたいなときに、「もう来るな」

とか言われましたね。 

 

長谷川：そのときに、その意味がこうですねっていう感じで言うってことですか？ 

 

伊藤 ：「コールが動いてしまったみたいで、届かなくて、すごい呼べなくて、しんどい思

いさせてしまいましたよね」って。「すみません」って。 

 

長谷川：他の衝突してる人たちとの間にも入ったんですか？ 

 

伊藤 ：いや。なんか、悩み相談的なことは聞いて、「私はこうしてるよ」っていうような

話はした覚えはあります。「来るな」って言われて、「それってもう私に、次いつ

来るっていうシフトが決まってるけど、その日は来なくていいっていう意味です

ね？」っていうふうになっちゃうと、もうどんどんそっちのほうに話が進んでいっ

ちゃうから。まあそんな人はいなかったと思うけど。 

 

長谷川：それはでも甲谷さんに言われるのとでは違いますよね。週5入ってるときに甲谷さ

んから「もう来るな」って言われるのと、週2ぐらいで杉江さんのとこ入ってて、

杉江さんに言われたらぜんぜんね、関係性も含めてそうですよね。 

 

伊藤 ：そうですよね。 

 

長谷川：だからさっきの「週１ぐらいがいいかな」みたいな話って、そういうところなんか

なぁって思いながら聞いてた。 

 

伊藤 ：うーん。そうですよねぇ。まだ行く先があるみたいな。そうかもしれない。ここし
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か自分は行くところがないって思うと必死になるもんね。 

 

♯無理になったら離れられる 

 

長谷川：やっぱり甲谷さんとの関係ね、そのときの、ずっと入ってたときの関係と、ちょっ

と今の介助者としていろんなとこに入ってたときの関係、他の人との関係ってやっ

ぱり違いますか？ 

 

伊藤 ：うーん。うん。それは違いますね。甲谷さん、杉江さんは独居だったけど、他、独

居の、完全独居の人っていないんじゃないかなぁ。ご家族さんとの関係っていうの

が入ってくるから、だいぶ違いますね。 

 

長谷川：やっぱり甲谷さんとこは準家族みたいな気持ちっていうか、まわりからはそう映る

んでしょうね。ずっと病院で入院してるときから入ってて、やっぱり甲谷さんに対

しても、すごいものを申せるというか。 

 

伊藤 ：ねぇ。なんか自分の中でもだんだんそういう感じになってたんでしょうね。 

唯さん、暑くないですか？大丈夫？これね、今、除湿にしてるんですけど、なんと

なく。 

ちゃんとインタビューになっていますか？大丈夫ですか？ 

 

ユ  ：やっぱり聞き取りしながら、立場によって違うんだなってことがちょっとわかって

きました。由良部さんのインタビューと、伊藤さんのインタビューを聞いて、同じ

時期だけど、みんななんか違う立場とか役割とか、いろんなことがあったなと思っ

てます。 

 

伊藤 ：いやでもほんと由良部さんと志賀さんはすごいですよね。 

 

長谷川：でもかなり由良部さんのインタビューのときでも、初期のメンバーはかなり信頼し

てたから、もちろん甲谷さんのこともわかってるじゃないですか、ずっと流れを知

ってるから。そこの部分が抜けるというか、のときに、やっぱり心配だったってい

うか。人が単にいなくなるっていう話ではなくて、甲谷さんとのすごい長い積み重

ねがある人がいなくなってしまうこととか、それからそういう人たちが言われてし
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まう、甲谷さんに厳しいことを言われてるのを見るとつらかったって言ってた。実

際に今たぶん甲谷さんがコミュニケーション難しい中で、今、生活ができていると

いうか、上手くいっているのは、甲谷さんのことやっぱり知っている人がある程度

核になっているからっていうのも、実は真相なんだと思って。 

でもある意味では由良部さんも志賀さんも、どっちかというと自分の、介助者とい

うよりかは、自分の思いっていうか、実現したいことと甲谷さんのことがマッチし

て、そこにいるっていう感覚があって。由良部さんが稽古場を作りたいと思ってと

か、そういうのがあってマッチしているから、介助者とはちょっと違うんだろうな

と思いながら。でもそこにいた長い介助者の人たちも、とは言えやっぱりそこに巻

き込まれていくわけじゃないですか。だからすごい、同じじゃないけど、半分ぐら

いはそういうものを背負わされるというか、のもあるんだろうなと思いながら、由

良部さんのを聞いてましたよ。 

 

伊藤 ：いや。でもぜんぜん半分とかじゃないと。10分の１以下だと思う。志賀さんと由良

部さんはね、もうずーっと付き合っていこうという気持ちで始められたと思うので、

私みたいに、無理になったら離れられる。さっき高木さんが言ったみたいなものを、

私もお守りに持ってたと思うんですけど、それとはぜんぜん違うから。家族、ほん

とに家族でね、それが、もとから逃れられない縁っていうわけでもないのに、それ

をやろうと思ったっていうのが、ほんとにすごいなって思ってます。 

 

長谷川：いやぁ。でも私、いろいろとやっぱり敦子さんすごいなと思うな。いろんなそのと

きどきの決断、決断って言葉が合ってるかわからないけど、甲谷さんところを減ら

していくのも、甲谷さんに言うのも、一つ一つがそんなに簡単なことないじゃない

ですか、やっぱり。由良部さんとか志賀さんとかがいくらすごくても、そこの人た

ちから見るヘルパーさんの位置もやっぱり大切なことじゃないですか。やっぱりす

ごく信頼があったと思うんですよね。ずっといるっていうことも含めて。そこの部

分をやっぱりわかるじゃないですか、それなりに。その人たちに対して、例えば

「自分がつらいから」とか、それこそ増やしていくっていうことも含めて、伝える

っていうことが、他の人のところに行くっていうか、杉江さんのとこ行くっていう

のも含めて、大きなことだったんじゃないかなと思って聞いてました。 

 

伊藤 ：いやあ。でも、わりと私は易きに流れるっていうか、流れに乗って楽なほうに楽な

ほうにって。寒くない？逆に。 
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ユ  ：大丈夫です。 

 

伊藤 ：よかった。っていう感じがしてるので、ひとところで頑張ってる人たちを見ると、

ほんとに頭がさがるくらい。 

 

♯有能な調整役がいて、それで回ってる 

 

ユ  ：甲谷さんにとっても、一週間のスケジュールの中で、例えば週5回の9時から17時ま

での時間を一緒に過ごせるのは、大きな存在だったと、今、私も思っているので。

甲谷さんにとっても、まわりのヘルパーさんにとっても、伊藤さんにとっても、そ

の決断は、その時期に、すごいなと思ってます。 

 

伊藤 ：でも、その頃からだんだん甲谷さんも人を受け入れるようになっていったので、な

んかそれと上手くタイミングが合った感じ。白石さんとかね、入ってきて。 

 

長谷川：そうですね、白石さん。 

 

伊藤 ：するーって入ってきてくれたから、「あ、なんだー」って感じ「大丈夫だー」って

思って。 

 

長谷川：ユさんも今そうだもんね。増田さんのところに入って。増田さんのところでは、学

生さんいるじゃないですか。看護学生が入るから。そうすると、看護学生って期間

限定だし、入れるのもまちまちなんですよね。決まった時間にずっと入るわけでは

ないから。ユさんがかなり、増田さんの生活の中では核となるというか。 

 

伊藤 ：あ、そうなんだ。 

 

ユ  ：ほぼ看護学科の人たちなので、平日の時間帯はあんまり入れないし、来ても夕方の

6時から9時の短時間で来たり、週末しか入らないから。しかも平日は私と他の大学

の人がもう一人いて、その人以外は今はもうみんな入れない状況なので、今日はな

んか伊藤さんの聞き取りしながら、同じ気持ち、ちょっと通じるところがけっこう

ありました。 
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伊藤 ：じゃあユさんは今その渦中にいて、ちょっといろいろ悩んだりしながらっていう。 

 

ユ  ：も、もちろんあります。だから、私は今の状況では、私はヘルパー、手足のように

今やっているところで、たまたま自分の意見とかは言うんですけど、あれを言うま

でもけっこう時間がかかったし、今も、うん、隣に家族がいるから、志賀さんみた

いに真ん中で、両方を、ヘルパーさんと増田さんのことを調整している人も大事じ

ゃないかなと思うことも感じでいたし、通じることがけっこうありました。 

 

伊藤 ：そうですね。増田さんのところも甲谷さんのところも、志賀さんとかね、奥さんみ

たいなすごく有能な調整役がいて、それで回ってるというか、スムーズにいってる

ようなところがあるかもしれないですよね。 

 

長谷川：介助者。最初らへんのところで、甲谷さんの外との繋がりが、ちょっと薄くなって

きてというか、もっと繋がれたらいいのになというふうに思ったって、それは私も

甲谷さんだけじゃなくて、介助ってすごい難しいじゃないですか。でもある意味で、

介助者と、介助する人間、される人間みたいな関係っていうのは、やっぱりどうし

ても生起してしまうから、本人にとっても窮屈なんじゃないかなっていうのはなん

となく思うときがあって、そういう意味では甲谷さんのところって、由良部さんと

かが友人の部分もバランスとして持ちつつ関わっているし、ダンスっていうかね、

ああいう白石さんとかＤＪとかがね、開かれていくというかがあるのがなんかいい

なと思ってたんですけど。窮屈に感じることはなかったですか？入ってて。 

 

伊藤 ：窮屈っていうか、すごく孤独な感じが、甲谷さん孤独なんじゃないかなって感じて

た時期があって、スイッチもだんだん自分で、パソコンのスイッチも押せなくなっ

て、だから自分でメールも書けなくなっていって。で、外から訪ねてくれる友人も

だんだん減っていって。ヘルパーにはやっぱり日々のケアのことだけでいっぱいに

なっちゃう。外から本当のご友人が来てくれたら、ケアをそっちのけにして会話を

したりもできるけど、ヘルパーとだとそうはなりにくいから、ちょっと寂しそうと

うか、それが気になってた時期はありますね。誰か来てくれたらいいのになぁって。  

 

♯「ああ、そんな淡々と上手くやってけるものじゃないなぁ」 
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長谷川：ＡＬＳーＤに関わって、変わりましたか？ 

 

伊藤 ：うん。それはそうですね。変わったと思う。 

 

長谷川：考え方とか？介助とか。 

 

伊藤 ：そうですね。一旦すごく受け入れてもらえて、「あ、自分ってこれだけのことがで

きるんだ」と思ったけれども、でも、「やっぱり所詮この程度か」っていうふうな。

なんていうか、甲谷さんに対してすごい憎しみみたいな感情を抱いたりだとか、そ

ういった時期も経験してみると、「ああ、そんな淡々と上手くやってけるものじゃ

ないなぁ」っていう、なんか自分の限界を見たというか。それはすごく良かったん

じゃないかなと思います。 

 

長谷川：素晴らしいなぁ。なんか勉強になるなぁ。 

 

伊藤 ：いやぁそんなことないよ。皆さん通ってる道じゃない。 

 

長谷川：いやあ、その憎しみを持つっていうのが、ある意味では家族的なところでもあると

思うんですけど、なんか、うん、って思います。ほんとにそうだなと。でもそれが、

どう解消していいのかってわかんなくて、その憎しみ持ってしまったことを、自分

ではもっとね、そういうつもり、介助者だと思うと、そんな気持ちって持つべきじ

ゃないとか、なんかお思っちゃうから。でも、自分だって人間だしなんて思うとこ

ろもあって、すごいその切り分けっていうか、難しいなぁって。 

でも、由良部さんとか志賀さんとかは、由良部さんはたぶん友人としてみたいなと

ころがあるから、そういうところのバランスをとっているんだろうなとか。志賀さ

んも、なんかこう自分はもう「こうと決めたらこうなんだ」という道があって、絶

対に例えば「甲谷さんは病院に帰したくない」とか、そういう気持ちがあってやっ

てるんだろうなとか思うと、逆に自分が例えばそこに行くっていうことが、なんと

なく申し訳ないなって思うところも出てきそうだなと思って。そんなに熱いパッシ

ョンを持って、介助者だけだったら、そんな熱いパッションって、なかなか生まれ

ないっていうか。そういうのを見てると、すごくＡＬＳーＤって、特殊っていう言

い方があれかわからないですけど、やっぱり京都で初めてＡＬＳの人が独居して、

そのプロジェクトで、で、甲谷さんがいたからあとの人が続いてきたのはほんとに
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間違いないことだし、すごいことなんだけど。でも、みんなが思ってるように、崇

めるようなものでもなくて、ものすごい中ではいろんな葛藤があるわけじゃないで

すか。で、それを例えば、「じゃあ、志賀さんとか甲谷さんとかいなかったら地域

移行できないのか」って言われると、そうじゃないって思いたい部分もあるし、で、

それなりの、「じゃあ、ＡＬＳって介助がすごい難しいけど、スペシャリストみた

いな人がいなかったら、その人の生活ってなんか上手くいかないんじゃないの？」

って言われるのも、なんかうーんって思うし。なんかすごい難しいなっていうのを

話を聞いててすごくめぐってきて。 

私もなんていうかな、その人のことを憎しみながら、必要でも介助をするってこと

が、本人にとってどうなのかな？とかって思うことがあって。どうしてもただの作

業だけども、例えばただの、身体を動かすだとか、そんなことだけども、絶対なん

かこう憎しみみたいなものとかってものが、相手に伝わるんだよね、あれ。不思議

に。なんでかわかんないけど、身体を通して伝わるというか。だんだんそれが、み

んな触りたくなくなる気持ちになるっていうか。で、「触るな」とかって、その通

りだなと思うときもあるし。すごい難しいなぁってすごい思う。介助者の立ち位置

って。単に手足論ではないんだと思うし。 

だから、ＡＬＳーＤのことも、すごいことだけど、難しいこともいっぱい含んでい

て。ちゃんとそれはでも、ちゃんとね、言っていかないとというか。そこはそこで、

「すごいね」「すばらしいね」「たのしいね」だけじゃないところはみんなが見な

いと、より入ってく絶望が大きい気がして。 

やっぱりああいう京都で初めてだから、こないだの藤井さんっていう、マイクさん

っていうかたも、やっぱり甲谷さんのとこ訪ねて、で、甲谷さんのを見て、綿密な

ケアも含めてね、あこがれるというか。だけど一方でできるんだ、でもできてるか

ら、できるんだっていうふうな希望は持つけれども、実際にほんとさ、できるのか

なっていう不安も持ちながら。確かにそこまでのケアってどこまで可能になんのか

なってもちろんあるし、そこまでの関係をつくるっていうのも難しいやん。でも、

逆にそんな、週５とか、その人のために入るっていうことじゃなくて、週１ぐらい

のフランクな関係が良かったりもするわけじゃないですか。増田さんなんかまさに

たぶんそうだと思うけど、定着しないで入れ替わっていくっていうことのほうがな

んかこういいというか、そういうのもあるのを見てると、ほんと難しいなって。そ

れはたぶん本人の、障害学のように「本人がこう思うから」とか、本人の視点だけ

では語れないことだなぁってすごい思って、今聞いてました。 

憎しみとか、ほんとそう、私も思ったから。それこそ、敦子さんと一緒に出た、か
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りん燈とかで「死ねばいいのに」って思うことがほんとにあるっていうのを書いて。

そんなことを思いながらケアされるのって、今思えばどうなの？って話なんだけど、

渦中にいるときって。そのときのなんていうかな、時代なのかわかんないけど、今

みたいなオープンじゃなかったっていうか、ケアの問題にしても。私が例えばそう

いうふうに思ってることを、他の介助者に言うとか、相談するっていうことが、か

なりはばかられるというか、その人に関わることをその人のいないところで言うっ

ていうことがタブーというか、そんなときだったんだよね。今はそうでもないとい

うか、オープンな感じがするけれども、そのときは本人抜きでそういう話をするっ

ていうのがどうなの？っていうのがあったような気がして。 

 

伊藤 ：そうですね。そこは今も微妙なところですよね。 

 

ユ  ：今もじゃないの。 

 

長谷川：もっとなんかこう、すごいだから、本人も孤独になっていくけど、介助者も孤独に

なっていくっていうか。でもやっぱり、持ってしまう感情って、持ってしまうから。

それを本人にぶつけるっていうことが難しいっていうか。それこそね、もっと深い

家族みたいな関係だったら、言っても、ずっと付き合うっていう、ある意味での安

心感っていうか、どんなけ言ってもその人はいなくならないっていうか。介助者は

なんか違う気がして。そこで終わる、お互いのなんかね、関係がそれこそなけりゃ、

そこで終わることも可能だし、憎しみあって終わることも可能だし。そういうのを

抱えると、本人はなおさらつらいと思うし。だからさっき言ってた、「甲谷さんに

もっと外の」っていうのはなんかわかる気がして。本人だってはけ口はないわなぁ

っていう。ね。なんか思ったりもするんだよね。志賀さんはすごい人だし、ほんと

に志賀さんてすげーなーって思うけど、例えば甲谷さんにとってしまったら、わか

んないけどね、志賀さんもすごい頼りにしてる人だけど、やっぱり介助者のことを

見てるから、志賀さんだってしんどいだろうなとか思うと、なんかちょっとやっぱ

り、ぜんぜんただの友人とかただの人じゃなくなってしまうから、もっとこうフラ

ンクに、なんの利害もない人にぱーっとしゃべって発散するっていうことも、とき

には必要だなとか思ったりもして、すごい難しいなみたいな今思った。こないだの

林さんの事件も含めてだけど。ね。 

 

伊藤 ：でも甲谷さん、すっごい煮詰まっていく前だけど、呼吸器をつけるかどうかってい
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う選択で、お寺のお坊さんに相談しに行ったりとかもしてて、そういうのすごいい

いなって思って。 

 

長谷川：チベット仏教はすごいよね。家の中で火焚いたときはびっくりしました、私も。甲

谷さんのところで。 

 

伊藤 ：由良部さん怒ってたけど。 

 

長谷川：木造で火焚いてたんだよね。すごい勉強になりました、今日も。今日の話も。 

 

伊藤 ：いえいえ。こちらこそ。 

 

♯奥さんではない柱もあって上手くいってる 

 

長谷川：ユさん、なんかありますか？最後。 

 

ユ  ：だいたい聞きたいことは聞いたかなと思います。ただ、流れとして、またちょっと

整理して、聞きたいことがあればメールとかに送ってもいいでしょうか？ 

 

伊藤 ：もちろんです。 

 

長谷川：この一年は日本にいる？ 

 

ユ  ：そうですね。 

 

伊藤 ：うん。うん。 

 

ユ  ：しばらく。 

 

伊藤 ：ユさんもまだしばらく日本。 

 

ユ  ：そうですね。 
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伊藤 ：今、博士？ 

 

ユ  ：そうですね。ビザが来年6月まではまだあるので、そのあとは更新するかどうか。 

 

長谷川：立岩先生がなんとかしてくれるもんね。 

 

ユ  ：一応更新する予定なんですけど。 

 

伊藤 ：ユさんとしては日本にいて。 

 

ユ  ：はい。ここの課程がまだ終わってないので。更新たぶん学校の書類としては更新は

できると思うんですけど、期間がどれくらいビザがもらえるかの問題なので。しば

らくはいます。 

 

伊藤 ：増田さんにとっても、入れ替わりのコンスタントにあるヘルパーさんたちと、ユさ

んとか、例えばずーっと長く関わってる事業所のヘルパーさんたちとかっていう、

奥さんではない柱もあって上手くいってるのかなと思うから。 

 

ユ  ：増田さんは入れ替わるのが好きじゃないですか。 

 

長谷川：あれがたぶん可能になるのは、たぶんそういう。 

 

伊藤 ：うん。ユさんたちみたいな人がいるから。 

 

長谷川：そう。下支えっていうか、変わらない人がいるから変われるところもあると思うよ、

やっぱり。だって、全部が変わっちゃったら大変。大変っていうかケアを伝えるの

もそうだし、自立生活とか、さくら会、さくらモデルとかでも、やっぱり自分で育

てるっていうことで始まった。甲谷さんもそういうプロジェクト始めた。だけど実

際にそれをするってことはかなり大変なこと。だから、どうしてもそこにいる人、

関わってきた人が伝えてあげるっていうことは必要不可欠だよね。全部が全部ね

「ああしてくれ」「こうしてくれ」っていうのを言うのは難しいし、それ言うにし

ても文字盤使える人がいなかったらコミュニケーション難しくなったら難しいわけ

だしね。 
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ユ  ：文字盤はそうですね。 

 

長谷川：でも、そうだよね。思いました。桐原さん。 

 

桐原 ：起きてるよ。 

 

長谷川：桐原さん何かありますか？ 

 

桐原 ：杉江さんあたりとか、まるっきり聞いてないというか寝てたんだけども、とりあえ

ず聞いてたよ。 

 

長谷川：なんか最後ありますか？ 

 

桐原 ：ちょっと聞き返してまたっていう感じで。 

 

伊藤 ：うん。長くてあれですね。ちょっと大変かも。 

 

♯「あ、なんか、今日もさせていただきました」 

 

ユ  ：最後に一つ。伊藤さんにとって、介助はなんですか？ 

 

伊藤 ：えー。私にとって介助は、なんだろうなぁ。仕事って言ってしまうと身も蓋もない

感じだけど。 

 

桐原 ：なるほど。 

 

伊藤 ：そうですねぇ。私にとってかぁ。 

 

ユ  ：難しいか。なんかいろんな人に関わっているから、伊藤さんにとって介助はなんだ

ろう？ってちょっと聞きたいなと思います。 

 

伊藤 ：なんかね、すごい好きやなとは思ってたんですよ。2014年ぐらいからコーディネー
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ターの仕事がだんだん増えてって、介助の仕事がだんだん減っていって、「半々ぐ

らいがいいなぁ」って思ったら、もう最後のほうはほとんど介助がなくなってった

ので、たまに入ると、「あ、やっぱりいいなぁ」って。帰って、手洗って帰るんだ

けど、その人の匂いがちょっと残ってたりとかして。するとなんか、「あ、なんか、

今日もさせていただきました」じゃないけど。 

 

長谷川：それはサービス協会に所属してたときとは違いますか？からですか？ 

 

伊藤 ：サービス協会のときからかも。そう。人の匂いがね、好きなんですよ。実は。だか

ら、その人の匂いが残ってると、なんか嬉しいっていうのがあるけど、でも最初に

思い浮かんだのは仕事っていう言葉なんですけど。逆にユさんにとってはなんです

か？ 

 

ユ  ：一言で言えないですね。私も人間関係するのがすごく好きなので、書類とかより現

場でその相手と話しながらやるのが好きだから、すごく合っているし、もちろんつ

らいときもあるんですけど、「生きてるんだな」と私が。人生を今日もやっと終わ

ったなっていう感じで、やりながらしてます。 

 

伊藤 ：わかる気がする。 

 

長谷川：桐原さんだけ唯一ここで介助受ける側ですけどね。 

 

桐原 ：うん。ほぼほぼおれが。増田さん入ってるいうても、なんだろう、運動のそういう

指南じゃないけど、みたいな感じになっちゃってるから。あれはなんだろう？一般

的に言えばあれは介護じゃないよなぁ。 

 

長谷川：受ける側としてなんですか？介助って。 

 

伊藤 ：介護受けてるの？ 

 

桐原 ：ぼくね、区分4の行動障害15だから重訪の支給出るんですよ。 

 

伊藤 ：実際に利用してるの？ 
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桐原 ：今はちょっとわけあって、録音機の前では言えない事情で、支給してないんですけ

ども。やがては考えてます。 

 

長谷川：でも受けてたよね。そういう。 

 

桐原 ：居宅介護だけは。 

 

長谷川：どう？利用者としては。介助。ビジネスライクですか？ 

 

桐原 ：えー。いやいやいや。あれは権利でしょ。介護保障は生存権だよ。生きるために必

要な権利であって。それ誰かがやってるっていう話だからね、それが。誰かがやっ

てるって言うと、なんかいきなりあれだよね、暗―い気持ちになるよね。 

 

伊藤 ：え？誰かがやってる？ 

 

桐原 ：誰かがそれをやるってことだからね。要するに、実際に介護する人がいてやるわけ

だから。っていうところは、事業所でもやらないとそういうふうには考えないです

ね。 

 

長谷川：でもなんか面白い。あんなけ濃密な甲谷さんのところに入ってた人、敦子さんが、

「介助は仕事です」っていうのはなんかすごい意味がある。すごい面白いなって。

増田さんとか、「介助者は家族です」みたいなことを言ってたことがあって。 

 

伊藤 ：ああ、そうなんだ。きゅんとする。 

 

桐原 ：消すべきものが多く入ってるような気がするね。 

 

伊藤 ：消しましょうね。 

 

長谷川：面白いなと思って。 

 

伊藤 ：私も、いろいろ変遷がありましたよ。 
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長谷川：それがわかった上でのそれが良いです。なんか逆にいいな。いつもそうなんだよね、

敦子さんは。そうやって。すごいはっとさせられる。いつもほんとに。 

 

伊藤 ：いやいや。でも甲谷さんとこ、最初に始まったときの5人は、ゴレンジャーに例え

たらって話をしてて。やっぱり帰山さんはモモレンジャーでしょうとかって。でも

由良部さんは、ひとりなぜか白塗りで、なんかこう厳しい目つきでくねくねしてる

みたいな。ゴレンジャーに白はいないけどねみたいな。どうでもいいけど。 

 

長谷川：ぜんぜん。いや、ありがとうございます。長い時間。 

 

伊藤 ：こちらこそありがとうございました。 

 

ユ  ：ありがとうございました。 
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志賀玲子さんの話 

 

――「素人のあんたらにできるのか？」って言われても、「別に素人でも、甲

谷さんと気が合えばできると思います」ということぐらいは言えるぐらい

に、甲谷さんの生活を見てきたし。 

 

 

 

志賀玲子さんは甲谷さんが開設した「天療術院」で治療を受けていた患者の一人だ

った。甲谷さんの深い友だちでもない、元カノでもない、愛人でもない、のに、毎

日病院に通い続けた。それから甲谷さんと「人生を共」にしてきた。「もう今はイ

エスかノーかはっきり言えない」甲谷さんの「伴走」を続けている志賀さんに、甲

谷さんとの伴奏の風景――日常や介助からみえるあれこれについて話を聞いた。 

 

 

 

 

志賀玲子さんからの聞き取りは、2020年10月2日に、ＡＬＳーＤで行なった。 

2020月10月2日(金）ＡＬＳーＤにて、112分 

聞き手：長谷川唯、ユジンギョン 
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♯偶然の積み重ね 

 

ユ  ：すみません。 

 

長谷川：志賀さん、今日はお休みですか？ 

 

志賀 ：はい。私、今シフト上は週 1 回しか入ってないんですよ。 

 

長谷川：そうなんですね。いっぱい読んだらというか、志賀さんの書いてるやつを読んだら、

ああーと思いながら。聞きたいことはいっぱいあるんですけど。 

 

志賀 ：もう書いてあるなぁみたいな。 

 

長谷川：いやいやいや。あれですよね。もともと、このあいだもおっしゃってたけど、甲谷

さんには旦那さんから、腰の痛みかなんかで紹介してもらってってことですよね。

そこから行ってて、甲谷さんが病気になっていくところでは、なかなかもう忙しく

てあんまり行けなくて、で、病院に入院されたのを聞いて行って、はじめびっくり

するってことですよね。 

 

志賀 ：たぶん偶然の積み重ねだよね、今があるのは。なんていうか、関係性からいえば、

必ずしも私がやる必要なかったし。それほど深い友達でも全然ないから。私は甲谷

さんに治療を受けてる一患者でしかなかったし。もちろん私の劇場のプロデュース

を見に来てくださったりという意味ではお互いの仕事に関心を持ってたけれど。私

はやっぱり甲谷さんってすごいスペシャルな人だなとは思っていたけど、まさかこ

んな個人的に人生を共にするような関係になるとは。一回も一緒に飲みに行ったり

とか食事行ったりとかもない。そういう友だちですらないんで。だからみんな、私

が毎日病院に行きはじめたときに、一体何が起きているのか理解不能っていう、な

んていうか、「どういうことですか？」みたいな、「なんのつもりですか？」みた

いな感じだったと思う。 

 

長谷川：それは聞きたくて。言ってしまうと、今いろいろ、志賀さんもたぶん今新聞だっけ、

ＮＨＫか。ＮＨＫの人に取材とかを受けてて、林優里さんとこの問題もあったりし
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て、甲谷さんとこはスペシャルだけど、甲谷さんみたいな、介助者、事業所の繋が

りで始まるんじゃなくって、介助者でもなくって。 

 

志賀 ：（指圧のブリジットさんが来宅）ブリジットさんと甲谷さんは、同じ先生に習った

指圧の兄弟弟子なんですって。だからブリジットさんが、今、週に 1 回、甲谷さん

の指圧に来てくれてる。ブリジットさんは、指圧の先生であり、舞踏ダンサーで、

甲谷さんとお友だち、長いお友だち。 

 

ブリジット：始めまして。 

 

長谷川：私は何度か見させてもらって。ここでやってたときに。 

 

志賀 ：立命館の学生さんたちです。 

 

ブリジット：会ったことあると思います。 

 

ユ  ：初めまして、韓国人です。ユと申します。 

 

ブリジット：はい。スコットランド人です、ブリジットと申します。 

 

長谷川：はあ。そんな繋がりがあるんだ。 

 

志賀 ：そうそう、彼女も古いお知り合いです。在宅始まった一番最初の頃、訪問指圧って

あるでしょ。介護保険とかで使える。それをセッティングされたんですけど、リハ

ビリ以外に。一回受けてすぐ断ったの、甲谷さん。で、その指圧の先生は「何か落

ち度がありましたでしょうか？」って。たった一回で断られるってあり得ないじゃ

ないですか。向こうもプロだから。「どういうことでしょうか？」って言うから、

「申し訳ありません、甲谷さん、プロの指圧師だったから、やっぱりいろいろ考え

があるんだと思います」って言って、なんとかお引き取りいただきました。その後

からずっと、ブリジットさんが来てくれてるわけです。 

 

♯私にできることは、毎日来ますっていうことぐらい 
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長谷川：さっきの続き。優里さんとことか事業所が入ってて、何ヵ所もやっぱり 24 時間繋

ぐって大変だから。他の人とかでも、24 時間入っているのはそうだとしても、や

っぱり介助者としての関係だけだったらしんどいじゃないですか。単純にいってや

っぱり。本人にしたら生活だから、そこでやっぱりほっとできる場だとか、そんな

のがないとと思うんだけど。ここはこう由良部さんとか志賀さんとかが、介助者じ

ゃない関係の人たちがたくさんいて。 

 

志賀 ：たぶん、元々介助者じゃない人たちが場をつくってるからだと思う。3 年半やって

くれてる、メンバーの中では新しいヘルパーがいますが。彼女は発病前の甲谷さん

を全く知らないし、文字盤が使えなくなってから入ってきてくれた人。彼女は由良

部さんがここでやってた舞踏のイベントに、友だちに誘われて見にきていて、「も

し興味あったらヘルパーやってくれる人いませんか？」みたいな話になったら、手

を挙げてくれた人なんですよ。だから、彼女の話とか一回聞いてほしい。由良部さ

ん、仁井さん、私は発病前の甲谷さんを知ってる。他の 4 人は文字盤でコミュニケ

ーションとれた時代を知ってる。その後に来た彼女は、甲谷さんが言葉を発すると

ころを全然知らない人なんですよ。それに福祉というか介助の経験もないし、やろ

うと思ったこともないのに、たまたまここに舞踏を見に来て、ヘルパーになった。

そのへん、どういうふうに甲谷さんと関係性を自分としては作れたと思ってるのか、

今どう思ってるのか、ぜひインタビューしてほしいなと思うんですけど。 

でも人間って場になじむから、ここのこういう甲谷さんと私達の雰囲気に、ここは

こういう場だと、「まあそんなもんやな」と思って、そこにいる先輩たちにならっ

て人間関係を新しく作っていくのかな。私、他を知らないんで、さっきもユさんに

増田さんとこの話とか聞いてて、どういうふうにやってらっしゃるかとか、学生さ

んが中心なの？とかいう話も今初めて聞いてて。たぶん全然雰囲気が違うんだよね。 

 

ユ  ：違いますね。 

 

志賀 ：普通だったら、それこそ林さんなんて、いくつもの事業所から知らない人がヘルパ

ーとして来て、っていうことだもんね。でもそれが普通だったりするわけだよね。 

 

長谷川：そうそう。でも私も、いっても、この甲谷さんのところから入ってるから。甲谷さ

んを見て、杉江さんところに行ってるから、こういう雰囲気ってのが初め。普通だ

なと思ってたんですけど、それをつくるのは確かに難しくって。でも、志賀さんの
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読んでると、読んでて、こないだの話も聞いて、そんなに甲谷さんとはいうほど深

い関係じゃなかったけれども、ちょっとお見舞いに行って、すごく衝撃を受けて、

そっからしばらく行けなくなるんですよね。それで、由良部さんの支援の会みたい

なので声かかって、「そこだ」と思って行ったって。あれがすごい、どんな突き動

かし方があったんだろうって。 

 

志賀 ：甲谷さんは最初、確定診断される前、最初に話すことができなくなったんですよ。

だけどまだ施術の仕事は続けていて。その頃のことは施術を受けていたので知って

います。でも、それもできなくなって、そのうちもう手も指し棒でこう文字盤指す

ぐらいの感じになり、足もフラフラになって。で、京大に検査入院してたのが、た

ぶん 2004 年の秋、冬ぐらいの感じなんですよね。そこでお見舞いに行って、やっ

ぱりこっちはＡＬＳ知らないし、その変わりようにすごいショックを受けました。

重たい病気の人のお見舞いってね、回重ねていくって、自分に何かやるべきことが

見つからない限りはちょっと行きにくいですよね、よっぽど親しい友だちじゃなか

ったら。たぶん、みんながそんな感じになっていったのを由良部さんが感じて、も

うちょっとみんなが甲谷さんの周りに、近くにいられるように支援の会を立ち上げ

ましょうっていって。 

それで声をかけて、2005 年のたぶん 5 月とか 6 月ぐらいに 1 回目の会合がもたれ

て。そのときたぶんね 40 人だか、けっこうすごい人数の人が集まったけど、今で

も覚えてるけど、お通夜みたいだった、場の雰囲気が。みんな、何を言ったらいい

かわからないし。でも気にはなってるから、この会ができたことはすごくいいと思

って、みんな気にしてたから、おおぜい集まった。でも、じゃあ何ができるの？っ

て、どういう支援ができるんだ？って話し合いになるんだけど、結局答えはないし。

まだ子供も小さいし、お父さん病気になっちゃったわけだから、寄付でも募って経

済的なサポートとか、みたいな話になったんだけど、きっとそれは家族は断るだろ

うとか・・・。なかなか結論出ない。でも、じゃあとにかくメーリングリストだけ

は作りましょうよっていうことになって。で、甲谷さんに何をしてほしいか聞きま

しょうと。そしたら甲谷さんから、読書をすることができなくなってきているから、

本を読んでくれたりとか、散歩に連れて行ってくれたりとか、マッサージみたいな

ことをもし誰かが来てやってくれるんだったらっていう希望が出ました。そこで、

病室に午後行くボランティアをやってもいい人を募って。最初 30 人ぐらいの人が

参加していたんですよ。でも 3 年の間に、やっぱり徐々に人は減っていって、最後、
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在宅移行って話が出る直前ぐらいっていったら、由良部さんご夫婦と、うちの夫婦

と、インド舞踊やってる野中ミキさんとか、もうほんとに 4、5 人で。 

在宅移行って話、全くないわけだから、先がまったく見えないんですよ、結局。何

ヶ月か毎に転院だし、転院したら行った先の病院でまたそこから関係を新しくつく

らなくちゃいけないし。そして、やっぱりどんどん病気は進んでいって、すごいむ

せて、まっすぐ座れなくなって。希望がないわけですよ。そうするとやっぱりみん

な、自分の生活もあるし、お金が出てるわけでもないから、一人減り、二人減りっ

て、そうなってしまって。気にはなっているけれども、それだけでは人って続けら

れないんだよね。 

で、私の関わり方だけど。2005 年の 7 月ぐらいに宇多野病院に 3 ヵ月間だけいた

んだけど、そのときに東京の友だちが来て、私が文字盤をとりながらの会話で、甲

谷さんが「死のはなしをしよう」って言ったんですよ。死、ね。もちろん、相手の

方も答えられずに話は続かなかった。その様子を見て、ああこれは、こんな、週に

1 回だけ来て「どうですか？」って言ってるのではあかんって、神の啓示（笑）を

受けてしまった。そこからは全く単独行動、毎日、夕方、病室に通い出しました。

それはもう、人と相談して、「もっとこうしましょうよ」とかいう話ではないって

いうか。私は自分のできることをやれるだけやる、っていう感じでしょうか。 

なんだろうなぁ。なんでそこまで突き動かされたのかっていうことですよね。でも

そうしないと私は付き合えないと思ったのかな、甲谷さんと。死を見つめてるわけ

ですよ。彼にとってみたら、この一日一日が自分の残された時間の一日一日と思っ

て生きてることはもう明白だったし、そして、そういうことについて話したい。つ

まり死を見つめている自分は何を考えているか、とかっていうことを話したいって

思ってるっていうことがわかったときに、私にできることは、毎日来ますっていう

ことぐらいだった。伴走するっていう感じかな。まあそのときは、その伴走が、果

たして何ができるかとか、毎日行ったからってどうとか、もちろんわからないんだ

けども少なくとも、この週に一度来るっていうのではだめだと思って、始まった。

まだその頃ボランティアの人もある程度いる時期だったからね。そんなんで始まっ

たんですよね。 

でもそうやって走り出してみると、今度はやっぱり見えてくるわけですよ。やれる

ことっていうのか、やれるのにやられていないことっていうものが、いっぱい見え

てきて。宇多野病院、その頃、人手が足りなかったから、看護師さんから、人生最

後の食事の時間かもしれないのに、「家族の人が介助に来てくれるんだったら口か

ら食べてください。でもそうじゃなかったらもう胃ろう注入でお願いします」って
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言われて、ええ？そんなことあんの？って。普通の感覚からいったらびっくりしま

すよね。まだ食べられるのにって。それで、食事介助を始めました。でも最初は甲

谷さんの夕食が運ばれてくると同時に私は帰ってたんですよ。なぜかといったら、

見られたくないやろうなと思って。もう手が動きにくくなってて、きれいには食べ

られない、苦労して食べてはるような時期がちょっとあって。だからそれは見ない

ほうがいいかなと思って、食事が来ると同時に「じゃあね」って帰ってたんですけ

ど。でもあるとき、なんか、やってもいいのかなぁって、私の逡巡するようなタイ

ミングで、甲谷さんから「食事介助してみますか？」って言われたんですよ。それ

で、やってみるってことになって。そこから夕食の時間に合わせて行くようになっ

て、そうすると、やるべきことが具体的に出てきて。 

最初は病院食を食べてもらう介助をしてたんだけど、そうすると今度、こんなこと

でいいのかな、人生最後の食事が・・・っていう。病院には申し訳ないけど、あん

まり美味しそうじゃない…、なので、ちょっと作って持っていくっていうようなこ

とが始まりました。それから、散歩の時、病院から出てちょっと行ったらスーパー

あるから、お惣菜売り場で食べられそうなものを一緒に買うとか、お蕎麦やったら

食べられるって言うからお蕎麦刻んでとろみつけて食べるとかみたいなことが増え

ていきました。毎日行ってると具体的に、まだ甲谷さんができること、でも誰もや

らなければやらないままに過ぎていくことっていうのが次々出てくるわけですね。

甲谷さんも最初はどうして毎日来てくれるのか、不思議に思っていたみたい。当時、

私は大阪大学コミュニケーションデザイン・センターの特任教員だったので、大学

の研究対象になっているのかな、とか思っていたみたいでした。そうですよね、深

い友だちでもない、元カノでもない訳ですから。「志賀さんの研究にできるだけ協

力すること」とか日記に書いてますよね（笑）。もちろん私はそんなつもりでやっ

てたわけではないんですけど。 

 

長谷川：その病院の夕食の介助を具体的に始める前までは、志賀さん単独で行って話をした

りとかしただけですか？ 

 

志賀 ：夕食の介助、宇多野に移ってわりと早い時期にもう始まったように思います。たぶ

ん昼間は昼間の人が行ってるから、夕食ぐらいの時間に行くようになったのかもし

れないね。ちょっと記憶があいまいだけど。 

 

♯「愛人はまだかと聞かれた」 
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長谷川：宇多野の人たちに言われなかったですか？すごいこれ気になってたんですけど。私、

宇多野に、杉江さんに関わってたとき、すごい部外者みたいな感じで。 

 

志賀 ：わかります。でも、家族があんまり来られない中、私は毎日来るから、もう結局私

に聞くのが一番はやいし、「家族じゃないけど、もうええんちゃう、あそこは、あ

の人で」みたいな感じにたぶんなっていったんちゃうかな。ある日、甲谷さんがニ

ヤニヤしながら、「愛人はまだかと聞かれた」って文字盤で言ったこともあったり

ました（笑）だけど結局、病棟も人手が足りないから、徐々に私が来るのが当たり

前みたいになっていって。でも、どこの病院もやっぱり最初は「あなたは誰です

か？」っていうのは常にあって。 

 

長谷川：他の患者さんからなんか言われたことあります？ 

 

志賀 ：他の患者さんとは、私やっぱりすごく気をつかって付き合ってたから。基本的に個

室ではないから。 

 

長谷川：甲谷さんとこだけ毎日来て。 

 

志賀 ：いやな感じで言われたことは一度もなく。たまたまいい方とご縁があったのか。一

緒の部屋のおじさんが、「あんたが来たら態度全然ちゃうな」みたいな感じで。も

のすごい好意を持って接してくださって。そんな嫌味な感じで言われたりとかって

いうことは一回もなかった。宇多野で二人部屋だったときに、お隣にパーキンソン

のおじいちゃんで、もうほとんど眠っているみたいな方で。でも奥さん毎日来ては

る人で、その奥さんとランチ一緒に行ったりしてました。その奥さん、ダンスのイ

ベントを宇多野でやったときとか、ものすごい感動してくれはって、すごいいい感

じの関係でした。「あなたたちの食事介助を見てると、まるでなんかお茶会のセレ

モニーを見てるようで気持ちがいいわ」とか言ってくれたりとかね。 

 

長谷川：素敵ですね。 

 

志賀 ：だからあんまりいやな思い出は、患者さん同士の関係の中ではないですね。病院の

スタッフとの間ではもちろんちょっとね、ギクシャクしたりとかありましたけどね。  
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長谷川：もともと私は杉江さんが地域移行するっていうことで通ってるから。入ってる人た

ちはそれができないわけですよ。だからすごい、「杉江さんいいな」みたいな。羨

ましい目でずっと見られてて。 

 

志賀 ：そうかそうか。甲谷さんは在宅移行が決まってから、あとはもうトントンバタバタ

って感じだったから。もう即、日赤にまず入院して手術して、すぐもともとの民医

連に戻ったから。民医連に戻ったときは、リハビリ病棟で地域移行のための最後の

支給時間決定を待つような 3 ヵ月だったから、そのときはあんまり同じ病室の人と

の記憶はないですね。おそらくもう、自分たちの在宅の準備のことで精一杯だった

せいか。 

 

♯できるとかできないとか考えてる暇はない 

 

長谷川：気持ちって、宇多野病院に通ってるとか、いろんな病院転々としてるときって、甲

谷さんもだと思うけど、もう別に地域生活とかって頭に、 

 

志賀 ：ないわけよ。 

 

長谷川：ないじゃないですか。で、たぶん呼吸器も、そんなに毎日考えてるわけじゃないと

思うけど、 

 

志賀 ：甲谷さんは、呼吸器はつけないつもりだから、数年以内に死ぬ、ということで生き

てる。 

 

長谷川：ことで、うん。そこのベースの付き合いっていうか、そりゃある意味先がちょっと

決まってた。もうつけないということを決めてて、亡くなるってことも決めてる中

での志賀さんの伴走の仕方と、一転、西京都病院とかで川口さんが来て、地域生活

できるんだって、先が、ある意味開けていって。だけどそれは先が続くってことじ

ゃないですか。変わりました？やっぱり。付き合いというか考えとか。 

 

志賀 ：いや、あんまりそれは変わってないと思う。目の前の現実が変わっただけで、何か

甲谷さんとの関係とかつきあい方が大きく変わったわけではないと思う。川口さん
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が登場して、在宅できるよっていう話になるところまでは、「毎日行く」っていう

ことを続けてきたけど、やっぱりもう私も限界は限界だったんですよ。だって仕事

もしながらだから。大学の教員と劇場のプロデューサー掛け持ち。劇場でリハーサ

ルに立ち会っていて、座った瞬間に爆睡してしまい、目が覚めたらリハーサル終わ

ってたとか。もう、これあかんやん私、劇場のプロデューサーとして、みたいな。

かなりの限界状況でした、毎日やっぱり行くってね。ただ始めたことだからやって

たけど、どこかでもう、「これってどこまでやれるかなぁ」っていう状態ではあっ

たと思う。で、甲谷さんも状態悪くなるし、まあいいタイミングで川口さんの話が

来て。由良部さんも私も躊躇しなかった。甲谷さんももちろん躊躇しなかったのは、

もうそれしかないだろうと。できるとかできないとか考えてる暇はない。もうそれ

しか選択肢はきっとない。このままここに居つづけることもできないし、新たな転

院先を見つけることも、それは奥さんがやってたんだけど、もう限界って感じだし、

どこの病院に移ったとて、これ以上良くなることはない。身体も悪くなるし、待遇

も悪くなるし、私らのサポートももう限界がきてるし。もうできてもできなくても、

この川口さんの話に乗るしか進む道はないっていう状態まで来てたと思う。だから、

誰も反対するとか迷うとかなかったね。もうそれしかないっしょって感じだった。 

 

長谷川：それはもう呼吸器つけるとかつけないとかそんなんじゃなくて、それしかない。 

 

志賀 ：これ以上、甲谷さんが生きていく場所がもうないし。終身で受け入れるって言って

た病院が一年でギブアップしたときに家族も「これ以上先がない」っていうふうに

やっぱり思ったと思う。支援の会が立ちあがる頃に、実は甲谷さんは長野県かどこ

かの施設に入る話も出てたらし。ただ、みんながそういうふうに言ってくれるんだ

ったらやっぱり京都にいたいっていうことになった経緯もあったから。京都での転

院がもう限界には来てたと思うんだよね。 

 

長谷川：志賀さんも大変で。 

 

志賀 ：私ももうたぶん…。やってたけど、いやとか、もうやめたいとかそんなことじゃな

くって、もうなんていうか、朦朧としながら生きてる感じになってましたよね。だ

けどやっぱり、待ってるってわかってるから、「今日は仕事だからごめん行けへん」

って言えないところにどんどん、そういう関係性になっていくじゃないですか。も

ちろん「仕事で出張だからこの一週間来ません」とかいうのはあるけど、自分の都
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合で行くとか行かないとかっていうことはやったらあかんと思ってたので。そこだ

けはなんとかと思ってやっていたから、もうフラフラ。病院で 10 時までいて、ま

た劇場に戻ったりとかしてたんで。私が交通事故起こしてなんかあってもおかしく

ないぐらいの状況だったとは思う、それは。 

 

♯すごいストレスだった、病院に行くっていうことは 

 

長谷川：甲谷さんから「もういいです」って言われたことないんですか？ 

 

志賀 ：なかったね、それは。最初の頃は「無理しないでください」とか言ってたよ。だけ

ど、やっぱりどんどん彼も身体きつくなっていって。まっすぐ座っていることも難

しくなっていたし、パソコン使うにもセッティングちゃんとしてほしいとか、でき

るだけ誰か側にいる必要があって、そういう意味でもう病院のスタッフでは無理だ

ったからね。 

 

長谷川：病院のスタッフに言うことあったんですか？志賀さんから。自分がいない間とか、

甲谷さん。 

 

志賀 ：だからいろいろ紙に書いてとか、写真をとって説明とか書いて貼ったりとかしてま

したけどね。でもけっこうそういうのウザがられたよね。 

 

長谷川：うん。そうですね。 

 

志賀 ：そういうことをすると、プロのプライドを傷つけられるみたいな感じなのか、すご

い嫌がられた。でも転院は甲谷さんのストレスも大きいので、ケアをまとめたファ

イルを甲谷さんが作ってくれって言うから、細かい細かいことまで全部ファイルに

したり、パウチして貼れるようにしたりとかして。壁やベッドにいっぱい貼ってた

けど、あるとき「こんなん剥がしてください」みたいなことを言われたこともあっ

たし。 

 

長谷川：そういうことでやっぱり病院でちょっと話し合いあったというか。 
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志賀 ：交渉したり喧嘩したりっていう記憶はあんまりないので、我慢してたんですかね。

ていうか、私が我慢するんじゃなくて甲谷さんが我慢するってことに結局なるから、

ある程度言うことは言ってたけど。でもやっぱり追い出されるわけにはいかないと

いうことは絶対的にあったからね。家族でもない者の立場から、それ以上のごり押

しできないし、逆にそういうことがあるときだけ奥さんのほうに病院から連絡がは

いることになって。またそこがややこしくなったような気がする。だからすごいス

トレスだった、病院に行くっていうことは。毎日通うっていう物理的なことだけじ

ゃなく、今おっしゃってるような、病院側とのこととか、家族じゃないっていうこ

とね。家族だったらまた全然違ったりね。 

 

ユ  ：志賀さんの家族の反応はどうでした？ 

 

志賀 ：私の夫は甲谷さんのことをよく知っているし、彼もボランティアで関わっていたの

で、そのこと自体は全然問題もなかった。毎日行くようになってからも、ちょっと

うちの夫もアーティストで変わり者なんで。たぶん普通の男性だったら自分の奥さ

んがそういうふうに男性の友人にすると、なんかちょっと複雑な感情を持ったりと

かきっとするだろうと思うんだけど。うちの夫はあんまりそういうタイプの人じゃ

ないので、全然そのことに関して問題ありませんでした。まあ私のことは心配はし

ていましたけど、疲れてるからね。だけど、そういう変な意味で「もうやめとけ」

とかそういうのはなかったの。それは感謝してます。でもそんなんいったら、自分

以外のアーティストと仕事するプロデューサーとは結婚できないけどね。 

 

長谷川：それ聞いてというか、私ね、甲谷さんとか患者さんといわれる人たちって、すごい

ストレスだと思うんです。あの病院にいるっていうこと自体が。それはもうレスパ

イトでもなんでももう帰ってきたら絶対体調悪くなるし、なんのために行ったのか

わかんないぐらいですよ。それはわかるじゃない。で、志賀さんがいつも甲谷さん

とかにさ、「もう一回病院に帰るってのは自分ももうやられへん」っていうことを

言うのは、志賀さんとか通ってるほうもつらいんですよね。 

 

志賀 ：そうですね。だから、家だったら、もし誰もヘルパーいなくなって、ずーっと介助

しててもできるって思う。でも病院にはもうよう行かんわやっぱり。なんやろね。 

 

長谷川：なんなんでしょうね。それが。 
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志賀 ：病院の空間ね。 

 

長谷川：あれがね。なんていうのかな、通うのがしんどいっていう、例えば車で、物理的に

そんなんじゃなくて、そこの空間に入るとっていう。 

 

志賀 ：なんというか自分の居場所がないっていうのもあるし、病院のルール主動で生きて

いかなきゃいけないし、コントロールされてるからね。本人主体の暮らしじゃない

し。ましてやそこに家族でない人間が関わってきて、色々注文つけてくると、病院

の方も嫌な感じなんでしょうね。 

でもそれは、私、父がＡＬＳになって、家族の立場で大阪の刀根山病院っていうと

ころに関わったときでも、まあ似たようなことは感じました。ただ、家族だから向

こうは、家族じゃない者だった私にとったような態度はとらなかったけど。やっぱ

りこっちが、「いやこうじゃなくてこうじゃないんですか」みたいなこととか、

「なんでこういうふうにしてもらえないんですか」とかいうようなことを言うと、

やっぱり「ここは家じゃないんで」ってはっきり言われたから。ああ、もうどこも

手が足りないから、「わかってるよ私らだって」っていう気持ちがあるんだろうな

っていうふうには思ったけどね。 

 

♯「この先死んでしまうかも」みたいなことをあんまり考えた記憶がない 

 

長谷川：でも、さっきのしんどいってところには、甲谷さんがやっぱりどんどん悪くなって

いって、その先って、いってしまったら、もう死っていうものが明白に見えてて、

それ本人も言ってるわけじゃないですか。 

 

志賀 ：でもあんまり死ぬって思ったことなかったような気がする。今、言われてみて思っ

たけど。 

 

長谷川：ほんとですか？ 

 

志賀 ：いや、甲谷さんは死というものに向き合ってるねんで。で、この先呼吸器つけへん

かったらっていうことあるんやけど、たぶんやってるときは、在宅の話が出てない

ときね、たぶんね、たぶんそんなことはあんまり考えてる余裕がなかったと思う。
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目の前のことっていうか、そんな先の、「死ぬかも」とか「いつ死ぬかな」とか考

えてる余裕きっとなかったと思うわ。自分の仕事と、病院へ行くっていうことと、

行くために準備していかなきゃいけないこととっていうことのほうがいっぱいあり

過ぎて、たぶんその観念的なことを考えてる余裕はなかった。むせてるから、倒れ

るから、どうやったら、どういうクッションがあったらいいのかなって、そんなこ

とは考えるけど、「この先死んでしまうかも」みたいなことをあんまり考えた記憶

がない。 

 

長谷川：それはもう一番初めの支援の会のときのお葬式みたいな、お通夜みたいな空気感か

らすれば全然変わった。 

 

志賀 ：具体的にやることがあるからね。 

 

長谷川：具体的にやることが見えて。その具体的にやることが見えたのは、やっぱり通い始

めてっていうことですね。 

 

志賀 ：っていうことだと思う。で、通い始めたことによって、私も見えるっていうのもあ

るし、病院側が「来てくれるんやったら」っていう、ある程度私を組み込んだ甲谷

さんの生活っていうものもだんだんできてくるし、甲谷さんも私がありきで生活を

考えてるから。そういう意味でいうと具体的になる。支援が具体的だっていうこと

かな。 

 

♯「やろう！それしか道はないよ」 

 

長谷川：そっから川口さんが来て。でも、みんな疲れてるときに川口さんが来て、で、地域

生活できるよってことで地域生活して、それしかないという一択で、出るという。 

 

志賀 ：全然迷わなかったね、みんな。できるかなぁとか言ったって、もうこれ以上、今の

ボランティア支援ももうできへんやんねっていう感じやったからね。 

 

長谷川：それは志賀さんとか由良部さんとか周りの人にしても、甲谷さんなんかこう読んで

ると、すごい嬉しそうな顔でやっぱり。 

 



132 

 

志賀 ：もうそう。「当然！」みたいな。「賛成！」みたいな感じでしょ。 

 

長谷川：周りがどんな感じだったのかなって。 

 

志賀 ：まずは由良部さんと私が相談して、「やろう！それしか道はないよ」と覚悟を決め

る。そして、「こういう話があって、それ以外に道はないと思います。私達にやら

せて下さい」と奥さんと病院側に伝えました。でも、そこから最終的には奥さんと

は決裂したし、病院の担当メディカルソーシャルワーカーの人との関係性はそりゃ

最悪でした、移行するにあたって。最重度のＡＬＳの人が独居するという事例は首

都圏以外ではほとんどなかったので、彼女にとっても大変な仕事だったのだと思い

ます。とにかく、介護保険ではこれもできない、あれもできないと、できないこと

ばかり言われた。そこへもってきて介護保険と障害のサービスを合わせて使ってい

くっていうことはそんなにたぶんあんまり例がなかっただろうから。こっちも制度

のこと、何も知らない、初めてのことばかりで。ただ、「もうこれしか選択肢がな

いんです」っていうことでいる私に対して、彼女はやるべきことはちゃんとやって

くれた人なんですよ。在宅移行時に彼女がセッティングした訪問看護やら往診やら、

入浴サービスやらというものはその後もいまだに全部破綻なく使ってるから、やる

べきことは全部ちゃんとやってくれたんですよ。だけど、むちゃくちゃ感じが悪か

ったから、すっごく追い詰められて。でも彼女も初めての事例に追い詰められてい

たんだと、今は思えます。思い出したくないぐらい感じ悪かったですよ。だから、

病院に行ってその人と会うと思うだけで心臓がバクバクするぐらい。サポートされ

てるっていう感じは一切ない。はっきり言われたのは、「できもしないことで本人

に希望を与えて、絶望に突き落とすようなことをしないで下さい」「家族でもない

のに本当に人生の責任なんかとれるんですか？」って。まあ「できもしないこと」

って、前例がないからですけどね。でも、それって答えようないよね。まだやって

ないんだからね。やるつもりで覚悟しているからっていう話をしてるわけだし。 

私の中では、でも 2 年間、病院に私は毎日通いましたっていうことはありましたけ

どね。それがなかったら、私もちょっとようせんかったかもね。うん。結果的にで

すよ。結果的にだけど、もし私が週に一ぺんしか行かないような関係だったら、在

宅の話になっても、たぶん私、「それやろうよ」って言えなかったと思う。やっぱ

りそれは自分が、私は 2 年見てきたと。で、もちろん病院だからプロの人たちのケ

アを受けてる中で私が見た一部のことでしかないけど、この程度のことだったらで

きるんちゃうかなっていうのは、はっきり思ってた。どういうケアが必要かってい
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うことがわかってたから。もちろん訪問看護も入るし、「素人のあんたらにできる

のか？」って言われても、「別に素人でも、甲谷さんと気が合えばできると思いま

す」ということぐらいは言えるぐらいに、甲谷さんの生活を見てきたし。そこはだ

から、やっぱりその 2 年があってのその話だったと思う。あと、制度のことなんて

知らないけど、「それを説明するのがあなたの仕事でしょ」っていう感じには思っ

てた。でも、ものすごいいい加減なこと言って舞い上がってる人達っていう扱いは、

それは当然受けました。 

 

長谷川：それは何？川口さんたちの提案が、やろうっていうことを決めて、病院としてはも

う 180 度違うことを言うわけでしょ。これからどうしていこうかというときに、

「いや地域移ります」って言ったときに、やっぱりみんなは「それはないだろう」

って思う雰囲気だったんですか？ 

 

志賀 ：そういう選択肢があるっていうことを、想定していなかったみたい。「東京ではや

ってる人がいます」って言ったら、「それは東京だからです」って。「東京の資源、

東京の財政、東京だったらできるけど、地方では無理です」と。それから、奥さん

はケアマネだったから、私たちよりももっと京都の介護の状況っていうか資源を知

っていた。その頃、まだ医療的ケアがグレーだったので、吸引は同意書でできたけ

ど注入ができない。家族が同居じゃなかったら注入ができない、誰がすんの？そん

なグレーなこと受け入れる事業所は京都にはないって。ケアマネの奥さんが言うの

はやっぱり強いよね。だから、そういうこともあるんだって思ったけど、川口さん

は「大丈夫よ、なんとかなるって」みたいな感じで、だんだんわけがわからない感

じがありつつも、私らも「なんとかなるんかな」とか思ってて。まあ、そこでココ

ペリの長見さんを思い出したんです。出会ってたんです、既にもう。 

 

長谷川：もう既にですよね。 

 

♯「いいですよ。京都は思い入れのある街だし。」 

 

志賀 ：私が阪大にいたときに同僚だった西川勝さんとお知り合いで、横浜で甲谷さんの展

覧会をやったときに、「甲谷さんのケアできる人がいない」って言ったら「長見ち

ゃん誘うわ」って言って、長見さん（ココペリ１２１代表）がついてきてくれたん

です。 
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長谷川：じゃあ西川さん。 

 

志賀 ：はい。西川さんはココペリ１２１の理事なんです。それ以前に、ココペリ主催のＡ

ＬＳの方の映像上映会があって、その映像というのが阪大の同僚の西川さんと久保

田さんの作品だったので、私も見に行き、そこで初めて、ココペリと長見さんを知

りました。その頃、甲谷さんのことはすでにやってたので。横浜に一緒に来て下さ

ったんだけど、その後、また途絶えて、在宅移行の話になった時にも忘れていたん

です。甲谷さんのヘルパー事業所をどうするかっていう話になった時に思い出した

んです、長見さんのことを。川口さんの社長プラン、患者さんが自分の事業所立ち

上げてやるっていうの、そりゃあちょっと無理。甲谷さんは病状もあるけど、もと

もと経営とかそんなタイプじゃないし。じゃ、支援者でＮＰＯの事業所立ち上げて

って話になったけど、それも現実的にはむずかしい。京都には医療的ケアをやるよ

うな事業所とか、24 時間入ってくれるような事業所なんかないとも聞いていたし、

どうしようってなんて。で、長見さんのココペリ１２１にお願いすればいいんじゃ

ないかと思いついた。ヘルパーをやる人は、すでにボランティアで関わってくれて

いる友人や、由良部さんのワークショップに来ている人の中で興味を持ってくれて

いる人がいたので、ある程度、人数はそろっていた。だから、あとはヘルパーを預

かってくれて、グレーゾーンの医療的ケアに片目をつむってくれる事業所があれば

よかった。長見さんはなんの躊躇もなく「いいですよ。京都は思い入れのある街だ

し。」っていうことになったから、一気に問題が全部解決した感じでした。ココペ

リは大阪の事業所だけど甲谷さんを機に京都へ進出することになった訳です。 

在宅独居を始める上で、一番、周囲の専門家が心配したのは、医療的ケアを担って

24 時間入れるヘルパーを確保できるのか、それを担う事業所があるのかというこ

とだった。でも私達の場合、ヘルパー候補は既に確保していたし、ココペリが受け

てくれたので、受入れ事業所の問題も一気に解決したんです。ココペリで決まる前

に、受け入れ先として川口さんは広域協会を紹介してくれました。でも広域協会の

方と話したら、まず、「本人を電話口にだして直接話したい」「基本は同性介助だ」

って言われて…。障害者運動の論理で言えば正論ですよ。だけど集まってるのはほ

とんど女性だったし、広域協会とはちょっとスタンスが合わないかなと感じました。

患者本人主体というのは当然だけど、病気でできなくなっている、たとえば電話で

話すこととかむずかしいわけで、どんなに時間がかかっても文字盤で読み取って代

理で話す、というところまで、私達は本人がやらなくても良いと感じました。それ
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は、私がプロデューサー上がりで、アーティストと出来ることを分担してプロジェ

クトを進めるという感覚が強かったからかもしれません。甲谷さんと十分に話し合

って、問題意識も進める方向も共有している上で代理をしていると思っていました

から。 

 

長谷川：その地域生活に具体的にいきますっていう声をあげるっていうか、周りに言わなき

ゃだめじゃないですか。それを言ったのは、志賀さんが伝えたんですか？ 

 

志賀 ：周りってでも誰？ 

 

長谷川：家族とか、それから。こっちの医療関係者ですか。みんなだって、このまんまいく

って思ってるでしょ。 

 

♯私達の決断であると同時に、根本は甲谷さんの決断であり、選択 

 

志賀 ：甲谷さんと由良部さんと私で相談して決心し、奥さんに伝え、奥さんが療養生活の

中心的存在であった民医連中央病院のＭＳＷに伝えたんだと思います。当時は呼吸

器を付けない形で終身で受入れるといっていた別の病院にいましたけど、そこがも

うお手上げになって転院先を探さなくてはならない状態だった。だから古巣の民医

連に今後のことを相談したんだと思います。ちょっと面白いいきさつがあって。在

宅の話が出たのは、2007 年 1 月なんですけども、その前年の 11 月か 12 月に、さ

くら会がやったさくらモデルに関するシンポジウムのネット中継があったんです。

その情報を私にくれたのは奥さん。既にその時、なんとなくきまずい関係だったの

に、不思議でした。で、見たんですね。驚きました。まさに目から鱗が落ちた！患

者さんが自分で事業所を立ち上げて、自分のヘルパーを育てて町で暮らす。考えた

こともない発想だった。奥さんに「すごい感動しました」って言ったら、奥さんは

「まあそれは在宅の話やからね」って、病院で療養していく甲谷さんのこととは関

係のない、世の中にはすごいことがあるっていう感じのこととして言われました。

私もまったくその時は甲谷さんのこととしては見ていなかったんです。でも、それ

を見てたので、川口さんが在宅独居の話を持って来たときに、理解と受入れが速か

ったんです。 

 

長谷川：そうですね。すっと入った。 
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志賀 ：「あのネットで見たすごいやつだ！」「もうこれしかない！」と由良部さんにその

話をうわーってして。で、由良部さんも「もうそれしかないよね」って。できると

かできないとか言ってる場合じゃないしってことになった。で、奥さんに話し…。

奥さんも転院先を探せって言われて、手詰まりになっていた時期だったから、複雑

だったんじゃないでしょうか。転院先はもうそう簡単にはみつからない。自宅で見

るという選択肢はむずかしい。家族として夫婦として、他人にゆだねていいのか。

京都の介護状況を考えたらそう簡単なこととも思えない。だいたい私ら福祉の素人

が勝手に熱くなってるけど、本当に責任とれるのか。などなど、直接、聞いたわけ

ではないけど、本当に複雑だったと思います。 

最終的に、甲谷さんは奥さんと話して離婚を決意し、家族も財産もすべて手放して、

生活保護を受給して、独居するという形におさまりました。奥さんはいっさい関わ

らないとおっしゃって、実際、それを実行されています。結果的にはそうしてくだ

さったことはプロジェクト遂行のためには大変賢明な判断をしていただいたと思っ

ています。甲谷さんのことを責任持つという誓約書を交わしたいという話もありま

したが、奥さんとそれを交わすのはちょっと違うと思い断った記憶があります。 

 

長谷川：志賀さんすごいな。私ならそんな、うろたえてサインしちゃいそうな。 

 

志賀 ：これは私達の決断であると同時に、根本は甲谷さんの決断であり、選択なんですよ。

甲谷さんと誓約書交わすならわかるけど、周囲の人同士が交わすのはおかしいでし

ょ？まあ、奥さんも病院も、なにも知らない素人が熱くなって舞い上がってやろう

としてるみたいな感じに見えたんでしょうね。実際、とても冷静とは言えない興奮

のるつぼにいたことも事実ですし。だけど、何度も言いますが、それでも私は 2 年

間毎日病室に通った自分がいたから、やれる、やりたいと思っていました。 

 

長谷川：反対というわけじゃないけれども、できないんじゃないって。 

 

志賀 ：うん。そういう感じ。まさにそんな感じの言われ方した。そんなこと前例もないし

とか言って。 

 

長谷川：それがあるから病院の連携室のケアマネさんとかも、なかなか情報、情報っていう

か、前向きに。 
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♯経験がないから、判断がつかない 

 

志賀 ：ごちゃごちゃしましたけど、進み始めると、まずスケジュールはすぐに決まりまし

た。すぐに日赤病院に転院して、喉頭全摘の手術を受ける。その後、民医連に移っ

て、3 ヶ月間の退院調整期間を過ごす。その間に制度的な問題をクリアにする。8

月 13 日がリミット。それは絶対に延長できません、と言われました。私達は家探

しとヘルパー候補決定とココペリとの調整、それから生活保護の申請。ＭＳＷはケ

アマネは引き続き自身がやることにして、往診、訪問看護、訪問入浴、訪問リハビ

リを決めていく。でも肝心のヘルパーを何時間使えるのかっていう支給時間がね、

ほんとにギリギリまで出なかった 8 月に入っても出ないから、3 人目の中心的支援

者の、京都新聞の岡本さんが、きらリンクの土屋さんにつないでくれて、役所に話

をしてくれ、そしたらわりとすぐに答えが出ました。支給時間が決まらないと、ヘ

ルパーの時給もお知らせできないですし、支給されないからと言って、独居なので

ヘルパーのいない時間をつくるわけにはいかないからね。 

 

長谷川：実際にもう地域移行しようって決まってから、由良部さんと志賀さんが、甲谷さん

は動けないから動くわけじゃないですか。だいたい由良部さんが介助体制とか介助

者集めと家探しか。で、志賀さんは制度的な面っていう話。制度とか割り振られと

きに、知らないけども、だけどもやっぱり地域連携室の人たちに聞いてっていうこ

とで始められた。 

 

志賀 ：私は制度のことを何も知らない家族と同じ立場でしょ？だから、私にできることは

ないですよね。それをやるのはＭＳＷの仕事ですよね。だけど、彼女と私がすごい

緊張関係になってしまって。というのも、ＭＳＷの人も初めての事例ですごいスト

レスだったんだと思いますけど。もう一つの理由は、支援者がすごかったこと。甲

谷さんの後に由良部さんと私、そして京都新聞の岡本さん。新聞記者が内部にいる

というのはすごい緊張をもたらしたみたいで、病院の事務長に記者を連れてこない

でくれと直接言われたこともありました。そしてその外側に、ＡＬＳ協会やさくら

会、立命館大の立岩先生たち、でしたから。そのくらい、甲谷さんの在宅独居実現

は首都圏以外でのＡＬＳ患者の将来がかかっているプロジェクトという圧というか

熱が、我々の側にはあったと思います。私もわからない中で、後にいる人達のいろ

んな意見を聞きながらＭＳＷと話すので、すごいストレスでしたし、どうしても答



138 

 

えの決定が遅れる。私が妻なら本人と相談して決めたらいいだけのことでも、甲谷

さんのプロジェクトでは意見をみんなにはかるからね。それがまた先方をイライラ

させたり。出来ないといわれていることでも、支援者はそんなことない、絶対でき

ると言われて、でも私も判断つかないから、なんだか伝書鳩みたいになってしまっ

たり。でもね、その時思ったのは、支援職なら、もう少しわかりやすく制度を説明

して、私のことも支援してくれたらな、ということでした。あの頃は本当に理不尽

なことをたくさん言われました。それは制度が家族がいること前提で、独居の事例

がなかったからなんですけどね。例えば、訪問看護や入浴のサービスを受けている

ときはヘルパーは使えない、と。サービスの重複利用禁止ってやつですかね。訪問

リハを入れるから、ヘルパーはマッサージしてはいけない、とか。結果的には家族

がいなくて、ヘルパーが家族代わりなのだから、ヘルパーは常にいて良いというこ

とになりましたけどね。その過程においては、あれもだめ、これもだめ、というこ

とが山のようにあって、「心が折れる」とはこのことって感じでした。そのぐらい、

前例がなく、制度も熟していなかったということだと今ならわかりますけどね。そ

んな中で、ココペリの長見さんのスタンスにはとても救われました。医療的ケアが

グレーだとしても、それをやらないと生きていけない人の介助に入るんだから、や

るしかない、とね。それが原則だと思いました。 

 

長谷川：志賀さんに降りかかっているんでしょうね、だから。みんながやってきて、川口さ

んなりにも。そういう人たちのアドバイスも、結局ここでやろうと思っても、今度

こっち側の人からも言われてっていう。 

 

志賀 ：そうね。それはそうだったよね。わかんないしね。ほんとでも私、経験がないから、

判断がつかない。どっちの言ってることが正しいとか。初めて経験する地域移行を

めぐる様々な複雑なことを、経験者や専門家がいろいろとアドバイスをすることは

もちろん重要だし必要なことなんだけど、ちょっと気をつけないといけないことが

あると思います。これ、耐えられない人もいるだろなと思った。もし、私がもっと

気の弱い、あまり社会経験のない奥さんだったとしたら、在宅生活が始まる前の準

備段階で、もう無理ですって。こんなことに巻き込まれて、とても自分には耐えら

れない、っていう気持ちになってもおかしくないだろうなと思った。私は家族では

なかったし、わりと職業的にもそういうふうな交渉ごととかややこしい話にわりか

し耐性があったけど、そんな私ですらけっこうきつかったから。みんな良かれと思

って言ってるけど、これめっちゃ普通の人にはきついとは思いましたね。だから、
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ちょっと情報量を整理するとか、直接接触する人の人数を減らすとか、ある程度、

そのへんいろいろ考えないと、せっかくやろうという気持ちになってても、あまり

にも複雑でややこしく、ストレスフル過ぎると、ちょっとこう折れてしまう人とか

もきっとあるだろうなと思った。 

でも、実際の生活走り出してみたら、なんにも問題なんかなかったんですよ。あん

なにわーわーうぉーうぉー言うてたのに、現実に甲谷さんが退院して、往診があっ

て、訪問看護があって、ヘルパーが入って。心配するようなことってそんなになか

ったんですよね。だから、ちょっとヒートアップし過ぎな感はあった、準備段階が。

まあだから、最初の第一例目だったっていうことももちろんあったけどね。あまり

にもヒートアップした時間だった気がする。 

 

♯当事者本人が何もかも全部理解してできるってこともないだろうから 

 

長谷川：それはでも甲谷さんは、その全部は。 

 

志賀 ：ある程度、話してはいたと思うけど、彼はもっと自分の哲学的な境地にいたと思い

ます(笑)。もともとあんまりそういうことはね。 

 

長谷川：だし。たぶん広域協会、ＡＬＳの人もそうだと思う、だいたいの人がそうだと思う

けど、広域協会とかは本人に本人にって求めていくじゃないですか。それをして、

今の志賀さんのようなものも全部引き受けてってできないですよね。 

 

志賀 ：そんなんできる人いる？ 

 

長谷川：いやあ。私はもう。 

 

志賀 ：私は自分の職業経験としては劇場とか舞台芸術のことしかわからないけど、なんで

も一人で全部できる人なんかいない。才能あるアーティストだけいても公演できな

い。アーティストとプロデューサーが車の両輪になって、それぞれの専門家を雇っ

て、一番いい組み合わせを考える。で、この人のほうが腕もいいし評判もいいけど、

やっぱりこの人のほうが気が合うとか、そういう組み合わせの中でしかチームとい

うかプロジェクトっていうものは動いていかない。当事者本人が何もかも全部理解
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してできるってこともないだろうから。もちろん、障害当事者本人の意思がちゃん

と尊重されてるかっていうのは、一番大切なことだけどね。 

 

長谷川：でもあれですね。甲谷さんの、甲谷さん、一つのモデルですよね。さくら会のあの

社長モデルとはまた違うじゃないですか。 

 

志賀 ：そうですね。だから社長モデルができる人たちがマスコミには登場することが多い

でしょう。岡部さんとかにしてみてもね。でもそれ、そもそもＡＬＳになってなく

てもできない人多いよね。 

 

長谷川：そう。逆にそれが。 

 

志賀 ：敷居がちょっと高くなるね。 

 

長谷川：高くなるし、入ってくる人たちの考え方が「本人でしょ」とかなると、全部本人に

求めるから、もうストレスになるんですね。どっちみち、「本人が言わないからこ

うなってるんだよ」みたいな押し付け合いになるから。そういうのはしんどいなと

思ってて。 

 

志賀 ：ねえ。ただでさえもう病気になってて、物理的にできないっていうこともあるし、

精神的にも相当ね、もうまずその状態にいらっしゃるっていうだけでも相当なもの

を背負ってらっしゃるって考えたときに、本人の意思を曲げてないんだったら、ま

あ代われるものは周りの者が代わってやったらいいんちゃうんかなぁとは思います

けどもね。そのへんのことで、障害者運動をやってる人たちと接触するときはちょ

っと緊張する。なんかこう、「甲谷さんのところは勝手に志賀さんがやってる」み

たいな感じに思われへんかなぁみたいな感じの緊張感。でも、現実問題として生活

を進めていかないと暮らせないし。甲谷さんがもともとあんなタイプだっていうこ

ともあるのでね。 

 

♯「やらなかったら生きていけない人を前にしてやらないって言えますか」 

 

長谷川：そのときのじゃあ、もう地域に出るまでは、いろんなやらなきゃいけないことがた

くさんあったわけじゃないですか。制度面をそろえなきゃいけない。それで、でも
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志賀さんも制度のことはそんなに知らない。で、支援っていうか、専門職の人もさ

ほど前向きにっていうか優しいわけではなくって、その中でもいろんな人に情報を

もらいながらやっていくんだけど、逆に情報を持つのも情報がたくさん過ぎてなか

なかしんどい部分があったっていうのが地域移行までですね。 

 

志賀 ：そうですね。とにかく前例のないことを先頭で走ってやったわけだから、しかたな

かったと今振り返ると思えますけどね。甲谷さんが「あとにつづくみちをひらきた

い」とよく言っていたけど、あの時の混乱があって、甲谷さんの在宅独居が実現し

て、今でも継続できていることによって、少しでも今はスムーズならなによりです

けどね。 

 

長谷川：じゃあかなり、地域移行するまでの、プランっていうんですかね。こういう生活っ

ていうプランの中では、志賀さんも、「あれができなかったらどうしよう」とかっ

ていう不安はあったんですか？ 

 

志賀 ：当時、ヘルパーに許されていなかった胃瘻からの注入、かな。でもそれは長見さん

が、「やらなかったら生きていけない人を前にしてやらないって言えますか」の一

言で解決した。事業所の代表がそういう意見で、ヘルパーにグレーだけどやっても

らえますか？やりますっていう同意がとれたから。そして主治医も訪問看護さんも

理解して教えてくれましたから。実際の生活の中では柔軟に対応することができて

良かった。あまりにも準備期間に、できないことばかり言われていたので、ちょっ

と拍子抜けするくらいでした。 

 

長谷川：でも一気に地域生活きたときには、今までいろいろ言われてきたけど結局は回って

いくという中で。 

 

志賀 ：うん。全然。始まってからはもう全然楽しかったし、ストレスもなかった。 

 

長谷川：ああ、そうですか。始まってから。 

 

志賀 ：全然。 

 

長谷川：全然ですか。これ問題やなとか、新たにこれが出てきたなとかっていうのは。 
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志賀 ：ほぼなかったね。一度、初期に甲谷さんの体調がちょっと悪くなって、硬直がすご

く強まった時期があって。その時に辞めたり、倒れたりするヘルパーがあったり、

私もかなり精神的に追い込まれたりとか緊張した時もありましたよ。今みたいにヘ

ルパーが定着するまでには、合わずに辞めていく人もありましたし。でも転院を繰

り返しながら病棟でサポートしている時や移行準備の時のストレスに比べたら、在

宅生活は基本、平和でした。 

 

長谷川：それぐらいだったんですね。 

 

志賀 ：「何も問題ないやんか！」って感じだった、実感としては。それよりも毎日楽しか

った、生活を作っていくのが。甲谷さんが病院を出て、新しく始まった場所だった

から甲谷さんの家でもあるし、みんなの場所でもあるみたいな感じがありました、

最初の頃は。今思い返して、「いやあ、始まってみたらやっぱり大変だったんです

よ」ってう感じはないんですよ。基本的にヘルパーが絶望的に足りなくなるってい

うこともなかったし、出たり入ったりはあったけれどもね。 

 

♯プロデューサー的な視点 

 

長谷川：志賀さん、ずっと聞きたかったんですけど、介助者でもないじゃないですか。自分

を、どういうふうにここの、甲谷さんのチームの中で居つづけてるのかな？みんな

から聞いていると、例えば伊藤敦子さんなんかは、やっぱり志賀さんがここをまと

めてくれていて、なんかあったらそこによりどころがあるみたいな。だからすごく

安心していられる。志賀さんの存在はすごいおっきい。で、あんまりこう介助者、

増田さんとこなんかでいうと、それって別にないというか、介助者の中でないわけ

じゃないですか。この人に言えば解決するとかって話じゃなくて、淡々と、普通に

いえば家族の人が、志賀さんとはまた違う意味で調整してるっていう。そういうな

んかみんながやってる。 

 

志賀 ：普通は家族がなんとなくそれをしてるんだよね。 
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長谷川：それをこう志賀さんの中で、どう。甲谷さんはたぶんそういうふうに、もうちょっ

とこう、志賀さんに、今まで積み重ねてきたものがあるから、すごい信頼感があっ

て。 

 

志賀 ：それはもう何度も言いますけど、やっぱり＜プロデューサー＞ということだと思い

ます。プロデューサーは現場のことは現場に任さないといけないし、プロデューサ

ーが現場に出張って行って細かい仕事をしてたら、やっぱりそのプロジェクトは回

らない。やっぱりある程度距離をもって見てるいて、あるポイントでは誰よりも現

場を知ってるっていうぐらいの関わり方でいないと。完全に中に入ってしまったら、

プロデューサー的な視点ってのは持てないし、かといって、プロデューサーという

のが肩書だけで、全然現場のことをやったことがなかったら、やっぱりそれは回ら

ないし。私は自分の職業経験で持ってるその感覚と同じかたちでしかやってないの

で。ただ、プロデューサーは、その代わり、「全ての責任は私が負います」ってい

うことだけは言わないといけないと思う。そこを逃げるんだったらもうプロデュー

サーはできないですよ。だから、「ここで起きる全てのことは、私が責任を取るか

らやっていい」とか、「やってください」とか、「そのことは甲谷さんに私が話し

ます」とか、やっぱりそういう口のきき方は意図的にしてます。つまり、ここで、

あなたたちが何か最初の責任を負うとか、逆にいうと最初に判断をするとかってい

うことはないと。限定的な責任の中で安心して仕事をしてもらって、私がヘルパー

に望むことは、できるでけ長く続けてもらうことだけですっていうふうに、ヘルパ

ーの関わり方を明確にするっていうこと。責任の範疇とか、望まれてることを、私

がはっきりさせるっていうこと。その上で、ここを回していくための全体のことは

私がやります。そのために、私は時給でヘルパーとして働く賃金以外に、コーディ

ネーターとしての賃金をいただいているから、その部分が私の仕事だということを

明確にする。で、私のこのポジションですけど、「甲谷さんのところが上手くいっ

てるのは志賀さんがいるから」って言ってくれる人もあるけど、私というキャラク

ターがいるからではなくて、このポジションがやっぱり要るんだと思うんですよ。 

 

長谷川：プロデューサー。 

 

志賀 ：うん。まあプロデューサーっていうのは、ここの場合家族がいないから、そういう

おっきな名前で言ってしまってるけど。もし家族がいたとしても、ご本人と家族で

も利害関係はあると思うので、コーディネイターは必要ではないかなと思います。 
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♯なんとなく保留にしたり、先延ばしにしないこと 

 

長谷川：移行するときに、要はもうあけて。で、ここもこうじゃないですか。他の人の場合

だと。そしたら、じゃあ移って、みなしでやるかっていうふうに、みなしでもでき

るんですけど、 

 

志賀 ：ああ。時間差がちょっとかかるってことね。 

 

長谷川：そう。だから病院の中でそれやってみたいな話がたぶん、大変。でもどっちみちで

も大変。そこが大変なんじゃないかな。 

 

志賀 ：それは制度上の問題なのね。 

 

長谷川：そうそう。制度上の問題で。でもやっぱり始まって。結局のとこ、どの話聞いても。  

 

志賀 ：最初のそこはだから、どっちにしても誰かが頭やわらかくしない限りは正論言って

たらできないっていうことでしょ。 

 

長谷川：そうです。そうです。ほんとそう。だから、地域移行のときは大変っていう話、ケ

アマネさんとかってのも、結局のところ思惑として、同じ方向を向いてくれないん

ですよ、要は。何かしらの、ほら、例えば「人がいないからそれは難しいだろう」

とか、責任を覆いかぶさってくるようなこと言ってくるんだけど、その責任自体は

そんなにね、私もおっきなことだと思わないんだけど。ただ、モチベーション下げ

てくるっていう、この一点かな。 

やっぱりビビるんじゃないですか。今でも看護師さんとかケアマネさんとかもそう

だけど、知らないっていうのもあると思うんですけど、制度の仕組みとか詳しくな

いっていうのももちろん一つあると思うけど、なんかね、一番みんなやっぱ言って

るのは、なんかできなくなったときの責任が自分たちにあるみたいなことを言われ

るってのが、一番怯えてますね。みんなね。責任っていうこの言葉に。誰もその責

任っていうのは基本的にはとれないんだろうなって思っているんですけど、ただ、

この人の生活をこういうふうに考えて、こういうふうにしてあげたりだとか、本人

がこういうふうにしたいけど、どう実現するかっていう話っていうのもね、その責



145 

 

任よりかはそっちを見たときに、どうしていくかっていうのは、なんだろうな、責

任っていう言葉だけじゃないじゃないですか。それはできなくなったときに、「で

きなかったね」じゃもちろん済まされないんだけども、ただそれをやろうとした事

実だとか、そういったことって残るわけだから、もっと違う、じゃあ別の方法を考

えようっていうふうに本来ならシフトしていけばいいんだろうなって思うけれども、

なんかそうじゃなくって、地域移行するなら地域移行するって、もうこれがゴール

になっちゃってるから、専門職にしても。その先続けるってことがね。そこらへん

がなんか難しいなって。 

 

志賀 ：責任ってむずかしいですよね。家族でもないのに責任とれるんですか、って地域移

行調整の時にも言われたもんね。責任ってなんだろうね。だけど誰かがはっきりと

決断して宣言しないと、進まないことは多いと思う。本人が言えたら一番良いけど、

家族もけっこう躊躇するよね。病院が言ってることと違うことを主張するのは。た

だ、最近は本人の意向を尊重するというのはしっかりあると思う。本人も自分一人

で暮らしていける訳ではないから、周りのことも慮って自分の意見だけを言うこと

もむずかしいだろうし。本人の意向を軸に話し合って、意見を一つにしていくとい

うことをやるしかないんだろうね。そうじゃないと、「様子見ましょうか」といつ

までも保留になってしまうこともよくあるように思う。よくヘルパーに言うのは、

私達が一番近く長く甲谷さんの側にいるんだから、医師や看護師に遠慮せずに、見

ていること、感じていることを伝える義務があるよ、と。なんとなく保留にしたり、

先延ばしにしないことは気をつけてます。自分が甲谷さんだったらどうしてほしい

か、いつもそれは考えてます。だって私達が黙ったら、甲谷さんは何も言えないん

だから。 

 

長谷川：そう。それが、そうなの。だから私、ほんともう一個、家族じゃない人たちがいい

なって思うのはそういうとこですよ。 

 

♯どこまで、まだやれそうなことを挑戦し続けるか 

 

志賀 ：家族も先生に遠慮するんだよね。わかるわかる。 

 

長谷川：そう。それはあって。例えば増田さんのこの傷でも、ほんとにすごい傷なんですよ。

それが治らなくって、私はもうあんな痛かったら、しかも痛み止め飲むくらいだっ
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たら、もう早く早くって、検査でもなんでもして！みたいな。それこそ入院なんて

しなくていいから検査して、原因突き止めたらいいじゃんって思うけど、それがや

っぱり言えないんですよね。 

そこの林さんも、なんも知らないけれども、なんも知らないんですよ。やっぱり知

識がないし、そんな他のＡＬＳの人たちを知ってるわけでもないし、協会の繋がり

があるわけでもない。ただのほんとお父さんなのに、家族っていうだけで、わかん

ない責任ばっかり押し付けられて、あれやれこれやれって、わかんないからやって。 

 

志賀 ：それはお父さんも気の毒。 

 

長谷川：そういうふうなことがなんか、周りからしたらすごく家族っていいポジションなん

ですよね。そういうふうに使われるのもなって思ったりして。 

 

志賀 ：どこまで、まだやれそうなことを挑戦し続けるか、ってところはあるよね。外出と

か、経口摂取とか、おしゃれとか、一番大切なコミュニケーションもだけど。命の

安全を守りながら、生活の独自性とか質をどう保っていけるか。 

 

長谷川：いやあ。そういうのほんとにある。なんなんだろう。慣れもあるのかな。「もうこ

れぐらいでいいだろう」みたいなそういうのが感じられて。 

 

志賀 ：そうそうそうそう。諦めちゃうっていうかね。「しょうがないでしょＡＬＳだから

な」みたいなね。 

 

長谷川：そうそう。身体こんなふうなんでって訴えてても、いやでもＡＬＳでって。 

 

志賀 ：ああ、そんなもんよねみたいなね。 

 

長谷川：神経系の病気だからそういうふうに出てきてもおかしくないよねみたいな。いやい

やみたいな。 

 

志賀 ：しんどい言うてはんねんしって。 

 



147 

 

長谷川：それは本人とか家族が逆に、「いやいやそんな検査なんて」って言うぐらいでも、

医者としてやってくれよって思いますけどね。それは不安じゃないですか、一つ。

解決できることは解決してほしいし。 

 

志賀 ：そうそうそう。ほんとにそういうことがやっぱり普通にあるしね。 

 

長谷川：恐ろしいなと思って。それはやっぱり家族とかだと権力関係みたいなものもあるん

ですよね。 

 

志賀 ：なんであんなお医者さんに遠慮するんやろ。お医者さんやから偉いって、ある世代

以上の人は思ってるからね。 

 

長谷川：うん。し、そこにそっぽ向かれたらって思うんじゃないですか。やっぱり。そうい

う意味ではなんかね。そこにいる介助者もいくらそんなに本人のことを思ってても、

家族がそう言っちゃったらそれまでってこともあるから。 

 

志賀 ：まあね、なかなかそこまでは踏み込まないよね。それはね。 

 

♯積み重なってくる絶望感っていうのは、病気そのものよりも大きい 

 

長谷川：だからすごい思うのは、一般の普通の感覚っていうんですか。病院とか行っても、

やっぱりおかしい。ほらおかしいじゃないですか。ああいうのが慣れてくるってい

うのがだめなんだろうな。だから一般の感覚持ってるのってすごい重要やなっての

は思う。 

 

志賀 ：そうだよね。しょうがないと言っちゃえばしょうがないことはたくさんある中で、

どう踏みとどまるか、だよね。父が入院していた神経難病の方が多い病棟の食事介

助に、すごくショックを受けたことがある。Ｕ字型のテーブルの外周に車椅子の自

分で食べられない患者さんがずらっと配置されて、Ｕの中に看護師が一人入って、

順番にスプーンで口に食事を運ぶの。私、それ見たときに、ぞーっとして。ただで

さえＡＬＳになってショックを受けているのに、父がどういう気持ちで口開いてん

のかなって思ったら、なんかもう、涙が出ました。まあ人手が足りないからなんで

しょうけどね。でもそれって、それこそ尊厳が失われている状態じゃない？びっく
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りした。みんな飲みこんだりするのに時間がかかる人だから、それで効率よく食事

介助できるんだけど。こんな扱いされたら、死にたくなっちゃう･･･。 

 

ユ  ：それは人間に対する、行動じゃないですね。 

 

志賀 ：冒涜だよね。 

 

ユ  ：動物とか、他の。 

 

志賀 ：いやぁ、すごいもの見ちゃったーと思って。それが普通になっちゃってるからね。

やってる看護師さんたちも、別にその人個人が悪いわけじゃないよね。それを強い

られてるわけだから。 

 

長谷川：慣れって怖いよね。 

 

志賀 ：尿パッドとかオムツの使い方も、在宅では考えられないくらいの枚数を当て込んで

あったり。いずれも人手不足のなせることなんでしょうけど、怖いです。 

 

長谷川：ほんと思います。ほんとに思う。怖い。ああいうことやってると何されてるかわか

んないっていう思い出てきますよね。 

 

志賀 ：思うよね。だから、人間が死にたいって思っちゃうのってさ、病気事態のことで絶

望するっていうのはあると思うけど、でも病気そのもの以外のこともいっぱいある

よね。無力感っていうか、「自分はもう何もできないんだ」「こんな人に身を任せ

るしかないんだ」「こんな扱いを受けても何も言えないんだ」っていうことがやっ

ぱり積み重なってくる絶望感っていうのは、病気そのものよりも大きいよね。でも、

それはさ、本当は変えていける、改善していける部分だからね。ＡＬＳは治せない

けど。だから、そんなことで絶望感を抱かせてはいけないと思う。いつも甲谷さん

に接するとき、自分なら我慢できるかって考えるようにしている。この我が儘で自

己愛の強い私がＡＬＳだったら、こんなやり方で、この程度の介護で満足するだろ

うかって。 
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長谷川：いやぁ。ぜひ林さんのお父さんに聞かせたい話です。呪縛から解いてあげたい、み

んな。そういう。 

 

志賀 ：お父さんとかやっぱり自分を責めてはるようなところがあるんですか？亡くなって。  

 

長谷川：やっぱりそうですね。ヘルパーにも気をつかわなきゃいけないから。ほんとは娘さ

んのね気持ちとかそういうの優先したいだろうけども、娘さんが、やっぱり自分の

意思が通らないわけですよ。人、あんだけいたら。で、そうしてヘルパーが辞めて

いったら、じゃあ 24 時間成り立たなくなる。ある意味で親としては、娘を人質に

出してるような感じがあるから、ヘルパーに対して気を使わなきゃいけなくて。そ

のヘルパーがしてる仕事、例えば刻み食だったりとか、すごい大変だから、「それ

は用意しといたほうがいいよ」って自分から娘に言ってしまったとか。一つ一つは

ね、ほんとは、なんていうかな、別にそんなこと言わなくてももちろんいいとは思

うし、だけど家族としては環境として、そんな辞められたら困る。娘がそんなワー

ワードンパチやって、それでまた虐待されても困るとかいろいろ思うと、その間を

とりもってしまうっていうところが逆にマイナスに思ってしまってるところがあっ

たんじゃないかなって話をしてたと思うし。そういう意味ではほんとにポジション

があるっていうのはすごく。志賀さんの話なんかを聞いてて、やっぱりそうだなと

か思って。 

 

♯ちょっと工夫すれば解決できたりするようなことが捻じれていく 

 

志賀 ：とにかく問題をね、具体的に外に出すっていうか、「今こんな問題がありますよ」

っていう、解決策ないかもしれないけど。っていうふうにできるかできないか。で

もその状況だとできない可能性もあんだよね、問題をね。結局わがままってことに

なっちゃったりとか。 

 

長谷川：そうそうそうそう。ほんとそうです。そうです。だから、私はやっぱり素直に、ご

家族は家族として、そこにいられるのが一番いいかなっていう。あんまり役割を背

負わせすぎないというか。 
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志賀 ：そうだね。それからやっぱりもう五十幾つであれだけキャリア積んで、自立して生

きてきた方だったら、今更親の支配下にもいたくないじゃない。自分と親の関係考

えても、「なんでパパの言う通りに私が生きなあかんの」ってことになるよね。 

 

長谷川：そうそう。だから、すごい、周りからしたら、お父さんお父さんってすごい頼って

くるけど、でも本人からしたら、 

 

志賀 ：それも腹立つよね。 

 

長谷川：そう。で、それがなんかわかってもらえないっていうもどかしさもあっただろうな

っていう。お父さんも別に制度のこと詳しいわけじゃないし、他のＡＬＳの人の暮

らし知らないままだから。 

 

志賀 ：一生懸命言われた通りにするしかないよね。穏便にいくようにね。 

 

長谷川：で、自分は仕事持ちながらでしょ。すごいそりゃしんどいやろなっていう。そうい

うことを逡巡されてるんじゃないかな。でも、その林優里さんにもお父さんにも甲

谷さんところの話して、「面白いですよここは」って。だからそういうとこばっか

じゃないっていうか。だからいかに、私たち側としては、いかにここの生活ってい

うのが、ある意味特別だけど特別じゃないっていうようなことを、いかに上手く伝

えるかっていうことだと思う。 

 

志賀 ：なんかほら、なんていうの、人間関係ってさ、特別大きな問題があるわけじゃない

んだけど、嫁姑が例えば仲悪くなってしまうと、もうずーっとしんどいままでいく。

別にじゃあ何が問題なんですか？って聞くと、別に何か大きな問題があるわけじゃ

ないっていう、そういうのってあるじゃないですか。それに近いようなとこあるよ

ね。具体的に何が大変っていったら別に大元の問題はなかったりするっていうか。

ちょっと工夫すれば解決できたりするようなことが捻じれていくっていうかね。 

 

長谷川：なんか言葉にしにくい問題でもあったりしますよね。そういう気持ちの感情的な問

題ってね。 

 

志賀 ：そうね。難しいよね。 
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♯とにかくみんな気持ち良くやってちょうだい 

 

長谷川：だけど、プロデューサーってかっこいいなと思います、私。 

 

志賀 ：別にかっこよくはないけど、そういうポジションがいるっていうことだと思うんだ。

これ権力でもなんでもないと思うんですよ。役割っていうか、ポジションなんです

よね。なんとなくプロデューサーとかっていうと、すごく権力的なポジションに思

うかもしれないけど。まあそれはすごい大きなお金が動くプロデューサーとかは話

が別なんでしょうけど、私はそんなの知らないし（笑）もう最終調整役ってことで

すよね。とにかくみんな気持ち良くやってちょうだいみたいな感じ。 

 

長谷川：それがすごい。こないだその話を聞いてすごいなぁと思って。 

 

志賀 ：だって、気持ち良くやってるほうが絶対に能率も上がるし、クオリティーも上がる

わけで、いやだなぁと思いながらいったって、あんまりねいい仕事できないしね。 

 

長谷川：それ根本ですよね。 

 

志賀 ：根本ですよね、ほんとに。 

 

長谷川：すごいなって。その根本をやるのって、すごい実は明確化できないじゃないですか。

「これをやればこうだ」みたいな法則もないから、人の動き見て、ここでこれか

な？あれかな？っていうふうな感じでやるわけじゃないですか。すごいなと思って。  

 

志賀 ：「甲谷さん在宅生活 5 周年ですから、ヘルパーが横になれるソファーをプレゼント

して下さい」って言って。甲谷さん、もう今はイエスかノーかはっきり言えないけ

ど、「イエスやんね、もちろん」って言って買わせてもらいました。ちょっとした

ことなんだけど、ソファー一つないだけでも、ヘルパーはしんどいと思うんですよ。

あそこで、地べたで待機とかだったら。なんかまあ、そんなちっちゃなことの積み

重ねだと思いますけどね。 
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長谷川：それがなんていうかな、なんていうんだろう、家族の気遣いと全然違うじゃないで

すか。ものすごい聞いてて私は腑に落ちる。志賀さんの話、ものすごく。 

 

志賀 ：いや自分も、ここで介助に入っていて、やっぱり楽に過ごすためにはって思う。待

機の時間も長かったり、夜とかここで寝るわけじゃないですか。そのときになんか

誰が寝たかもわからない布団引っ張り出してきて寝るとか私には耐えられないって

思うわけですよ。自分の実感に正直になったら解決するべき問題って意外とあるっ

ていう感じがするけど、外から見てたらわからないよね。夜勤で泊まる人がどうい

う感じで寝てるかとかいうことがね。 

 

長谷川：でもすごい、志賀さんの話ね、ほんと楽しくて、私すごい腑に落ちます。 

 

志賀 ：私は甲谷さんしかやってないので、たいしてお役に立てないんですけどもね。 

 

長谷川：大事だなと思う。いくらいろんなとこ入っててもわかんないことはいっぱいあると

思うし。視点がやっぱり違うんでしょうね、ほんとに。 

 

志賀 ：そうかしら。 

 

長谷川：やっぱ違うと思いますね。 

 

♯家族がそう言ってるのに、それ以上考えるってことはきっとない 

 

ユ  ：コロナの影響とかないですか？ 

 

志賀 ：市バスや地下鉄に乗るのを控えてるので、遠出があんまりできなくなってる。近所

の散歩は毎日続けてるし、車での外出はしてるけど。今までだったらもっと普通に

繁華街にも行ったりとか、遠くの寺社にも行ってたけどね。 

 

ユ  ：やっぱりさっき病院の話を聞きながらコロナの影響を考えると、なんか家族とか禁

止されてるから、面会も禁止さててるから、その関連もちょっと思いだしたりして

いたので、ちょっとコロナの影響はないかな？と気になりました。 
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志賀 ：そうですね。ヘルパーもみんな、プライベートの外出やイベントを自粛してると思

いますよ。ＤＪの白石さんなんかどこにも行ってないって言ってました。バスにも

乗らず、どこでも歩いて行ってるって言ってた。 

 

長谷川：ああそうですか。ＤＪの仕事は？ 

 

志賀 ：ぜんぜんやってない。増田さんとこなんかは、もう完全にあれですか？ご家族がみ

てる時間っていうのはなく、全部ヘルパーで回ってるんですか？ 

 

長谷川：いやいや家族。夜間は私もたまに入りますけど、でも私たちが入らないときは、夜

間は奥さんが。ただ、自動痰吸引器使ってるから。 

 

志賀 ：そんなに頻繁に起きてやらなきゃいけないわけじゃない。 

 

長谷川：うん。そうです。そうです。別に体位交換もあんまりないので。看護学生が。増田

さんはなんか変わってて。増田さんは増田さんのスタイルで、看護学生とかを入れ

たほうがいいらしくて。それは、かわるじゃないですか。卒業ときと。そういう入

れ替わりがあったほうがいいんだ。と。それは、どうなんでしょう。そういう奥さ

んがいて、ずっといるから、それの安心感もあるからそういうことできるのかなと

思ったりもするけれども。なんか、うん。ただ、やっぱりさっき言った問題起きま

すよね。どう考えても。家族がいて安心感もあるし、確かにそういう調整もするけ

れども、医者に対しては気を使うだろうし。 

 

志賀 ：でも増田さん本人がいろいろ言えそうやけど。 

 

長谷川：意外に本人って、言うほど自立してるっていっても意外に意外なんです。別に甲谷

さんと変わらないとこもあるし。 

 

志賀 ：そうなの。 

 

長谷川：あります。あります。医療のこととなると、どうしてもよくわかんないところもあ

るだろうから、医者に言われるまんまになるとかね、あったりもして。でもヘルパ
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ーもやっぱり家族っていう目で見るじゃないですか。だからやっぱり自分たちの中

立だみたいなんじゃなくて、確かに聞いてはもらえるけども、やっぱり、 

 

志賀 ：そうだよね。私だってたぶんそうだと思うわ。家族がいらっしゃるとこに入ったら、

家族がそう言ってるのに、それ以上考えるってことはきっとないもんね。 

 

長谷川：だからそういう意味ではいろんなとこが持ち越しになってしまうこともあるだろう

から。かと言って、他と一緒で、ケアマネなんてすぐに来ないし。 

 

ユ  ：1 ヶ月に 1 回は来ますね。 

 

長谷川：広域協会だってそんなに介助者を守るっていっても調整をするわけではないし。広

域協会のスタンスとしては、どっちかというと本人に、 

 

志賀 ：自薦だから本人がっていうことね。 

 

長谷川：じゃあその本人はっていうとね、そんなに変わらないです、やっぱり。変わらない

と思う。良し悪しではなくて、だいたい我々だってそうだよなと思うし。人に任せ

たい部分ももちろん出てくるから。そういうとこありますよね。 

その想像力がどこまで及ぶんだろうみたいな。甲谷さんのさっきの呼吸器つける、

つけないの話も、全然受け止めが違うじゃない。ほんとにこんな中のこれぐらいで

すよ、みたいな。こうじゃないんですよみたいなの。なんかそう思うけど、周りか

らしたらそこをもっと聞いてたら、そこがクローズアップするだろうし。 

怖いですよね。ほんとに。それぐらいおっきな。それぐらいおっきなっていうのも

あるけど、環境がやっぱり影響しますよね、ほんとに。業務的に本人がやられてる

と感じてしまったら、それはね、しんどいだろうしね。 
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小泉浩子さんの話 

 

――なんか私のスタイルとしては、やっぱり、杉江さんやから、だれだれやか

らとかいう、「ＡＬＳやから」とかいう考えがなくて、なんや「何とかし

て」って言われたら、その人のところに行くっていう、このスタイルにな

るねえ。 

 

 

 

小泉浩子さんは、ＪＣＩＬ（日本自立生活センター）で活動している。脳性まひの

当事者で、言語障害もある。ＪＣＩＬで活動する前は、仕事を切られるつらさを何

回も経験している。当事者の「しんどさ」も介助者側の「つらさ」も、さまざまな

立場の間の「ずれ」も、「現状はそんなきれいごと」ではいかないこともわかって

いる。「「何とかして」って言われたら、その人のところに行く」スタイルで活動

を続けてきた小泉さんに、何をしてきたのか、どのように向き合ってきたのか話を

聞いた。 

 

 

 

 

小泉浩子さんからの聞き取りは、2021年1月5日に、ＪＣＩＬの事務所で行なった。 

2020月10月2日(金）ＪＣＩＬにて、99分 

聞き手：長谷川唯、ユジンギョン、桐原尚之 
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♯やったらあかんことをやってたんかもしれんねん 

 

長谷川：えっと、どのあたりから聞こうかしら。 

 

桐原 ：今日はありがとうございます。 

 

小泉 ：あ、ありがとうございます。よろしくお願いします。いたやん、杉江さんのところ。  

 

桐原 ：俺、いない(笑)。 

 

小泉 ：あ、いないのか。 

 

長谷川：そうそう、桐原さんいないんです。存在だけがでかいから、いると思ったけど、い

ないんです。 

 

桐原 ：存在はでかくない、態度がでかいんです。 

 

小泉 ：あとから入ったと思ってて、実際には 

 

長谷川：ＪＣ…、あのね、私が聞きたかったのは、甲谷さんいるじゃない？ 甲谷さんの前

に、たぶん 24 時間の介護保障の運動をしてるじゃない？  

 

小泉 ：はいしてる。 

 

長谷川：あれ、あそこらへんから聞きたいんですよ。 

 

桐原 ：こう少し、ＡＬＳの人と関わるようになる前に、介護保障の運動をやってるわけじ

ゃないですか。そこらへんの部分を少しだけ話して、で後半、そのＡＬＳのことあ

って、何が変わったとか何が変わってないとか、そういうのの感想というか感覚的

なものみたいなのを、お話を聞きたいなと思ってるんです。 

 

小泉 ：はい。 
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桐原 ：変な話、ＡＬＳってなんか特殊じゃないですか。大変じゃないですか。なのでいろ

いろ僕ら、まあ僕は精神の運動をずっとやってきたけども、ある意味では普通のＣ

Ｐとか中心の身体障害者の運動よりも精神障害者に近いんじゃないかと思っていて。

言ってることが支離滅裂してるとか、そういうのは精神障害者的だなとは思ってる

んだけども。そういう部分でなんか違いとか、あるいは同じ部分とか共通点とかい

ろんなの感じながら一緒にやってるんですけども。そういうところとかをお伺いし

たいなと思ってるんです。 

で最初に、小泉さんが支援費制度下で、長時間介護の人たちのそういう取り組みと

かやってる中でどんな感じだったか、みたいなのとかを少し簡単に教えてください。 

 

小泉 ：はい。えーと、ここの事業所が始まったのが、2003 年に支援費制度が始まって、

まあ最初は身内だけのことで始めてて、そのときに、えーとね、もともとは重度の

障害者が 24 時間介護を使うにあたって、他人介護料、生活保護の他人介護料と、

全身性障害者派遣事業と、公的なヘルパー制度。 

 

長谷川：3 つってこと？ 生活保護の他人介護と全身性障害者介護人派遣事業と公的なヘル

パーと、3 つ？ 

 

小泉 ：はい、そうです。この 3 つがセットでやりました。それは支援費が始まるちょっと

前あたりです。全身性障害者派遣事業は支援費の前やったからね。それで、昼間は、

公的なヘルパーさんがちょびちょびこうやって入ります。で、全然足らん中で、私

が最初にしたのが、派遣事業のお金が 12 万ぐらいかな、全部合わせると。で、そ

れを、なんか、これ変えてもいいのかな。あの、何、やったらあかんことをやって

たんかもしれんねん。でも、嘘じゃないねん。 

 

長谷川：嘘じゃない。え、なんでやったらあかんってなるの？ 

 

桐原 ：よくわかんないけど、家庭奉仕員と全身性は一緒に使えるんですよね？あの方向的

には、、、 

 

小泉 ：うん、使える。使えるんやけど、現金まとめて私が預かって、そっから介助者に薄

めて、、、 
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長谷川：ああ、なるほど。お金を小泉さんまとめてもらって、 

 

小泉 ：うん、全部、全部預かって。 

 

長谷川：それを、あ、その、薄めてね、 

 

小泉 ：うん、埋まるようなかたちにしたんです。それ、言ったら、公にしていいのかどう

か。 

 

桐原 ：それ、でも必要な儀式だよね。 

 

小泉 ：それはけっこうやってはったわ。やってました、私が。 

 

♯こんだけ介護がいるから出してくれ 

 

長谷川：私この意味が全然わかんなかったんですよ。みんなが「介護費を薄めて」ってずー

っと言ってた、「薄めてやればいい、薄めてやればいい」って杉江さんのとき始ま

ったときも言ってて、その意味がわかんなかったんですけど。そうだったんだ。こ

ういうことですね、それは。 

 

小泉 ：で、介護者には、、、、まあ介助者かわいそうやったわ。ほんまは高い金額もらえ

るのに、薄めて入ってもらってたから。でもそのときほんまに、不満が出たとかは、

介護者さんから、特にはなくて。 

 

長谷川：介助者から不満が出ることはなかった？ 

 

小泉 ：ないない。ほんであの、他人介護の方は厚生省、大臣、なんか、段階があって、一

番お金の高いやつに届くまで交渉したんです。はい。厚生大臣がオッケー出すまで。

あの、知事（承認があって、その次が大臣承認）。こんだけ介護がいるから出して

くれ、っていう、その交渉で 16 万までいったんかな？ 金額はごめん、忘れた。 

 

長谷川：16 万、 
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小泉 ：金額はわからんで。 

 

桐原 ：(笑) 

 

長谷川：介護保障のそのお金の段階があって、その一番上のところまでのを交渉したってこ

とですね？ 

 

小泉 ：はいはい。そのお金と全身性のあれと合わせて。でも 1 時間、千円ぐらいはあった

ような気がするな。 

 

桐原 ：うん。支援費になった、 

 

小泉 ：いや、800 円かな。 

 

長谷川：こっから支援費になるってこと？ 

 

小泉 ：うん。で、その中でも 24 時間介護派遣してたから、その人らのために事業所を立

ち上げたっていうかっこうではあります。 

 

長谷川：ああ、事務所立ち上げるまでは、生保と全身性と公的でやってて、それが一括で、

一括でというか、そのお金は全部小泉さんたちが持っていて、それをのばして介助

者に渡してた、 

 

小泉 ：そうそうそう。はい。 

 

長谷川：で、そのときも 24 時間の介助保障は何とかしてたんですか、その時代も？ 

 

小泉 ：うん。だからそれでいけたんです。 

 

長谷川：いけた。 

 

小泉 ：うん。24 時間はいけました。 
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長谷川：で、それから支援費になって、事業所を立ち上げたってこと？ 

 

小泉 ：うん。 

 

桐原 ：支援費になってからは当然 24 時間ですよね？ 

 

小泉 ：なのでそれは、たぶんね、私、他人介護料を残したんやと思うねや。 

 

桐原 ：ああ、なるほど。 

 

長谷川：ああ、他人介護料。 

 

小泉 ：夜間が使えへんかったからね、あの支援費制度のときは。 

 

長谷川：何が使えなかった？ 

 

小泉 ：支援費制度になったときに、泊まり介助がなかなかあかんかって、 

 

長谷川：泊まり介助がだめ？ 

 

小泉 ：ただ、これはやった身体介護を細切れにもらって、それをまた薄めて払ってた。介

助者は（間の時間も）いてもらって。 

 

長谷川：え、支援費制度のときは、泊まり介助がだめだったんですか？ 

 

小泉 ：泊まりがあかんていうか、時間数がまあ決まってた感じで、そんなには伸びなかっ

た。何時間やったか忘れたけど。調べていけばわかるけどね。記録が残ってるから。  

 

長谷川：結局どっちみち支援費になっても、支援費になる前も、24 時間の介助保障やって

たけれども、ぎりぎりのところでやってたってことですよね、これね。 

 

小泉 ：うん。 
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♯その理由は、私が切られたから 

 

桐原 ：経済面はかなりいろいろ工夫されてたということで。で、あと利用者いるじゃない

ですか、実際に介助保障使う障害者がヘルパーとそりが合わなくなったりとか、そ

ういうことってのはまあ起こったりはしますか。 

 

小泉 ：はは。そんなことだからけや。そんなことは今もあるし。 

 

長谷川：今もあるし、ずーっとある、 

 

小泉 ：ずーっともう、ずーっと止めようがない。 

 

桐原 ：いろいろ介護に対する考え方って運動によって全然違うけれども、なんか極力そう

やって「切らないでつきあおう」みたいなＣＩＬもあれば、「もうできるだけ、い

ろんな人に交代交代でいいんだ」ってＣＩＬもあるじゃないですか。 

 

小泉 ：私は、それはええかどうかは置いといて、私は切らない方向でいきたかったです。 

 

桐原 ：ですよね。いや、わかります。 

 

小泉 ：うん。その理由は、私が切られたから。ここで働く前は何回も仕事変わってるし。

切られることのつらさっていうか、それはわかってるから、絶対人は切りたくなか

ったっていう、それで来てるけど、現状はそんなきれいごとではね、ならへんけど

なぁっていう。やめていく人もいるし、 

 

長谷川：このころのＪＣＩＬの、全身性のときと支援費のときぐらいの使ってる人、ここで

みてた人って何人ぐらいだったんですか？ 

 

小泉 ：待って、10 何人かな。そんなに多くない。で、資格もなんもなかったし。そのと

きはなんか、みなし資格っていうのがあって。 

 

長谷川：あ、みなし資格ね。 
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小泉 ：全身性をやってた人は登録をするから、その人は 2 年くらいは資格ない中で、みな

し資格ですっていうのをもらえたから、流れることはできたんです。 

 

長谷川：そのヘルパーみたいな、みなし資格の人たちっていうのはどうやって集めてたんで

すか？ その本人たちが集めてきたのを、、、 

 

小泉 ：いや、それはない。ＪＣが集めたんです。ビラ撒きに、大学が多かったけどね。 

 

長谷川：ふーん、それはなんかビラ撒きに行ったりとかしてってこと？ 

 

小泉 ：うん。で、ものが、そのきた、どこも一緒やと思うけど、きた学生の子が友だちを

連れてくるってパターンが多かった。 

 

長谷川：ふーん。ヘルパーというか、みなしの人は多かったんですか、その当時？ 利用者

がたとえば 10 人ぐらいいたとして、それを回せるぐらいの人がいたってこと？ 

みなしの資格の人で。 

 

小泉 ：何人いたかな。20 人ぐらいかな？ 

 

長谷川：じゃあほぼほぼ専属みたいな感じですか？ 「その利用者に対してこの人」ってい

う専属みたいな感じの派遣ですか？ 

 

小泉 ：はい、そんな感じやと思う。そんな感じです。 

 

♯私たちとはちょっと違うんやろな 

 

桐原 ：あと、障害者運動として医療に対する考え方ってあるじゃないですか。医療を、な

んていうか、要は障害を無理に治そうとしたりとか、そういうものに対して抵抗す

るじゃないですか。そういったこととかってのは、もう当時からわりと小泉さんは

されていましたか？ 

 

小泉 ：あの、医療が入ってきたのが、介助現場に医療がもう入ってきたのが、まあＡＬＳ

のかたと、筋ジスか。で、脳性まひが多かったんです、もともとは。私が脳性まひ
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やっていうのもあるし、時代が。脳性まひは元気やから医療とは無関係のまま来れ

たんですよ。そんで、最初はやっぱりＡＬＳのかたやったとは思う。それでわから

んことだらけではあって。逆にいえば、ＡＬＳのかたの介助現場の関わりは、あと

から入れてもらったので、こっちが教えてもらうっていう立ち位置ではあって。ま

あ私的には抵抗もあったけど、まあ感覚的には「病気やし」っていう考え方ではい

ます。私たちとはちょっと違うんやろなって。 

 

長谷川：このときの全身性と支援費のときっていうのは、ほぼほぼ利用者の人って脳性まひ

の人？ 

 

小泉 ：脳性まひが多かった。 

 

長谷川：その人たちって、たとえばここのＪＣＩＬ、障害者運動の自立だとかああいう概念、

信念って言ったらいいのかな、あるじゃないですか。「自分で自分のことは」とか。  

 

小泉 ：はい。 

 

長谷川：ああいうのっていうのは利用者に対して教えたりとかはしてたんですか？ 今みた

いな、なんか、ピア何たらみたいな感じ、 

 

桐原 ：ピアカウンセリングとか、活動者教育？ 何だろ、 

 

♯理由は歩けたから 

 

長谷川：ピアサポみたいなかたちの、そういうのって支援してたんですか？ この 10 人ぐ

らいの支援費とかのときって。 

 

小泉 ：えーと、えとね、これね、これまたピアサポートに対する考え方もいろいろあって。

一般的にはＣＩＬのピアカウンセラーというのは、まあなんとなくはだいたい、ま

あその人の能力にもよると思うのだけど、いかに聞けるかっていう能力がある人は

いいけど、ない人は、こう、押し付け、「こっちはこうやったんだから、こういう

やり方ででいかなあかん」とかいう話にどうしてもなる人もいて、そこで逆にその

カウンセリングを受けてる相手から反発をくらったりとか話はよく聞くけど。 
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で、ＪＣはピアカウンセラーっていう言葉はあんまり使ってこなくて。理由はここ

の長橋榮一が、まあピアカウンセラーは大事やけども、そこそこ勉強もしなできな

いことなんやというふうに教わってて、カウンセリングというのがどれだけ難しい

んかをわかってからしんと、逆にその障害者を潰すっていう考え方やったんで、

「ピアサポート」の方はやってたと思う。ピアサポートは、おうちに行って、こう

……をもとにあわして、「ここはこうやったらいいね」とかいう話をやってきてま

す。家にいってね、「トイレが自分でできない人はどうやってやったらいいのか？」

とか。そんときはあれをやった、「オルボン」って言うて。なんでその話になった

というと、夜間に介助が入れられへんから、「トイレができないわ」っていう話に

なったときに、「脳性まひのこの手でどうやったら自分でおしっこができるか」っ

ていう話で。「スカットクリーン」ですよ。スカットクリーンって知ってる？ 

 

長谷川：うん。 

 

小泉 ：あれとか、あれ、スカットクリーンを使えない障害者もいてね、手があかんから。

オルボンていうて、これは女の人はできへんかったんやけど、男の人はこれ、かぶ

せるんですよ。とかいうを一緒に考えるというのがピアサポートの役割と思ってい

ました。 

 

長谷川：なるほど。たとえば「自立生活とはこんなもんだよ」っていうことではなくて、実

態的に困っていることというか、「夜間介助者がいないからトイレ行けなかったの

をどういうふうにしたらいいか」と、その工夫っていうか、情報というか、そうい

うことをしてたってことですね。 

 

小泉 ：そうそう。ＪＣはそのスタイルできてます。 

 

長谷川：なるほど。これはずっとですか？ 

 

小泉 ：ああ、言うてください、言うてください。 

 

長谷川：ああ、そうですか。えー、そうなんだ。なんかもっとバリバリ、「自立とは」とか、

自立生活体験室で習うようなことをやってるかと思ってた。 
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小泉 ：いや、全然そういうタイプじゃない。 

 

長谷川：ふーん。だとしたら、介助者との問題とかはどういうふうな感じ…、このピアサポ

ートの延長線上で？ 

 

小泉 ：うん、そんな感じで、 

 

桐原 ：これって障害者どうしじゃなくて、障害者も介助者もみんな入って話し合う感じで

すか？ 

 

小泉 ：そういう場合もあるし、 

 

桐原 ：ああ、なるほど。 

 

小泉 ：それで、これができたのが、ごめん、私やったからかもしれん。理由は歩けたから

やと思うねん。そこは大きいわな。 

 

桐原 ：(笑) 

 

長谷川：え、何で？ 歩けたからできるっていうのは、 

 

小泉 ：いや、だって行けるし。「今」言うて今、ぱっと行けますわ。まあちょっと「ガラ

スが割れたんやけど」っていう電話もらって、介助者いなかったら行けないってい

うのんとか。で、役割分担やしさ、えらそうに言うてるけど、その存在自体がピア

サポートやっていう考え方もあるし。「あんなふうにやったらいいやん」っていう。  

 

♯24時間が広まってからは何人か、他府県から来ました 

 

長谷川：なるほどね。いや、かなり私は勘違いしてたと思う。ああ、そうですか。ふーん。

すごいさかのぼっちゃうけど、このＪＣＩＬとかの、小泉さんが来て入ったときに、

もうこのメンバーはいたんですか？ その 10 人の利用者というか。それとも今み

たいに、病院とかから施設とかから出たいっていう人の声を聞いて、「こうやって

出れるよ」みたいなことをしたんですか？ 
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小泉 ：そうやね、あの、施設に行って声をかけて出したっていうのは何人かいて。山崎信

一さんとかもそう。 

 

長谷川：あー、そうなんですか。へー。山崎さんは施設から出るときに。へえ、そうだった

んだ。 

 

小泉 ：山崎さんが出たのは支援費が始まって 1 年目ぐらいかな。あのときはね、事業所が

ばあってできたから、けっこうたぶん地域移行ができたんやと思うねん。 

 

長谷川：なるほどなるほど。いやー、そうか。おもしろ。 

 

桐原 ：施設から出す人とか、あとどっか他の都道府県から大学とかに入るんで引っ越しし

てきた人とか、そういうのとかもいたんですか？ 

 

小泉 ：えーと、それはもうちょっとあとになって、24 時間介護ができたら、何人かはい

ましたわ。「京都は 24 時間出るよね」。今、佐々木さん来てはる。相談した佐々

木さん。 

 

長谷川：あ、佐々木さん、うんうん。 

 

小泉 ：で、今は京都に暮らして、 

 

長谷川：ああ、あの、神戸だっけ。 

 

小泉 ：姫路。 

 

長谷川：うんうん。ちょっと先生とも気にしてた人です。立岩さんが気にして。 

 

小泉 ：ああ、そうそうそう。最近はだからあの、金沢からこっちに来た人もいるし、金沢

の施設から。24 時間が広まってからは何人か、他府県から来ました。 

 

桐原 ：なんか松波さんとか絡んでる人だっけ？ 
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長谷川：すごいね。このＪＣＩＬの始まりとか、小泉さんが何でＪＣＩＬに関わりだしたか

みたいな話って、どっかに書いてますか？ 

 

小泉 ：本に書いてあるわ、あの、『バトン(障害者運動のバトンをつなぐ)』、 

 

長谷川：『バトン』ね、 

 

小泉 ：今しゃべったことは全部書いてあるわ、たぶん。 

 

長谷川：えー、山崎さんもか。 

 

桐原 ：甲谷さんの方にはいかない？ 

 

♯たまたまやけどおんなじ時期 

 

長谷川：このピアサポートのときに、の延長線上で、介助者との関係もやってたってことで

すか？ 

 

小泉 ：うん、それもやってた。アテンダント。アテンダントって呼んでたんやけども。あ

の、施設にいるときから外出、施設からどっかお買い物に行きたいとか、どっか出

かけたいとかいうときには、ここ、ＪＣＩＬの有料介助者、アテンダントって呼ん

でたんやけど、その人と一緒に行くので、訪問、連れて行ったりとか、そんなこと

をしてきた。 

 

長谷川：で、この支援費がちょうど始まって、で、それでも 24 時間とか泊まり介助が難し

くって、お金とか大変だったじゃないですか。だから 24 時間の介助保障ってのな

かなか難しいなかで、京都市とか京都府とかと交渉をする 24 時間交渉が始まった

んですか？ 

 

小泉 ：はい。こっちで山崎君のことで動こうとしたときと、甲谷さんがなんかたまたまや

けどおんなじ時期やったんです。 
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長谷川：ですよね。たぶん甲谷さんが出てくる前ぐらいに、甲谷さんのことでもたぶん一緒

に行ってると思うけど、甲谷さんの前でたぶん 24 時間の介助保障を求める活動っ

ていうか要望をしてる。 

 

小泉 ：うん、そうそう、要望してて。そのときはＪＣＩＬだけやって、（京都市からは）

「シッシッ」って感じやったときに、あの、川口さんかな、何で呼んでくれたんや

ろな？ 誰が呼んでくれたか忘れたけど、あの、ココペリの事務所に、あ、違う、

杉江さんの家か。 

 

長谷川：杉江さんの家ですよね。だからね、甲谷さんときってたぶん岡本さんとかが、立岩

さんとかが甲谷さんの介助保障、それこそ他人介護料だとか何とかっていうので交

渉に行ってるんですけど、そのときにＪＣＩＬって一緒に行ってる？ 甲谷さんの

ことで。 

 

小泉 ：甲谷さんのときはね、あの、いったかな？最初は、あの人、 

 

長谷川：岡本さん？ 

 

小泉 ：岡本さんと、あの女の人、名前忘れた、 

 

桐原 ：志賀さん？ 

 

小泉 ：そうそう、志賀さんが来はって。 

 

長谷川：ここに？ ああ。 

 

小泉 ：「24 時間なんですけども、どうですか」って言われたんかな。いや、うちはも

う、、、いや、でも、あれを使おうとしてたわ、自薦。 

 

長谷川：ああ、自薦？ 

 

小泉 ：（自薦）は、やろうとしてたわ。初めてお会いしたときは。 
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長谷川：ああ、ＪＣＩＬへ来たときはそれを使おうとしてたんですね、自薦は。あ、だって

ヘルパーはいましたもんね。 

 

小泉 ：「こんなことを考えてるんですけど、何か知ってますか？」って言って聞かれて、

「ここで使ってる人いますか？」って聞かれたような気がする。でも、いなかって

ん。 

 

♯「なんかＪＣっぽくないな」 

 

長谷川：なんかその自薦の考え方もあれじゃない？ もう甲谷さんのところは甲谷さんが施

術の先生だったから、ダンサーとか、介助者はある意味でいたんですよね。だから

それをどうするか、だったんでしょうね。だけどここに来る人たちとかって、基本

的に自薦になっていくもんなんですか？ その、専属？ だから始めはＪＣＩＬが

集めた人が派遣されていくじゃないですか。でもその人はそこに、たとえば桐原さ

んだったら桐原さんなりに、専属でその人が入ってくようなスタイルだったんです

か？ この当時は。 

 

小泉 ：いや、そうでもないと思う。でも、そんなには、利用者もいなかったし。結果的に

は専属になるって少ないですよね。専属になってたんやろうけど、もうどんどんで

かくなってきたから、そうはなってない。 

 

長谷川：じゃ、自分で介助者を引き連れて来た人はいないってことですね？ ここにはあま

り。 

 

小泉 ：ああ、自分でか、ああ、そう多くはいません。 

 

長谷川：ふーん、そうか。自薦の相談を志賀さんとかが来たけれども、「うちでやってない」

っていう話をして。 

 

小泉 ：うんうん、そうそう。そうやったと思うんやけど、覚えてない。あの、前に来はっ

たときにここは、「なんかＪＣっぽくないな」(笑)。なんか、なんかシュッてして

るやんか、 
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長谷川：ああ、わかるわかる。 

 

小泉 ：シュッと、 

 

長谷川：障害者運動っぽくないよね、たしかに 

 

小泉 ：うん、そうそう。なんか、なんか、ちょっと、ちょっと空気が違った。 

 

長谷川：ああ、空気。そうそう、そういうの聞きたいですね。考え方とかもあんまりそうい

う感じじゃないですもんね。 

 

小泉 ：ない。「ダンサーが介助か」ってちょっと、ちょっとなんか「どうだろな」とは思

ってたんやけども。でも実際はいいらしいな、あの、体のこの使い方とか、なんか

介助に向いてるんやろって聞いた。最初聞いたときは「ダンサーが介助」ってなん

か全然結びつかへんかった。 

 

長谷川：なるほど。じゃ、甲谷さんときは別に、ここに相談しに来たときって、ほぼほぼ

24 時間の介助っていうのがなんか決まりつつあったときなんですかね？ たぶん。

なんかそこの 24 時間の介助の、たとえば「交渉とかを一緒にやってほしい」みた

いなことは言われなかったですか？ 

 

小泉 ：いや、今思えば、何をしに来たのか定かでない。帰ったあとに、「ああ、何やった

んやろなあ？」っていうような感じやった。なんかそういう（障害者運動の）世界

に対して結び付けたかったんかな。岡本さんも、ついてきていたような気がしてい

て。 

 

♯一緒にできたことは大きかった 

 

長谷川：うんうん。だから甲谷さんとかとは別に、ずっと 24 時間の介助保障は要請してた

んですもんね。で、ちょうどうまいことそれが重なって、甲谷さんのところの 24

時間の保障も重なったって感じだと私は思ってたんですよ。ちょうど甲谷さんが地

域生活をする前ぐらいにＪＣが交渉していて、で、その交渉をしてたことは新聞記

事に残ってて 
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小泉 ：あ、した。した。でもそのときには、あの、立岩さんの方があとぐらいじゃないか

な、入ってきたの。 

 

長谷川：そうですよね。だから、やって、で、そのあとぐらいに甲谷さんが出てきて、 

 

小泉 ：うん、そう思うわ。 

 

長谷川：で、甲谷さんところで立岩さんとかがやって、たぶんそこにはＪＣとして具体的に

関わってはないけど、もともとＪＣはその運動、運動というか要請があったからそ

れがきいて、出てる。 

 

小泉 ：そう思ってるんだけど、立岩さんは「僕がやった」って言うてはいはるみたい。 

 

長谷川：立岩さんはちょっと…やめとこ(笑) 

 

小泉 ：うん、でもまあそこはまあええかと思ってて。 

 

長谷川：いやたぶん歴史…、ちゃんと資料を見たら、ＪＣのほうが先だと思いますよ。 

 

小泉 ：はい。まあ何でもいいですよ。ただ、一緒にできたことは大きかったんだと。ただ、

一緒にできたことは大きかったとは思います。それはもう間違いない。 

 

長谷川：え、そのときに、甲谷さんのあそこらへんのときに、ＪＣとたとえば立岩さんとで

交渉しに行ったことってあるんですか？ 一緒に。 

 

小泉 ：あるある。おっきいとこでね。それ岡本さんらも来てたと思うわ。 

 

長谷川：それ、甲谷さんのことで？ それとも大きな 24 時間介助保障のことで？ 

 

小泉 ：うん。そう、大きい話で。 

 

長谷川：で、そこには甲谷さんいなかったんだろうか？ 岡本さん、 
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小泉 ：と立岩さん。渡邉くんがいたから渡邉くんに聞くとわかるかも。 

 

長谷川：渡邉さんいた？ 琢さん。じゃあちょっと、これが大きなところで、 

 

小泉 ：渡邉くんの本にも書いてあると思うよ、あれ。『介助者は…』 

 

♯「障害者の制度を使うくせに、患者って何やねん」 

 

長谷川：ああ。それで介助保障を求めてて。ＡＬＳの甲谷さんのところには、そんなになん

かＪＣとして、介助派遣に関わるとかってないじゃないですか。 

 

小泉 ：うん、と思う。でも何回かは行った、甲谷さんに会いに。あれ何しに行ったんや

ろ？ あのおうち、提灯のあるおうちや。 

 

長谷川：どっちのおうち？ 仮住まいのほうですか？ 今のほう、西陣のほう？ 

 

小泉 ：今…、西陣やったかな。 

 

長谷川：今のほうか。でも、そこぐらいからちょっとずつ、なんかＡＬＳとＪＣＩＬがつな

がりつつあって、で、杉江さんのときに、 

 

小泉 ：介助に入らせてもらった。高橋… 

 

長谷川：そう、杉江さんのときに、あれね、関わったんですよね。杉江さんのときって、ど

こから関わった、どこからＪＣが登場するんだろうな。 

 

小泉 ：高橋くん 

 

長谷川：高橋さんめっちゃくちゃあとで、一番初め杉江さんのがこっち側の、梅津段町じゃ

なくて、こっち側のあそこ、西陣に、それこそ西陣に引っ越してきたときに小泉さ

んが来たんだよね。小泉さんと、琢さんいたかな？ なんかあの日はいっぱい来て、

小泉さんと、それからＡＬＳの、水町さんと来て、みんな来たんだけど、水町さん
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はすごい厳しいひと言を言って。で、小泉さんその時に杉江さんに「患者」…、杉

江さん自分のこと「患者」って言うから、「患者って何で言うんだ」って話になっ

て、 

 

小泉 ：なにいうたかなぁ。「制度、障害者の制度を使うくせに、患者って何やねん」って

言うたと思う。あほでごめん（小声） 

 

長谷川：いやいや、あんとき、たぶん杉江さんの介助がちょうど増えたときだったと思うん

ですよ。増えたというか、病院から出てきて、梅津段町からこっち側に移ってきた

ときだから、やっぱり。そのときに、「どういうふうに介助体制を作っていくか」

って話で。杉江さん自身にもいろいろとこう「障害者としての自覚を持ってもらわ

なきゃいけない」みたいな、「自立、自立」みたいなの、なんか、にわかに言われ

てて。で、そこに水町さんとか小泉さんが来た。で、水町さんはなんか「そんなん

じゃだめだよ」ってなんかすごい杉江さんに言って。で、小泉さんが来たときにそ

のことを言ったんですよね。で、そのとき同性介助だったでしょ？ 基本的に。違

った？ ＪＣって。 

 

小泉 ：うん、ＪＣはあのときは同性介助で。 

 

長谷川：だから杉江さんのところにはあんま入れないっていう、初めはたぶん判断だったん

じゃないか。人が足りなかったわけじゃなかったけれども、たしか。あのときの杉

江さんに対しての、さっきの「患者」っていうこととか、その杉江さんの家の体制、

もうほんとにみんな知らない人たちばっかりで、むしろ障害者運動の「し」の字も

入ってないような。事業所も入ってるけど、学生も入ってて、でもプロのヘルパー

ってあんまりいなくって、ココペリが主流で、みたいな。でもココペリもちょっと

異質じゃないですか。障害者運動の文脈とはちょっと違うというか。 

 

小泉 ：はいはい。 

 

桐原 ：まあ異端だよね。一応障害者運動の中に入ってはいるけど、異端ではあると。 

 

長谷川：そのときの小泉さんの受け止めというか。たぶんあれが、たぶんそこで初めて、初

めてじゃないけど、小泉さんとか障害者運動の人たちが京都でＡＬＳのところに来
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たっていうのが、なんかこう接点持ったっていうのが、なんかほぼほぼ初めて、本

人とというか。甲谷さんときはもう、すでに志賀さんが、甲谷さんあまり自立を発

揮しない人だから、「自分がやる」っていう、なんかこう「代理でもうやる」って

の決めちゃってたから、あんまり甲谷さんと誰かが面と向かって話をするってこと

はあんまりなかったんです、そういう。生活のことはあったけど、たとえば「自分

の自立とは何か」みたいな話って全然なくて。 

杉江さんのときがかなりゆれたんですよね。で、杉江さんのとき何でゆれたかって

いうと、けっこう原因、私あると思ってて。一つはやっぱり立岩先生の、立命館系

統が入るわけじゃないですか。その人たちって経験、私もそうだけど経験なかった

んだけど、本を読んでるから、『生の技法』とか読んでるから、なんか介助みたい

なものってかじってるんですよね、その本で。それってやっぱり「自立」とかって

書いてある、「本人の」とかって、ああいうの読んでるから、それに従ってやろう

とすると、杉江さんわかんないじゃん。で、本人もやろうとすんだけど、なんかそ

の自覚がないというか。それでなんか右往左往してた時期でもあって。でも私もべ

つに障害者運動やってるわけじゃないから、やってたわけじゃないので、全然その

奥…、真髄をわかってないから、表面的なことじゃない？ そんときにいろいろ問

題があって。で、小泉さんが来てくれて、そこで「なんで患者って言うんだ」って

話をしてくれて。そっからしばらくは関わりはあったんだけど、そのＪＣから派遣

されるってことはしばらくなくって。で、高橋さんが、どのくらいかな、けっこう

経ってからあとに入ってくれたって言う経緯があるんだけど。あんときぐらいのそ

の、ＡＬＳの人ってどんな感じに見えてました？ 

 

小泉 ：私そのときはあれやけども、「健常者のおっちゃん」っていうことでしかなかった。

向こうもだって、「かわいそうに」見えてる感じに見てはったと思うんやけど。

「よう来たなあ、あんた」っていう感じやって。いや、おもしろかったわ。「普通

の健常者のおっちゃんやな」と思うけど。なんかそこで「私らがこうやってがんば

って（つくって）きた制度を、あなた使うんやで」っていうふうに言ったと思う。 

 

♯「何とかして」って言われたら、その人のところに行く 

 

桐原 ：ああ、「ほんとにやる気あるんか？」みたいな、 

 

小泉 ：ああ、そうそう。うん、そんな言ったと思う。 
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長谷川：あの反応ってどうでした？ 杉江さん、反応見て、 

 

小泉 ：そりゃ、「何言うてんねん」的な感じ。 

 

長谷川：周りの支援者、私も含めていろんな人がいたと思うけど、何にも知らない人たちに

対してもそういう感じでしたか？ やっぱり。 

 

小泉 ：うーん、なんか、 

 

長谷川：キャッキャキャッキャ遊んでるサークルみたいな。 

 

小泉 ：そこは、ちょっとは、まあぶっちゃけ思ったのは思ったのかも。ようけで「何しに

来てんの？」とか思ってた。 

 

桐原 ：なるほど、「この人たちわかってんのかな？」みたいな(笑)。 

 

小泉 ：まあでもな、現場に入っている人から話を聞いたら、ああ、こんなに難しいのか、

とは思ったけど。 

 

長谷川：なんか私は小泉さんの、障害の話をしてくれた、杉江さんに向けてか、私たちに向

けてか、両方に向けてだとしても、聞いた時に、そのときは障害者団体なんてＪＣ

ＩＬしか知らないから、「ＪＣＩＬっていうのはやっぱ自立とかそういう障害者運

動のことをきちっとやっていく組織なんだな」ってふうに何となく思ってたから、

さっきのそのピアサポート的なところ、「トイレのやり方こうだよ」っていうのは

けっこう新鮮で。なんかもっとこう利用者に対して教育してってるのかなって思っ

てたんですよ。そうでもなかったですか？ 

 

小泉 ：そのとき杉江さんのときになんか、なんかで、「見えへんから」っていう話で、

「鏡をつけたらどうや」とかいう話とかもした覚えがある。 

 

長谷川：ちょこちょこなんか、杉江さんには響かなかったというか、まあね、響かなかった

けど、その周りにいる介助者というか私たちは、岡本さんもいたからかわかんない
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けど、そう、ＪＣとつながりができて、相談はしてたんですよね。その、いろんな

とこで会ってたから。そのとき、だから琢さんもそのぐらいに会ってるのかな？ 

そのときぐらいに、だけどかりん燈とかもあったじゃない？ あって、あのときぐ

らい、でも、なんか利用者のことを、杉江さんのことを言うときって、ほぼほぼ悪

口に近いことしかないんですよ。 

 

小泉 ：ああ、まあしんどかったんかな。そう思います。 

 

長谷川：そう、そう。で、そういう話をすると、「そういう話はしちゃいけない」っていう

っていうのも言われたのは覚えてる。ＪＣ、うん。だからなんかすごい難しかった。

何て言っていいかわからへんけど。 

 

桐原 ：けっこうその、本人いないところで介助者で話すると、それ一つが権力になるじゃ

ないですか。「利用者対介助者」みたいなそういう図式を促進させて分断につなが

るから、「極力そういうのはやめてね」ってことは、どこのＣＩＬでもみんなだい

たい言ってるはずなんだけども。杉江さんの場合って、あの同じ空間にいて、すで

に杉江さんとヘルパー分断しちゃってるんですよね。だからもう「いないところで

言う」って感じになっちゃってて。それは、「なんでそういうふうになるんかな」

っていうと、たぶん関係性の作り方とかのところが、もうすでにＡＬＳの体抱えな

がら関係性を作ると、難しい問題がものすごくたくさんあるんだなってのは、すご

い痛感しました。「自分のやってる運動の理屈だけでは、この人たちは捉えられな

いな」ってのは、すごい僕も強く感じました。 

 

長谷川：高橋さんが、初めそうやって小泉さんがわーって回って…、ないけど、杉江さんに

厳しいこと言って、もう何となくあの時点で、「あ、ＪＣＩＬはもう入らないんだ

ろうな」って思ってたんですよ。関わるっていうか、杉江さんのところに、個々の

相談はしたとしても杉江さん自身には何となくいかないんだろうなって思ってたと

ころに高橋さんが入ってきたんだけど。あれはたぶんこっち側も含めて、その介助

者が少なかったから、堀田さんとかがいろいろ動いてくれて、高橋さんとか、って

だと思うんですけど。そのときの派遣をよしとしたのは、なんか、何で？ 派遣し

てもらえると思ってなかったから。 
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小泉 ：まあでもぶっちゃけ、やっぱり高橋くんが「僕は行きたい」って言わはったから。

いろいろあったけど。切られましたやん、何回か。2 回か 3 回ぐらい切られて、

「もう行かなくていい」って言うたんやけど、それでも「いや、もう 1 回チャンス

をもらいたい」っていうのが、もう 3 回か 4 回あったかな。なんか私のスタイルと

しては、やっぱり、杉江さんやから、だれだれやからとかいう、「ＡＬＳやから」

とかいう考えがなくて、なんや「何とかして」って言われたら、その人のところに

行くっていう、このスタイルになるねえ。 

 

♯向いてないなかでは、無理や 

 

長谷川：ああ、それはわかります。 

 

小泉 ：たぶん、せやったと思う。 

 

長谷川：ええ、それはわかります、すごく。 

 

小泉 ：うん。だから「杉江さんだから、高橋くん行って」って言うたわけでもなく、 

 

長谷川：うんうん。ふーん。なんか見方が変わりましたね。もう、その、高橋さんが実際に

ＡＬＳの介助に入って、杉江さんに切られていくじゃないですか。でもそれはほか

のところでもあることだから、さほどその「ＡＬＳだから」っていう枠では見なか

ったですか？ それともなんかやっぱり「これはちょっと難しいな」と思いまし

た？ 

 

小泉 ：そりゃ「難しいわ」と思ったわ。思ったんやけどね、話し合いしてどうにかなるも

んでもなさそうやし、どうしたもんかなとずっと悩んではいた。難しい。 

 

桐原 ：けっこうココペリなんかは「来るな」って杉江さんに言われても、なんかヘルパー

寄こしてたみたいですよね。杉江さんがヘルパーに「もう来ないでください」と言

うじゃないですか。するとあの、だけどココペリはそれでもなんかヘルパーをやっ

てたみたいですね。 

 

小泉 ：そこで潰れていく人もいたんや。 
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長谷川：いました。いっぱいいました。 

 

小泉 ：帰山さんとかもそやったと思うけど。 

 

ユ  ：いえ、大丈夫です。 

 

小泉 ：どうしよ、ごめん。 

 

長谷川：いや、どうなんかなと。いやあの、けっこう杉江さんのところにも、これはどこの

問題でもあるのかＡＬＳだからかわからないけど、けっこう切るじゃないですか、

すぐ。すぐ、「もう嫌だ」って。で、その理由ってわかんないんですよ。何でそれ

が切られているのか、何で自分は嫌われて「来るな」って言われているのかがわか

んないから。で、それを探そうとすると、具体的に「ああですか、こうですか」っ

て言うじゃないですか。でも「いや、違う、違う」。たとえばじゃあ「そうだ」っ

て言われても、それをしたとしてもそれが受け入れられなくて、なんかちょっと違

うくなるみたいな。やっぱ相性の問題なのかなって思うけれども、そこに人を派遣

しなかったら、その人は一人になっちゃうから、ココペリなんかは本人がすごく嫌

な思いをして、本人も嫌な思いをして介助者だってしんどい思いをしてるけど、

「その介助者がいなくなったら大変だ」っていう本人を取れば、やっぱり入(い)れ

るわけじゃない？ そしたら介助者は病んでいくし、少なくなっていくよね。あれ

はどっちを取るべきなのかがさっぱり、やっぱりあのときはわからなくて。小泉さ

んはどうでした？ そのところ。高橋さん入らなくなったら、そこが穴あくわけじ

ゃないですか。そしたらココペリが入れるのかわかんないけど、入(い)れなかった

ら一人じゃないですか。そういう、で結局、だから最終もめたのは、杉江さんの、

あのときは「自己決定」っていう感じで、「杉江さんそんなことするんだったら、

みんな入(はい)れないから、もう病院に入院して生活立て直すしかないよ」ってい

う話があって、実際立て直すための入院みたいなのをするんだけども、 

 

桐原 ：(笑) すごいな。 

 

長谷川：そういうふうになるじゃない？ そういうのってどう考えてたんですか？あんとき。 
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小泉 ：どう考えてた？ うーん。どう考えてたんやったんやろな。いや、でも、たぶん日

本の中でも数少ない家やったと思うわ。たぶんもう……（これまでは）病院で亡く

なっていってはった人。みんなそうやったと思うんよ、その時代は。10 年前はね、

ＡＬＳのかたが独居で、一人で、初めてやから、まあわからんことだらけのなかで

やってて、私もわかりませんでした、どうしたらいいのかっていうのは。私の立ち

位置で言えば、「杉江さんがこっちを向いてくれなければスタートができません」

やったん。向いてないなかでは、無理や。 

 

♯「対等ですよ」って言われても、痛いだけ 

 

長谷川：杉江さんとは何回か話をしたんですか？ 

 

小泉 ：何回かはしてると思う。だってシンポジウムに出そうと思ったんや。結局、嫌やっ

て言って出えへんかったんやけど。何年前やったかな？ 西田（美紀）とか。あな

た、いたっけ？ 

 

長谷川：うーん、ユさんはいないと思う。 

 

ユ  ：私はほんとに最近。 

 

小泉 ：最近なの、ああそうか。うん、ね。答はないんですよ。ほんまに。ほんまにわから

ない。ただ最近はね、当事者運動のなかで私は今までは介助者に「対象者としての

見方はやめてください」って言うてきたんですよ。だけど最近はこの部分がなかっ

たら、（介助者が）もたへんのちゃうかと思ってて。たとえばＡＬＳの人はほら、

脳のなんかあの、 

 

長谷川：うんうん、前頭葉のね、 

 

小泉 ：そうそう。そういうことを聞けば、その「病気がもたらしているなんか（の症状）」

やと思って、介助者は直接自分不安からよけられるというか、それがなければなん

か、「対等ですよ」って言われても、痛いだけや。だからここはあの運動の人間も

考えんとあかんかったんやな、って最近は思ったりしてる。このバランスも難しく

て、あまりにも対象者で、お客さんとして見られても、そこもつらいし。 
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長谷川：杉江さんとは話をして、そういうなんか、変わりましたか？ ちょっと私も、脳性

まひの人の生活でたとえばそうやって切っていく人がいるかがわからないけど、同

じたとえば状況があったとしたら、脳性まひの人が介助者切ってもなんかその時間

やり過ごせるんだったら、それはそれで来なくなったら、「うーん」ってなるけれ

ども、やり過ごせるんだったら「それはいいじゃない」と。でもやっぱそうじゃな

い、ＡＬＳの人もそうだけど、医療的なものがあったりとかっていう人って一人に

させられないじゃないですか。だけど、かと言ってそこにずっと派遣し続けて、人

が苦しんでいくのもなんじゃないですか。私から見たら杉江さんって、私やっぱり

健常者だから、なんかもっと杉江さんに「我慢してほしいな」とか、「何でそんな

こと言うんだろうな」とか、いろいろ思ったことは思ったんだと思うんですよ、あ

のときに。当事者から見たら、その杉江さんというかその人たちっていうのは違う

見え方してたのかな？と思って。 

 

小泉 ：まああの、わかってもらえなさがあるんやろな、とは思た。あの、このしんどさを

うまく説明できないしんどさがある。言語障害も、ほんまにもっと重度な人は言葉

が短いんです。短いなかでしゃべってきたことが、なんかずれていって、ずれてい

くんやけども、「ずれていってるよ」という説明もなかなかこうわかってもらえな

くて、あきらめて、また言われて、あきらめての繰り返しで、たぶんああいうとこ

になっていくんやろなとは思ったけど、そこをどうやって補えばよかったのかはわ

からへん。 

 

長谷川：周りの介助者に対してなんか思ったことある？ 支援者とかに対して、杉江さんと

接してる介助者とか支援者に対して、「ああ、これ杉江さんに対して失礼じゃない

か」とか、当事者的な視線で見れば。 

 

小泉 ：あるわ。私が最初に行ったとき、たまたま田中先生が来てはって、私田中さんに

「その言い方、失礼です！」って言うたことあるけど。なんか医者独特の口調って

あるやん。あんたはこの人はいくつかはわかってるのか、みたいな感じ。偉そうに

言うたけどな。なんか周り若い子らに、なんか「わかってんのか」って言われてる

杉江さんはちょっと、気の毒にも見えたん。だって、40、50 のおっさんやのにな、

20 やそこらの子にね、「こうしたらええで」「なんで杉江さんはやらへんの」っ
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て言われてるしんどさはわかるな。でもみんなが一生懸命やからね、あの介助者の

人らも。 

 

♯呼吸器つけないことを選んだ理由が大事 

 

桐原 ：あの、全然杉江さんからちょっと脱線するんだけども、もっかい杉江さんに戻すけ

ども、あの、全然違う患者さん、違う人、違うＡＬＳの人のカンファレンスで、そ

のＡＬＳの人がなんか「呼吸器つけない」みたいなことを言った、そういうカンフ

ァレンスがあったって聞いてて、そこに高橋さんが参加してたんかな？ ＪＣＩＬ

のメンバーが参加してて、「いやいや」と、「呼吸器つけないっていうのはどうな

んか」ということを、カンファレンスの場でけっこうクリアに意見を言ったってこ

とがあったらしいん。で僕ら、障害者運動ってやっぱり「生きていてなんぼ」とい

うか、生きるための運動じゃないですか。なので、生きるために介護も、介護保障

もあるわけだし、全部作ってきたわけだから、そこでなんか「呼吸器つけない」っ

ていうことに対する反発心ってけっこうあったような気がするんですけども。そう

いうのってのは小泉さん、どんな感じで捉えられてましたか？ 

 

小泉 ：そういう場面は、なので、1 か所じゃない、何か所もあって、今もあるんやけども、

この呼吸器つけないことを選んだ理由が大事やと思ってて。なんで「つけない」っ

て言わんとあかんかっていう、そこを見ずに、「つけません」って言うたときに、

「ああそうですか」って周りが動くっていうのは違うと思ってて。かと言って、

「つけないととあかんで」っていう話もまた違いますね。高橋くんはどういうふう

に、どんなふうに言うたか、ちょっとわからんけど、運動をやってるから言わんと

あかんっていう話ではないとは思う。 

 

長谷川：高橋さんが言ったのは、あの、こじまさんって言う患者さん覚えてますか？ あの

こじまさんのときは奥さんがね、高齢で、もう家族介護も難しいっていう話で、

「迷惑かけたくない」っていうことで、自分も「つけない」って言ってたん、建前

的には言ってたんだけど、ほんとはつけたかった人なのね。 

 

小泉 ：で、つけへんかったんやね。 

 

長谷川：そう、で、亡くなってしまったんですよ。 



182 

 

 

桐原 ：本人がつけたいか、つけなくないかみたいなんで揺れるのはしょうがないとしても、

周りがわりと「つけない」ってことで「あ、じゃあつけないでオッケーです」って

言って、つける方向についての試行錯誤自体もあんまりしないケースっていうのは

けっこう散見されるような印象があるんだけども。そこに目がけてば、やっぱり周

りを説得するって本人に話を聞いていくっていうふうにするしかないっていうこと

ですよね。杉江さんの話に戻す？ 

 

♯「介助の現場を見なさいよ」 

 

長谷川：うん。呼吸器の話から？ うん。杉江さん、それで高橋さん入って、いろいろ問題

あって。その頃、増田さんはその頃ぐらいからですか？ 増田さんに入ったのも、

別に端からヘルプあったからっていうことですか？ 増田さんから。 

 

小泉 ：増田さんにはなんで入ったんやろ、誰かの紹介やったんかな。 

 

長谷川：岡本さんかもしれないですけど。 

 

小泉 ：と思うわ。 

 

長谷川：増田さんも結局、段原さんとかが、 

 

桐原 ：支給決定の交渉とかもなんか、 

 

長谷川：あ、それ小泉さんがやった。 

 

桐原 ：ああ、小泉さんがやったって、僕は増田さんから聞いてる。 

 

長谷川：増田さんの重度訪問介護の支給決定の。 

 

小泉 ：ああ、一緒にやったね。そうそうそう、ああ、そうです、あのね、京都市の、あの

ときはこれ、課長さんに家まで来てもらって、ね、「介助の現場を見なさいよ」っ

て言って。 
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桐原 ：(笑) 

 

♯関係性壊れたら終わり 

 

小泉 ：あったあった。その流れやねぇ。たぶん。自薦でいくって言うてね、最初。自薦で

いってはったと思うなぁ。それ私はぶっちゃけ言うと自薦はあんまり賛成派ではな

い。 

 

長谷川：あ、そうなんだ。それはなんで？ 

 

小泉 ：まあ、これは CIL として言うてええかどうかはわからんのやけど、限界があるとは

思ってるね。働く場ができて、おんなじ人ばっかりに行くっていうのは。しんどさ、

というか。 

 

長谷川：ああ、本人がというか、働く側がその人ばっかりに行くっていうことに限界があ

る？ 

 

小泉 ：うん。（介助者が）そんなにもいないなかで回さなあかんやろし、プレッシャーが

あるなかで、自薦だけっていうのはちょっと、よっぽど本人が能力の高い人でなけ

れば難しいやろなぁ。 

 

長谷川：ああ、「自薦だけ」は。自薦自体に対してはまあまあ良しとしたとしても、自薦だ

けで行くってことがしんどいってこと？ 

 

小泉 ：じゃないかとは。あると思う。社会保障がどうなってるのかわからんけど、でも…

…自薦…… 

 

長谷川：じゃ、今、あの、増田さんとこちょっと入らへん…… 

 

ユ  ：(笑) 
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長谷川：自薦で、じゃあ、何て言うの、段原さんとかがずっと入り続けてるじゃないです

か？あれ、ああいうのはどう捉えてる感じですか？ 

 

小泉 ：ああ、あれはだって週に 1 回とか 2 回ぐらいだから。 

 

長谷川：ああ、そういうことね。同じところに週に 1 回とか入ったりとかするのはあれだけ

ど、ずーっとその人しか入らないということがしんどいってことですか？ 

 

小泉 ：うん。ずっと、ずっとその人だけっていうのは、きついやろなと。関係性壊れたら

終わりやし。「明日もあの顔見なあかんのか」みたいな話になってくると思うねん。 

 

♯言葉が響かない 

 

長谷川：うんうん。なんか増田さんとか、増田さんと杉江さんって違う気がするけど、ああ

いう人って障害者運動的に見たらけっこう異端っていうか、外れたところにいるじ

ゃないですか。そういう、同性介助でももちろんないし、かと言ってなんかこう、

じゃあ、脳性まひの人でもそんなに、みんな完璧じゃないと思うけど、じゃあ自分

のしたいこととか、してほしいこととかちゃんと指示できるわけでもないし、増田

さんのとこなんてきっと奥さんみたいな人がいなかったら回らないじゃない？ 杉

江さんとこだってそういう意味では西田さんとかそういう人たちがいなかったら回

らない部分もちろんあって、それってなんかちょっと今までの運動からすると、ち

ょっと外れてるというか、じゃないですか。そういう人たちっていうか、小泉さん

が運動としてというか、見たときに、そういう人たちってどうだ、ってのは。また

なんか知的障害とは違うと思うんですよ、ちょっと。 

 

小泉 ：うん、だってそれはしゃあないな、っていう部分はある。だって 50 歳までは健常

者でいてやで、「いきなり重度障害者になりました」って、それは、「はい、指示

しなさい」って言われたら、それは無理やろなとは思ってはいる。 

 

長谷川：え、そういう人たちが、ほんとに最初に言ったように自分たちが作り上げてきた制

度みたいなものを使うときって、けっこうずれが出てくるじゃないですか。 

 

小泉 ：うん、かなりずれてるね。 
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長谷川：そこらへんはどういうふうに見てますか？ 

 

小泉 ：私の中では、その、健常者のときの生き方が出てくるやろなと思ってて。健常者の

ときに障害者がいたかどうかも大きいやろうとは思う、周りにね。で、「まったく

あれは別もんや」と思ってた人が、自分が別もんの立場になるから、まあしんどい

よね。自分がどう見てたかが返ってくるわけやから、そこはつらいやろなとは思う

んやけどね。どう見てるか。あの、障害者のなかで中途障害者はやっぱり違うって

いうか、考え方が違うやろってイメージは持ってて、それで向こうも「あんたらと

は違う」って思ってる。本当に違うんかどうかっていう。ほんなふうな(01:07:35)

見方をしていいのかどうか、私のなかでもわからん。やっぱりおんなじ制度を使う

わけやから。まあどっちの現場でも今まで経験してきたことが出てしまう。健常者

のうちに大事にしていきましょうという話やねぇ。答はないんですよ、私も。おん

なじＡＬＳのなかでもすごい恵まれてる環境にいる人もおるやろし。 

 

長谷川：この支援費とか全身性のときとかって、言ったら利用者というか、支えていた人た

ちっていうのは脳性まひの人たちが多かったじゃないですか。そこからＡＬＳの人

たちが入ってきたときに、なんか違いというか、「あ、これはなんか考えさせられ

たな」とか、「これはちょっと違うんじゃないかな」とか思ったことってあります

か？ 

 

小泉 ：せやから全然違うと思た。言葉が響かない。なんかあの、自分らでやるっていう感

じがないんですよね、たぶん。「やってよ」っていう感じなんかなとは思うんよね。

どうなん？ 

 

長谷川：いや、平らな、ほんとに言葉だけで言うと、ほんと「利用者」なんでしょうね。言

ったら。 

 

小泉 ：ああ、そういうこと。うん、うん。 

 

長谷川：そういうことですよね。 

 

小泉 ：そういうことやと思う。 



186 

 

 

♯脳性まひがんばったんですよ 

 

長谷川：なんかそういう人たちを支えるっていうか、その自分たちが作ってきた、一所懸命

作り上げてきた制度を使わせていくというか、提供していくというか、そこを支え

ていくって言ったときに、「ここは自分たちも考えを変えなきゃいけないな」とか、

あるいは「この人たちに、その使ってく人たちにきちんと伝えなきゃいけないな」

と思うところとか、ありますか？ 

 

小泉 ：まあ、まあこんなことも、この制度ができてきた過程ぐらいは知っといてもらえた

らありがたいな、とは思うよね。まったく制度のない中で青い芝の人らががんばっ

てきて。ねえ。脳性まひがんばったんですよ。なのに、脳性まひががんばったのに、

いきなり能力がある人がかっこよく見えて、なんか「脳性まひはあかんな」って言

われたり……脳性まひって言語障害があって、なんか見た目も変やし、教育もあん

まり受けてこれなかった人も多いし。そんななかで、頸損とか、中途障害者でもし

ゃべれる障害者とか、ばあっと出てきて。なのでＡＬＳの人とかも歴史的な部分は

わかってほしいところがある。 

 

長谷川：介助者に対してもですか？ 

 

小泉 ：介助者。 

 

長谷川：けっこうね、あの、もちろん重度訪問介護っていう研修があるじゃないですか、今

は。あれも研修反対したりとか何とかいう歴史があるけれども、今 2 日間座学でや

るじゃないですか。で、最後は利用者宅でって話だけど、2 日間の中で教えられる

ことって限られてるじゃないですか。で、やっぱりなんかこう、そんなに伝わらな

いというか。もちろんそれをね、小泉さんとかやってきた人たちが話すのと、そう

じゃない人たちが話すのとでは全然、たぶん温度も違うしさ、内容も違うだろうし

さ、って思うんだけど。でもやっぱり増田さんのところに入る人たちなら増田さん

とこに入る人たちも含めてだけど、なんかさ、そんな今みたいな歴史っていうのを

色濃く知る機会ってないじゃない？ 単純に入るための資格というか、と思って取

って、入ってく中で技術を習得していくわけじゃないですか。で、そうすると何が

重要かって、おそらくその、当事者の人、その自分、ケアを受ける人ですよね、ケ
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アを受ける人たちの考え方っていうのが要は介助者に伝わっていくわけでしょ？ 

どうせ研修なんかはそんなに伝わらないわけだから。だったらその、増田さんとか

ＡＬＳの人たちが使うときには、きちんとそういう歴史みたいなものを知っといて

もらわなかったら、そんなにその、制度の乖離って解消されないですよね、たぶん

ね。なんかそんな気が、今話(はなし)して思った。 

 

小泉 ：はい。そうだと思う。 

 

長谷川：うん。なんか、そういうピアサポートっていう文脈は今もなお変わらないんでし

ょ？ 

 

小泉 ：変わらない。 

 

長谷川：その中では当事者に対しては、たとえば病院から出てくるとき、今の若い子たちだ

ってわかんないわけじゃないですか。その筋ジスなら筋ジスの人で、20 代 30 代の

人たちっていうのは、別に自分たちは、差別的な経験はあるだろうけれども、制度

がどう成り立ってきたかって、全然時代が違うから、経験も違うじゃないですか。

その歴史みたいなものはどっかで教えてるんですか？ ＪＣの人たちに。 

 

小泉 ：教えてはいないけど、まあ一緒の場所にいるから、何となくは雰囲気的にはわかっ

てきてはいると思うし。かと言ってあの、私もべつに苦労してよかったとは思って

ないし、苦労はべつにしなくてよければしなくていいとは思ってて。でもまあ歴史

的なことは、一緒にいるからやっぱそれなりには伝わってはいると思ってて。若い

子も今ようがんばっててね、ピアサポートは完璧にやってはるわ、あの子らが、岡

山さんとか大藪くんとか。ようやってるわ、ほんまにようやってる。ＺＯＯＭ(ズ

ーム)とかオンラインの中でやり取りができるので、そこは。けどまぁ脳性まひや

な、難しいのは。脳性まひ、数が減ってるね、最近。 

 

長谷川：減ってる？ 

 

小泉 ：減ってる。あの、医学がたぶん良くなって、お産が良くなってるんやと思うねん。

最近はお腹切るしなぁ。まあ難産で脳性まひっていうのはけっこう多かったし。そ

れで何やったっけ？ 話。質問と答がかみあってないね、ごめん。 
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長谷川：いやいや、いい、いい。 

 

小泉 ：大丈夫？ 

 

長谷川：大丈夫。 

 

♯ちょっとサービス的なところが入った方が当事者は心地よい 

 

小泉 ：えーと、うーん、でもこれ 20 年見てきて、介助現場も変わってきてるから、「昔

はこうやった」っていうが大事やけど、そればっかりでも…、変化してるものがあ

るから。私これね、あのね、最近他事業所さんとけっこう会うことが増えてきてて。

前はあの、重度訪問介護ってあんまりほかやってないところが多かって、自立して

きたらＪＣＩＬだけがもってる、とかいうのが多かったけど、最近はほとんどの事

業所が重度訪問介護をやりだしたし、けっこう集まってくるんです、事業所が。で、

他事業所どうなんかな、と思ったけど、すごいちゃんとしてる。逆に言えば、ＪＣ

ＩＬももうちょっとこれはちゃんとせなあかん。 

 

長谷川：どこらへんがですか？ 

 

小泉 ：そこは、他事業所さんはサービスの部分が強くはなってるんだろうと思うわ。「笑

顔で」とか、言われたことはちゃんと聞くとか。 

 

長谷川：ああ、なるほどね。 

 

小泉 ：うん、でも、その方が心地よいと思っている。ちょっとサービス的なところが入っ

た方が当事者は心地よい。と思えてきて、最近。ＪＣはまあ、「本人が言われたら

動きます」っていうのが、そういうスタイルできたけど、そういうのも最近はあか

んのやなと思ってきた。ちょっとちょっとサービス的な部分がないと、やっていけ

ないなっていうふうには思う。その方がうまくいってるし。 

 

長谷川：20 年やってきて一番変わったとこって、そこらですか？ 
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小泉 ：そこは大きいね。 

 

長谷川：やっぱり「本人の言うことを」というか、基本的には一緒やと思うんです、見守り

とか「空気になれ」とかそういう話は一緒だとしても、指示されたことだけじゃな

くて、っていうとこですよね？ 

 

小泉 ：そうそうそう。その方が居心地がいいなと思うわ。ずーっとこうやって待機してる

んでなくて、なにかしてあげようか、みたいな一言があるのとないのとでは違うな

と思うわ。 

 

長谷川：だって昔は、昔はって言うか前は、ＡＬＳの人たちとかはそういう指示ができない

から、むしろこっち側が言って、ってことの方をしなかったら動かない部分があっ

て、それがジレンマというか、どうなの？っていう時代があり。でもそれがだんだ

ん普及してきたことによって、なんかサービス的な色というか、 

 

小泉 ：そうそうそう。 

 

長谷川：が増えてきて、利用者もそれに慣れてくるというか。だから言われてちょっとこう

動いてもらった方がいいみたいな。 

 

小泉 ：そう思います、うん。 

 

長谷川：うーん。なんかそれはけっこう、それはそれでジレンマ的なとこは、 

 

小泉 ：でもあの、それは、ラクに過ごせるんやったらな、まあいいかなと最近は思っては

きてて。ただ、そのサービス、買ってしまうとこれまた違うよね。まぁ。真ん中行

けたらいいなとは思うけど。あとはあの、福祉系の学校を出た人とは、重訪だけで

来た人との違いがやっぱ大きくて、そこはなんか「どっちがいい」じゃない、真ん

中を行けたら一番いいとは思うけど。 

 

♯「何とかしたい」と思う気持ち 

 



190 

 

長谷川：真ん中ね。小泉さんがＪＣでこういう活動やってきて、その 20 年経った今もとい

うか、大事にしてるっていうか変わらずに、逆にこれは変わらない方がいいと思う

ことって何かありますか？ 

 

小泉 ：うーん、「何とかしたい」と思う気持ちかな。みんながそう思えたらいい、って。 

 

長谷川：けっこう小泉さんは柔軟性があるよね。なんか柔軟性が、小泉さんはある気がする

な。 

 

小泉 ：ようわからんけどね。 

 

長谷川：なんかけっこう周りのほら、人たち、障害持ってる人たちって、「これだけは変え

ない！」とかってなんかやっぱりあるじゃないですか、権利も含めてね。でも一方

でやっぱりこう、事業所とかやってる、こうＣＩＬやってる人たちって、時代に合

わせてやっぱり利用者のニーズってものも取っていかなければいけない側面もある

から、変わっていかなきゃいけない部分もあり、みたいな。なんか難しそうだなあ

と思って見てるんですけど。私はけっこうＪＣＩＬは昔と違って変わってきたなあ

っていうふうに、なんか思うとこがいろいろあって。なんかやっぱそれは、やっぱ

広がってきましたよね、その障害の、たぶんこう支援する対象というか、 

 

小泉 ：はい。 

 

長谷川：ね。ＡＬＳもそうだろうし、知的障害にも力入れてっていう。そういう中では変え

ざるをえないところがきっとあって、おそらくその自己決定だとかそういう部分も

そうですよね。 

 

小泉 ：うん。 

 

長谷川：で、それがたぶんあのＡＬＳの時代、ＡＬＳの時代じゃない杉江さんとかの時代っ

て、そういう過渡期だったんだろうなと、 

 

小泉 ：ああ、そうかもしれませんね。 

 



191 

 

長谷川：なんかやっぱまだあの時って、今言ってたようなその「本人の言ってること」みた

いな本人の意識も大事だったし、周りが本人の意識を育てるわけじゃないけど、尊

重するみたいなところもすごく重要だったけれども、今は「それだけ」ってやると、

いろんな障害に対応できないというか。でもそれがたぶんその前頭葉のとことかも

関わってくると思うんだけど、だから「知的はこういう障害ですよ」ってある程度

障害理解みたいなことが、昔はそれをされるとマイナスになってたところが、今は

それをしないと本人がしんどくなったり、周りもしんどくなって、その支援自体が

うまくいかないというか。チームワークみたいなものとか、やる人たちも増えてき

たからね。たぶん事業所も増えてきただろうし。昔ならたぶんＪＣならＪＣしか入

ってなかったところにね、いろんな人が入ってきたから、そこの協調性というか、 

 

小泉 ：うん。他の事業所を入(い)れるの、ものすごい抵抗があったけど、入ってもらった

らよかったです。あの、勉強になる部分があって、「ああ、ここがＪＣＩＬ足りて

ないんやな」っていうことは多々ある。 

 

♯「あんた当事者やし、なんとかしてよ」みたいなの、あるから 

 

長谷川：今、医療との向き合い方というかはどうですか？ やっぱ変わりましたか？ 

 

小泉 ：変わったっていうより、うーん。せやな、これあのね、医療っていうか、医療が入

ると管理が強くなって。で、もともとの障害者運動では「管理されたくない」って

いうスタイルで、そこの格闘がけっこう各現場でもあって、介助者が（当事者と医

療者の）間に入って困る、というような傾向がある部分はある。朝から医療者から

怒られたとか、「またＪＣＩＬの介助者か！」って言われたりとか。でもただ、食

べたいものを食べれない状況になってきてしまったんやっていう理解を、まあ周り

も本人もしてもらうことは大事かな。 

 

長谷川：うんうん。そうですね。なんかけっこうそれは永遠の課題っていうか、ＡＬＳの人

でも、 

 

小泉 ：そうそう、課題ですよ、ほんま。 
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長谷川：ほんとにその、それって究極、本人の、本人のっていうか、なんかこう楽な方を取

れば楽な場合ってあるじゃないですか。食事にしたって、たとえば飲み込みがもう

しんどくなったときに食べさせてたら、それ、たとえば詰まったら、介助者の責任

とかになるじゃない？ そういうところの線引きっていうか、それでも「本人が食

べたいのわかる」ってやるその介助者と、そうじゃないところをどう取るかとか。

トイレ介助ひとつにしても、ね、もうそのベッド上でやってもらった方が楽だし、

みんな負担かからなくて、本人も負担かからないはずだけど、みたいな、そういう。

でも「トイレでしたい」っていう気持ちみたいなところを。なんかそれが、前のた

ぶんその支援費だとかそういうあたりのときだったら、きっとそのピアサポのレベ

ルで話し合って、「こうしたら、ああしたら」っていうので、何となくこう丸くと

いうか、いけたようなところもあっただろうけど、今はいろんな人が関わるから、

責任みたいなところも含めて厳しくなってるから、統一しなきゃいけなくなっちゃ

って、っていうところありますよね？ 

 

小泉 ：うん。あります。 

 

長谷川：なんかお互いにこうゆるくいけなくなったというところ、何となくあるなと思って。  

 

小泉 ：あるある。ね、なんかやっぱりね、事業所の責任になっていくし。そこは事業所も

怖いやんか、「なんか起きたらどうしよう」とかいう。管理を強化せなあかんのん

ちゃうかとか思ったり、でも、本人はこう言うてるし、とか。その間でヘルパーは

大変な思いをしてると思います。 

 

長谷川：うーん、なんか、難しいですね。 

 

小泉 ：難しい。うん。自立生活してるのが一番難しい。家族がいると責任をちょっと持っ

てもらえる状況やと思う。単独やと全部事業所の責任、ヘルパーの責任になってく

るから、そこらへんの難しさは大きい。 

 

長谷川：うんうん。なんか、小泉さんはもっとだと思う。なんかその、当事者じゃない人が

管理者だとかとすると、それはもちろん悩みはするけれども、なんかこう判断的に

は「本人の気持ちはわかりつつも」みたいなところで、でもヘルパーのほう、やっ

ぱり健常者やったらそう取るから、 
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小泉 ：ああ、そうかそうかそうか。 

 

長谷川：だけどやっぱ当事者だと、そこのつらさっていうのを引き受けながらの支援だから。 

 

小泉 ：つらいです、つらかったです。そりゃ本人かて「あんた当事者やし、なんとかして

よ」みたいなの、あるからねぇ。 

 

長谷川：そこはなんか、思ったりもしたけど。 

 

小泉 ：うん、あります。けどまあこの悩みを抱えていくのが大事なんやなとは思っていま

す。 

 

♯どしたらええやろね 

 

長谷川：うん。えらいなー。 

 

小泉 ：もう私もいい年で、もうね、56 やし、今。 

 

長谷川：ええ？ うそ！ 

 

小泉 ：ほんま。だからもう、「もうぼちぼちこれ、世代交代やな」って。56 やで、私。

ちょっとどうする、これ？  

 

長谷川：いやー、だけど、さみしい、さみしいっていうか、でも、その役割的なところで変

わってはいくんでしょうね、きっとね。 

 

小泉 ：うん、そう思います。もう、もうすでにやってはるし、あの、若い子ら。 

 

長谷川：でもなんかこう、いろいろ移り変わりというか、京都の中だけでもけっこうな移り

変わりじゃないですか、ほんとに。だってもう自己決定とかほんとにそういうのが

主流だった、やってるとこも少なくて、こじんまりと始めたことが、そこにＡＬＳ
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みたいな医療みたいなの入ってきて、ちょっと自己決定だけじゃ立ちゆかない場面

が出てき、介助者の立ち位置も変わってくる、ね。 

 

小泉 ：うーん、そやねえ。 

 

長谷川：そっからだんだんそれが進んで、みんな、ＡＬＳの人でも地域移行みたいなことが

けっこう主流にというかね、こういう界隈だけじゃなくて、みんながこう、なって

きたなかで、どこまでその、脳性まひの人がんばってきたこの歴史を知ってんのか

とか、全然ね、わかんないし。そういう人たちがやっていくところ、やっていく、

そのやり方と、今までのこうやって踏襲しながらやってくやり方とでは、その都度

ね、違うし。 

 

小泉 ：ね。はい。 

 

長谷川：勉強になります。でも難病が増えましたよね。 

 

小泉 ：増えたよね。 

 

長谷川：増えましたよね、筋ジスも、難病、 

 

小泉 ：それはあの、増えたっていうか、わかってきたっていうか。それで、あれやで、わ

からしてきているのは、（あなたたち）みんなやで。すごいと思うわ。 

 

長谷川：いやいや、 

 

小泉 ：いや、でもそうやんか。そやで。担ってるんや。、 

 

長谷川：いやいや。そりゃ私はペーペーというか、小泉さんのあれにずっとその、やっぱり

けっこう衝撃的だった。杉江さんも衝撃的だったと思うけど、私もやっぱ小泉さん

の「何で患者って言うの？」って言葉はけっこう衝撃的で、あれはほんとに。でも

「忘れちゃいけないな」っていうのはすごい思っていて、ほんとに。 

 

小泉 ：いや、今思えば、なんか失礼なこと言うたような気がする。 
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長谷川：いやいや、それがほんとに。いや、でも思うんですよ。けっこう当事者の人も、今、

素直に自分の感情を出すっていうことが意外にできなさそうじゃない？ で、出た

ときにはもう、それこそ関係が破綻するような感じになってしまうというか。なん

かそういうのって、ある意味でさびしいじゃないですか。で、なんかその、やっぱ

りその中央が違うから。私たちやっぱり中途の、中途の人もそうだろうけど、私な

んかもやっぱり健常でしか経験がないわけじゃないですか。で、いくらその、何て

言うの、「差別されたんだ」っていうふうにいろんな人から聞くけど、それは想像

はできたとしても実体験がないから、いくらでも、何て言うかな、こう書き換えて、

その自分にいいように捉えて、そういうのってやっぱり差別者になりえる、やっぱ

りね、危険性はある、どちらかと言うとリスクが高いわけですよ。で、ずーっと私

も、杉江さんとこでも言われたし、ずっと言われてきた、やっぱし健常者であるこ

とを全然考えてこなかったけど、その小泉さんから言われたこととか、ＪＣＩＬと

関わって初めて自分がこう、自分の存在っていうか健常であることっていうのがな

んかすっげー大変なんだなってことをやっぱ思い知らされたので。それがないとで

きないじゃないですか。ＡＬＳの人たちもそうだと思うんですよね。やっぱ自分た

ちの権利を主張していくっていったときに、医療者がなお相手だとしたら、すごい

難しいじゃないですか。私も、さっきの桐原さんの話じゃないけど、高橋さんが

「呼吸器をつけた方がいいんじゃないか」ってカンファレンスで言う、っていうこ

とって、実はごく自然に当たり前のことだとも思うんですよね。 

 

小泉 ：そやね。 

 

長谷川：うん。けど、それがやっぱり阻まれているし、「つけるかつけないかも含めて自己

決定」っていうのが、なんか微妙やなって思ったりもして。なんかやっぱ決めてほ

しいことと決めてほしくないことってあるけど、なんか決めてもらった方が楽なと

ころって、それに反発していくことが気持ちいいときもあるじゃないですか、楽な

ときというか。なんかね、なんかそれの、やっぱりこないだの林さんの事件でもそ

うだけど、やっぱり「呼吸器つける、つけない」とか含めてだけど、ああいうのが、

たとえば「つけない」ってはじめに、病気になってから告知されて、「つけますか、

つけませんか。あと何年ですよ」みたいなことを言われながら介助を受けるのと、

そうじゃない中で介助を受けるのとは全然違うでしょ。 
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小泉 ：なあー！ なあー！ 

 

長谷川：介助者の意識とか考え方も全然違うと思うんですよね、やっぱりなんか。変な話、

なんかゴール…、よく家族の人も言うじゃないですか、「ゴールがあると思ってや

ってるけど、ゴールがなかなか見えなくって、しんどくなる」みたいな。なんかそ

のゴールを、他人にやっぱり選定されてしまうっていうそのしんどさもあるだろう

し、先が見えないもちろんしんどさもあるんだろうけど、なんかそこらへんが全然

その、今まできちんと、ちゃんと「いや、私たちの声、聞いてよ」って一生懸命や

ってきた障害者運動が、なんかある意味で医療にないがしろにされてる気がして、

すごいたまらないんですよね。 

 

小泉 ：それはそうやと思う。うん。 

 

長谷川：なんか、そこがちょっと悔しいなと思うところ。 

 

小泉 ：ね、どしたらええやろね。 

 

長谷川：どうしましょうかね。 

 

ユ  ：(笑) 

 

♯全然違うわ、やっぱりこうやってしゃべんのとは 

 

長谷川：いや、そりゃもう、小泉さんと一緒に活動しながらですよ。たぶんこれからまたい

ろんな人が来るから、難病の人が。そのさっき言ってた人もそうだし、一人ね、京

丹後からまた来るんですよ。 

 

小泉 ：ああ、そうですか。 

 

長谷川：そういう、何だろな、私、当事者の人もやっぱりこう「素直であっていいんだ」っ

ていうふうな、わがままじゃなくて素直であっていいんだってことをきちっとこう

学ぶというか。学ぶってわけじゃないけど、なんかこう会話の中で、「ああ、それ

でいいんだ」みたいな思えるきっかけみたいなのの流れがすごいいいなと思ってて。
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今なんか、よく私わかんないけど、広域協会とかはオンラインでなんかこう、ピア

カウンセリングですか、ああいうことしてるけど、あんまりなんか、こういうこと

言うのあれだけど、やっぱり響かない気がするんですね 

 

小泉 ：そやねえ、難しい。全然違うわ、やっぱりこうやってしゃべんのとは。全然違う。 

 

長谷川：そんな、そんで大げさなことでもないというか、きっと。大げさに見えると構える

けど、きっと日常の生活の中で自分のやりたいこと言うとか、人に気をつかうこと

も含めてだけど、当たり前のことじゃないですか。それはなんか、こういう関わり

の中で気づいていくことだから、あえてなんかこうね、勉強するというか教えるっ

ていうのもなんか馴染まないな、とか思ったりもしてるんだけど。なんかそういう

のができればいいですね、そういうつながりがね。 

 

小泉 ：ねえ、そう思います。ね。 

 

長谷川：ほんとに。小泉さんにはきっとまた聞くと思いますけど。 

 

小泉 ：いやまた。これ私、しゃべるのがほんまにへたで。しゃべるのへたで。ちょっとあ

の、私の本の話が出たけど、それどうやってやってきたかっていうのは、その、そ

んなに多くないんです。本をちょっと読んでもらえると、 

 

長谷川：オッケーです、読んで、 

 

小泉 ：ごめんね。 

 

長谷川：ううん、読んで、また聞きたいときは聞きます。 

 

小泉 ：うんうん。そんなに多くないんです、私のパートは。はい。また読んでください。 

 

長谷川：私も去年の林さんの事件だとか、マイクさんっていう、藤井さんっていうＡＬＳの

人がね、亡くなったんですよ。 

 

小泉 ：あ、宇多野病院の。あ、そうかそうか、ご苦労さまでした。 
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長谷川：いや、そういうのがあって、なんかちゃんとこう残しとかなきゃなんないなと思っ

て。やっぱりいいとこは残したいじゃないですか。やってきたこととかね。で今、

なんかもっとこうＪＣもだけど、みんなも今までの、これからのことも大事だけど、

今までやってきたことっていうのが、「いや、ちゃんとやってきたんだぜ」ってち

ゃんと言っとかなきゃな、と思うじゃないですか(笑)。ね、今たぶん筋ジスプロジ

ェクトとかできちゃうのも、ああいう経験があってのことだと思ったので、 

 

小泉 ：そう、それはそうやと思いますわ。 

 

長谷川：でしょ？ ほんとにそう。 

 

小泉 ：あの、ちょっと話それるんやけど、ちょっとこれ関係ない、 

 

長谷川：ああ、オッケー、オッケー、 

 

小泉 ：いや、いや、いいと思う、べつに。立岩さんは、事業所を立ち上げはるんですか？ 

 

長谷川：そうです。 

 

小泉 ：あ、そうなんや。 

 

長谷川：立岩が会社をまず立ち上げたんです。しかも、 

 

小泉 ：事業所やらはるんですか。 

 

長谷川：そう、私社員なんです、そこの。これやばいでしょ。みんなに言って、「やばくな

い？」 先生がずっと、まあちょっと、これ切りましょうか。 

 

ユ  ：(笑) 
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田中直樹さんの話 

 

――こんだけのことをやっぱりこう見ていくうちに、やっぱり誰かがこう生を

肯定してあげないと、生きることすら選べないというのは、やっぱり杉江

さんから勉強させてもらった。 

 

 

 

田中直樹さんは医者であり、杉江さんの主治医でもあった。多くの医者がそうであ

るように重度訪問介護や在宅の制度には詳しくない。田中さんも、どうやって在宅

の支援体制をつくるのか「まったくわからない」なかで、杉江さんの「やっぱり気

管切開して人工呼吸器つないででも生きたい」からスタートした。医者として日々

患者さんの「命を維持」している田中さんの目線から、杉江さんのことやその周り

についてどう見えていたか、話を聞いた。 

 

 

 

 

田中直樹さんからの聞き取りは、2021年1月13日に、梁山会診療所で行なった。 

2020月10月2日(金）梁山会診療所にて、188分 

聞き手 :ユジンギョン、西田美紀 
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♯難しいというか、どうしたらいいのかわかんなかった 

 

ユ  ：今日はインタビューに応じてくださって、ありがとうございます。 

 

田中 ：ありがとうございます。 

 

ユ  ：質問が何個かあるんですけど。まず、どのような経緯で杉江さんと出会って、支援

に関わっていったということなのかをお聞きしたいです。 

 

田中 ：ちょっとごめんね。昔のことなので、カルテ見ながらでいいですか？ 

 

ユ  ：はい。 

 

田中 ：そうですね、うちに一番最初に受診をしたのが 2008 年の 1 月の 31 日。この段階で

京大病院に入院されてて、もうそのときに胃瘻造設をしてたような状況で、退院後

の胃瘻の管理とかリハビリを希望されてうちの外来を受診されたという。だから京

大病院からの紹介かな、っていうのがきっかけですかね。 

 

ユ  ：そこからずっと関わっていったってことですね。 

 

田中 ：そうですね。はいはい。 

 

ユ  ：私は杉江さんの時代のことをよくわからないんですけど、そのときに杉江さんとの

関係で大変なこととかありましたか？ 

 

田中 ：まあ大変ていうか、一番最初の段階で、一人暮らし、独居の状況だということで、

それまでにもここでＡＬＳの患者さんは診たことはあるんですけど、基本的に家族

さんおられて、家族さんと家で、在宅で生活するっていうところが基本やったんで、

ベースに「家族さんありき」っていうところやって。で、杉江さんはもうまったく

独り身というか、奥さんとも別れてたし、お子さんとも別居されてって状況で。そ

こで発症して、それまではなんとか自分一人で生活できてたんだけれども、もうそ

れが、生活がままならないという状況で、「医療的な管理も含めて介入してほしい」

ということなんで、そこが、「さてどうしたらいいのか」っていうのがまったくわ
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からへんかった。どんどん本人さんはできないことが増えてくけれども、だったら

ヘルパーさんを入れる…、まだヘルパーさんもあんまり入ってなかったかな、週に

1 回か 2 回掃除に入ってた程度やったかな。で、訪看さんとか訪問診療の先生もほ

とんど月 1 回とかのはい…、週 1 とか月 1 だったので。それまではご自分でなんと

か生活できてたんやけども、生活ができなくどんどんなってって、どういう在宅の

支援体制をつくるかっていうのがまったくわからなかったので、そこがちょっと一

番、うーん、難しいというか、どうしたらいいのかわかんなかったです。最初はね。 

 

ユ  ：それが、最初にはわからなかったんですけど、どんどん関わっている人たちがいろ

んな人がいるじゃないですか、西田さんとか。その関係で…… 

 

田中 ：そのときに西田さんが立命館の先端研にいはって、そのときに川口さん、ＡＬＳ協

会の理事の川口さんとかが知ってて、重度訪問介護っていう 24 時間介護する体制

を使って東京とかでは在宅やってるとか。そのときに甲谷さんが先にいたんかな。

「甲谷さんもそういう制度使ってやってるから、それを使ったらどうなの？」みた

いな話があってですね、「だったらそれを使って生活できるんちゃうか」みたいな

話になったのはなったんですけどね。ただその制度自体は僕も全然知らなかったで

すし、どう使っていくかどうかもちょっと、まったく僕はわからへんかったです。 

 

ユ  ：まわりにわかっている人たちは、やっぱり立命館のかただとか、 

 

田中 ：そうやね。西田さんがどれぐらいわかってたのか。うーん。でも少なくともうちの

診療所の関係者でその制度を知っている人間はいなかったですね。で、まあとりあ

えずそうは言うても、お家でもうごはんも自分で食べられへんし、ばたばたこけて

るし、いう状況で、このままその、それやったら在宅の体制をつくるのは非常に難

しいだろうということで、宇多野病院さんにそういう「在宅の環境を調整するため

に入院させてくれ」っていうことで、まあ入院になったんですかね、最初はね。そ

れまで、それがね、だからうちが 1 月 31 日で、デイケアの開始が 2 月の 9 日なん

です。 

 

ユ  ：2008 年 2 月 9 日。 

 

田中 ：で結局、宇多野病院に入院したのが、4 月の 30 日ですね。 
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ユ  ：4 月の 30、2008 年ですね？ 

 

田中 ：うん、という感じかな。だから、 

 

ユ  ：そこからいつまで入院されたんですかね？ 

 

田中 ：えっとね、結局ちょっと時間がかなりかかって、7 月の 13 日ですかね。7 月 13 日

まで入院。 

 

ユ  ：かなり。3 か月ぐらい。 

 

田中 ：うん、3 か月足らずですかね。で、入院するまでのあいだに、主治医がそのときま

で京大病院の先生やったんです。だから、京大病院の先生、もちろん在宅なんか全

然わからへんので、一応京大病院の先生に「主治医僕に変えてほしい」という話を

して。うーんと、あとデイケアに通いながらリハビリして、医療的な管理をして、

ですかね。で、あの、それまで生活保護も受けてはらへんかったので、生活保護と

か介護保険の申請とかそこらへんの申請も全然できてはらへんかったので、そこら

へんの申請もして。 

 

ユ  ：それも西田さんが全部関わっていたんですか？ 

 

田中 ：うん、たぶん関わっていたんじゃないですかね。はい。 

 

 

♯「やっぱり気管切開して人工呼吸器つないででも生きたい」 

 

ユ  ：先生はその時代に、医者として杉江さんといろんな支援やったじゃないですか。そ

のときに課題だと思っていたことはどんなこと？ 

 

田中 ：一番最初？ 

 

ユ  ：最初とか、途中とか、あとで、 
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田中 ：ああ、一番最初はほんとに、さっきも言ったように何も分からへんかったんで、こ

の人がほんとにそういう…、本人さん自身は最初から人工呼吸器をつけるのを、

「気管切開して人工呼吸器つけて生きたい」って言ってはったんです。それは実は、

京大病院の先生にも言っておられたみたいで。ただ京大病院の先生は、「在宅でそ

んな人工呼吸器管理なんかできるはずないから無理だろう」と。で、まだ、「まあ

気管切開して人工呼吸器つなぐことは無理だろう」というふうに考えておられて、

本人もそれを言われたので、京大の先生、主治医の先生に。まあもう言うたら、そ

んな気管切開して人工呼吸器で生きていくという選択肢はないと思ってはったんね。

で、僕にはそうやって、「ほんまはどうなんや？」というような話をしたら、「や

っぱり気管切開して人工呼吸器つないででも生きたい」と言っておられたんですね。  

で、そこからですよね、スタートはね。死ぬのであれば逆に、そういうこうサービ

スをどんどん入れて、ということじゃなくてもいけるのかな、あるいはまあそうい

う長期的に入院できるような病院とかもあるので、そういう在宅にこだわらずに、

まあ言うたら病院に入院しながらそこの入院先で亡くなるっていう選択肢があった

り、ということやったけど、ことやっぱり生きるという話になると、やっぱりちゃ

んと人工呼吸器の管理もして、っていうような状況を作らなあかんので。その制度

が、全然重度訪問介護っていうのを知らなかったので、「さてどうしたらいいのか」

っていうのが一番最初の僕の困ったというか。まあどうしたらいいのか全然わから

へんかったときに、川口さんからその話を聞いて。「それやったらそれで制度を使

っていこか」ということで、ほとんど西田さんにそっからの仕事をお願いしたよう

な感じになりますかね。うん。 

で、もっぱら僕が杉江さん…、まあだから結局はそこまでのいきさつに関しては、

それほど医療的な感じがすごい必要でもなかったし、だから診断書とかそこらへん

のね手続きとかは必要でしたけど。で、僕が本格的に関わったというかこう動きだ

したのは、やっぱり宇多野病院から退院してきたあとの医療的な管理の部分を、ま

あ僕が担当してたっていうことですかね。それまでは、だから宇多野病院入院まで

はなんか全然、何が何だかようわかれへんかったです。 

 

ユ  ：3 か月のあいだですね。 

 

田中 ：そうそう、その３か月のあいだ。まあこけてるから、そらもちろん打ち身のことは

治療もしたりもしてるし、胃瘻の管理とかもしてましたけど。どういうものができ
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るかもよくわかれへんかったですし。だからその重度訪問介護、24 時間ヘルパー

さんが横にいて介護するなんていうイメージができひんかったですよね。でもまあ

そういう制度でやっている人がいるっていうふうに聞いて、「ああ、それやったら

できるんちゃうかな」っていうのは思ってましたけど、現実そういうものができる

とはあんまり思ってなかった。思ってなかったというかイメージができひんかった

ですね。 

 

ユ  ：先生はその前にもＡＬＳのかたと関係あったんですね。 

 

田中 ：はいはい。 

 

ユ  ：そのときもみんな、まわりの人たちは全部、重度訪問介護のことは知らなかったん

ですか？ 

 

田中 ：そうですね。だから基本的には家族介護で、その家族さんが足らない部分をヘルパ

ーさんが補うみたいな。だからほぼほぼそれまで診てる患者さんは家族介護がメイ

ンで、ヘルパーさんの介護はもう従、それを補うくらいのレベルの話でしたね。 

 

♯「もうちょっと冷静に」 

 

ユ  ：重度訪問介護をしたあとに、たとえば学生さんとかいろんな人が関わっていったじ

ゃないですか。そのときに学生さんが、たぶんＡＬＳのかたとか杉江さんのことよ

くわからない状況だと私は前聞いたんですけど、そのときに先生が学生さんを見た

ときにはどう感じましたか？ 

 

田中 ：うーん、まあ、あんまり覆い隠してもしかたがないので正直な話をいくと、かなり

何て言うんですかね、こう理想とか理念が強くって、そういうＡＬＳの患者さんの

独居に関して「何とかしてあげよう」っていうような思いが非常に強い人たちやっ

て。そういうこう、まあパッションですかね、衝動でなんか動いてるんやなという

気がしましたね。たとえば宇多野病院入院中もけっこうヘルパーさんがどんどん入

っていってて。で、おそらく僕が知る限りは、あんまりそんな入院してる患者さん

とこにヘルパーさんがどんどん入っていくなんていうことは、今までちょっと経験

したことのない。今はそれこそ制度上、入院患者さんに重度訪問介護、ヘルパーさ
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んが入るっていう制度はもちろんでき上がったからいいんだけれども、その当時に

そういうヘルパーさんが病院にまで行って援助してるとかいうのは…、まあその部

分は知らないですよ。僕その病院に行ってないので、どういう援助したかとかいう

のは言うたらわかんないんですけど。ただ、そこでもう関係性をつくってたという

のが、まあすごいパワーだなと。だからそこはちょっとこう、何ですかね、「もう

ちょっと冷静に」と思ってましたよね。あの、ビジネスなので、思いだけでね、こ

う突っ走れる話でもないので、「もっと冷静に」とは思ってましたね。たぶんだか

ら、退院のすぐあとにヘルパーさんたちと、まあ写真いただいたんですけど、飲み

会に行ったり、あるいはお風呂に行ったんかな、「お風呂屋さんに行った」ってい

うふうに聞いてるんやけど、そんなことも普通のヘルパーはやらないですよね。 

 

ユ  ：そうですね。 

 

田中 ：だけどやっぱりそういう独居で、そういう「ＡＬＳの患者さんを在宅でみるんだ」

っていう思いがヘルパーさんにも強くって、それでスタートした。で、僕はちょっ

と立場的には医療の、主治医、在宅での主治医なんで、ちょっとこう傍観者ではな

いですけど、ちょっとこう外から見るような感じの立場にいたので、まあその何か

こう、わっと盛り上がってるのに、さっきも言ったようにちょっと冷静、「もっと

クールに」とは思ってましたね。この、うーん、まあいいんですけどね。まああん

まりそういうことが、さっきも言ったように、ないので、ヘルパーさんはヘルパー

さんで仕事としてちゃんと割り切って「何時から何時まで仕事」、それで給料もろ

てるっていうようなことの話なんで、そういうプラスアルファのことっていうか、

そういうパッションの部分で動いてたケースっていうのが今までなかったので、ち

ょっとこう、まあ違和感と言うのか、「なんか違うな」と思いましたね。なんか今

までとは違う勢いやな、と思いましたね。 

 

ユ  ：杉江さんが 2008 年から約 5 年ぐらい先生が関わっていたじゃないですか。一番の

思い出とかありますか？ 

 

田中 ：思い出ねえ。まあ何個もあるんはあるんですけどね。そのあとけっこうやっぱりそ

の、杉江さん自身の思いっていうんですかね、ヘルパーさんとかなり衝突して、ヘ

ルパーさんをばしばし切っていくような状況、「だめ、だめ、だめ」って。で、入

れるヘルパーさんがなくなっちゃって。で、結局その…。ご苦労様です。 
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西田 ：あー、すいません。遅くなりました。 

 

西田 ：…っていうか、こんな感じで始まってっていうのと。あとこれが支援内容で。 

 

田中 ：おー、すごいな。 

 

西田 ：これがちょうど気切をするまでの、たぶんここらへんが医療的なことが多かったか

ら。これは前ね、整理してたやつで、こんな感じやったんですよ。あ、ユさん、こ

れね。 

 

ユ  ：これは何年？ 

 

西田 ：これはね、2008 年の 7 月。宇多野病院を退院してから。で、入院するまで、なん

ですよね。あ、ごめんね、話途中さえぎっちゃって。 

 

ユ  ：いえいえ。大丈夫です。 

 

西田 ：どうぞ、どうぞ。 

 

♯筋痙攣 

 

田中 ：うーんと、一番のあれがその、在宅でのヘルパーさんの介護体制が、もうどんどん

ヘルパーさんが入れなくなって、入院したんやね、年末年始。あれ 2009 年やった

っけ？ 

 

西田 ：いやそれがね、入院したのがわからない。そこまで情報がまだ書けてないんですよ。  

 

田中 ：中央病院じゃないね？ 

 

西田 ：気切したのは、これね、初めから言うとね、2006 年のね、えーと、 

 

田中 ：症状の出たときね。 
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西田 ：うん、症状が出て、2008 年のとき、デイケアに来たのが 2008 年の 3 月ですね、上

旬。あ、それ 2 月ぐらいか。ほんでそれから一人での生活が難しくなって、それで

家で転倒を何回かくり返してて。それで 4 月 30 日に宇多野病院に入院になって。

で、入院したけどなかなかケアプランが立たなくって、なんとか先生の意見書と、

あとココペリさんのヘルパーさんたちを、学生ヘルパーを受けるのが事業所先が決

まったっていうことで、退院を 7 月 13 日にして。でそれからは、8 月の上旬ぐら

いから外出のときの倦怠感とか、呼吸苦とか、食事中のむせとか、痰が絡みやすく、

すぐなって。ほんでデイケアとしては意思伝達装置のまあお話、コミュニケーショ

ン難しくなってきたから、それに対しての意思伝達装置とか文字盤の練習であった

り、リハビリのことをしたかったね、体の緊張が強かったから、そこらへんも含め

て。 

ただ本人さんは、杉江さんはずっと入院でいろんな我慢をしたので、まあヘルパー

さんとみんなが見つかったっていうことで、外出がすごくしたくって。で午前中だ

けデイケア来て、お昼から外出に出たりとか。で外出のときに、ちょっと息が苦し

いとかっていうような状況になったり。入院中は入院中で看護師さんとの介助が足

りなくって、いろいろ本人さんはストレスフルやったんやけど。今度退院したら、

ヘルパーさんたちとやっていかないかん生活の中で、発声がやっぱり難しかったり、

何人もに同じことを言わなあかんことのしんどさとか、いらいらが出てきちゃって。

で、移乗、車椅子移乗したりとか、そこらへんもやっぱり１人だったらちょっとバ

ランスが崩れて大変だったりして。ほんで、そういう外出したらしんどかったり、

むせたりするからっていって、訪問看護師さんはやっぱり食事の指導とかそういう

医療的な指導をするんだけど、そういう医療者側が、進行して行ってるなかで体の

ことを思って言ってることが、杉江さんからとったらやっぱり窮屈な状況があった

みたいで、なかなか医療と介護の連携が難しかったり。 

そうしてるうちに、何かあったときの急変時の対応とかもやっぱり遠かったらでき

ないじゃないですか、家がね。そういうのもあったり。もともとお墓があそこにあ

ったんですね、杉江さんの。そやから梅津から、あそこどこでしたっけ？ 場所。 

 

田中 ：西陣？ 
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西田 ：西陣のほうに。もともと前の、お墓があったり、なんか家の先祖がちょっと関係あ

るところやって。で、たまたまそこに空きがあったからっていうんで。最初それ探

すのもすごい大変やってね、山本くんと長谷川さんが、けっこう部屋見つけるのに、 

 

ユ  ：今、ココペリの、 

 

西田 ：そうそうそうそう、ココペリのね。あれはたまたまその大家さんが、甲谷さんが今

の西陣に行く前に住んでたところで、そういう繋がりがあって。自分のおばあさん

が亡くなったから空いてるからっていうことで貸してもらえたんやけど。なかなか

その当時は、今はちょっとわかんないけど、独居で病気でって、そういう保証人が

ちょっと難しくてっていう、なかなか貸してくれなかったりして。で、そのネット

ワークでなんとかその家が見つかって、それでそっちに引っ越しをしたんですよね。

あれ何月…、10 月の 22 日に引っ越ししたんやね。 

で引っ越ししたけど、引っ越ししてからの緊張がすごい強かったですよね。最初か

ら、あれは何なんだろう？ すっごいもうずーっと緊張にヘルパーさんも本人も悩

まされたというか、それによって介助がすごい難しくなったりとか。まあもちろん

コミュニケーションのことはあるんですけど。緊張がすごかった、とにかく緊張が。

痛みと痙攣みたいなの。あれ痙攣ですか？ 先生。 

 

田中 ：筋痙攣やね。 

 

西田 ：筋痙攣みたいな。 

 

ユ  ：筋肉の痙攣のこと？ 

 

西田 ：硬直みたいな。 

 

田中 ：えーとね、上位運動ニューロンいうて中枢の運動神経がやられて、痙縮っていうの

が起こるのね。それでその痙縮がひどいと、まあ言うたらこむらがえりみたいにぐ

ーっと筋肉が痙攣して、それが痛みに繋がるっていうことやったと思いますわ。 

 

♯「もうそやったら気管切開をしたらいいんちゃうか」 
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西田 ：そうそう。で、なかなか痛みと、声があんまりうまく出えへんのんと、食事食べた

らむせたりとか、なんかそんなんで体調悪かったり。ヘルパーさんと、なんかでも

やっぱり慣れない人と、そうやって体が進行していく中で過ごすのがしんどくなっ

ちゃって。で、うまくいかなかったよね、そのあともね、梅津に引っ越してからも、

梅津じゃなかった、あっちのほうに引っ越してからもね。 

で、あれよあれよという間に病状が進行して。で、これ 2009 年の 1 月 5 日に先生

が「気管切開の手続きする」って本人に説明してて。本人はもう決めてるから別に

それに対してはどうのこうのっていうのはなかったのね。で 1 月 20 日に京大病院

で、気管喉頭分離術をする目的で入院になって。で、手術しても、もうそのときの

時点ではかなりやっぱりヘルパーさんが、もう人が、やっぱそんな調子で長く続か

なくって、学生ヘルパーさんもすごく不安が、進行していくから強くって。で人が

いなくって、在宅生活の立て直しみたいな感じのも含めて、でも京大病院はずっと

入院できひんから宇多野のほうに転院ていうかね、転院して宇多野で在宅生活をも

ういっぺん立て直そうということで。気切してたから、まあ医療的ケアのことも含

めて、って。 

で、宇多野に入院してるときにデュロテップ・パッチをやっぱり入院中に、本人も

体が思うようにならへんかったりして、痛みをけっこう言ってて。でパッチをそこ

でもらって貼ってたのが、退院してから、けっこうやっぱり痛みがすごい強かった

んやね。で退院してからは…、私ばっかりしゃべってますけど(笑)、退院してから

は、入院中まではどっちかって言うと、私と田中先生がデイケアで診て、また在宅

でも関わってっていう感じで、もう抱えすぎてしまってるから、これやっぱり在宅

のサービスをちゃんと整理しようということで。で、往診医はちゃんと往診医とし

て、えー、在宅医か、在宅医として、で、デイケアは杉江さんの主治医として、お

昼間はデイケアに来て。で、お家のほうはじゃあ、って澤田先生という。澤田先生

どこの診療所でしたかね？ 

 

田中 ：えーとね、澤田先生が、えーと、仁和診療所やね。中央病院系列ね、民医連の仁和

診療所。このころ往診、僕してへんかったんやね。 

 

西田 ：うん、してないんですよ。してなくって。 

 

田中 ：だからもう「往診の専門の先生にお願いしよう」ということで、宇多野病院入院中

に、 
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西田 ：退院してからですね、 

 

田中 ：そやね、澤田先生に連絡して、「退院後は診てください」みたいな話をした。 

 

西田 ：まあ入院中はけっこう京大病院と転院先、まあそれまではあの、もうヘルパーさん

いないから、お正月勤務とか私が連続で出たりとか、どうしても学生ヘルパーさん

の負担が強くなっちゃって、で、やってたんやけど。京大病院に入院してからは、

長谷川さんと山本くんがわりと学生さんを連れて一緒に、退院後に介護ができるよ

うに、文字盤の練習を一緒にしてくれたりとか。あと医療的ケアのことも、退院後

に吸引が必要になってくるから、宇多野病院の水田先生とかに間に入ってもらって、

そういうこうデモ機、デモ機じゃないわ、練習用の吸引器とか借りてやったりとか

したんですけど。ただやっぱり学生さんヘルパーって、たとえば医療的ケア、吸引

の練習とかでも、どこから別にそれお金が出るわけでもなく、ボランティアになる

わけじゃないですか。そしたらやっぱり集まりもそんなによくなかったりとかして。

ほんで入院中にたとえば病棟の中の吸引器を使って吸引を練習しても、退院後は全

然違う在宅の吸引器でするから、実際にそれで練習はさせてもらって退院したんだ

けど、在宅移行後の吸引の手技とかが、もうひとつその新しい機械であるっていう

のは、医療者は慣れてるけど、やっぱり学生さんとか、ヘルパーさんでも吸引した

経験がある人やったら慣れてるけど、初めての人はちょっとの物品が変わるだけで、

やっぱりすごいわかんなくなっちゃったりっていうので。まあそのあとに、かとい

って訪問看護師さんがそこに合わせて来てくれるわけじゃないから、限られた時間

のところに決まったときに来るし。で、そこも調整がもうひとつうまくいかなかっ

たか、何回か私も間に入ってヘルパーさんに吸引器の練習してあげたりとか。でま

あその入院の気切の前のときも、NPPV とか胃瘻の注入のことであったり、デイケ

ア来てもらって研修会開いたりとかっていうのは。一応マスクの装着とかしてたん

やけど、なかなかやっぱりそこらへんの。そのマスクなんて難しかって、ほとんど

してなかったですよね。 

 

田中 ：寝る前に 1、2 時間、やっとできたぐらいで。 

 

西田 ：なんかね、あれいつ開始になったんかな？ やっぱり難しかったんですよ、マスク

のほうが。気切をすれば、もうあとは吸引だけで。 
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田中 ：最初の 2 千何年だ、6 年？ 

 

ユ  ：最初は 2008 年。 

 

田中 ：最初は 2008 年、うちから診てる 2008 年のもう、9 月かな、10 月ぐらいからやって

たんちゃうかな。 

 

西田 ：9 月。9 月ですね。 

 

田中 ：に導入したんだけども、結局、今言ったように、夜間そうやって装着ずっとなんて

いうのはなかなか難しくって。それでも呼吸苦しい、無呼吸がある、いうことで、

「もうそやったら気管切開をしたらいいんちゃうか」ということで、もう 1 月には、

その次の 2009 年 1 月やけど。だからＣＰＡＰ(シーパップ)の時期は、実質 3、4 か

月もやってないくらいやね。 

 

♯眠そうで眠そうで 

 

西田 ：9 月 8 日にデイケアでケアカンファレンスしてて、CO2 っていう二酸化炭素がね、

臥床時の、寝てるときに溜まってきてるからっていうことで、「ＮＰＰＶを導入し

ましょう」ってなって、そのあと 16 日にデイケアで研修はしてるんですよ、一応

ヘルパーさんの。で、9 月 25 日から自宅でのＮＰＰＶ、夜間のとき開始してます

ね。そやけどマスク装着のベルトの調整と、あとやっぱり喉が渇いて、空気圧がば

ーって陽圧でかかるじゃないですか。なら喉がからからになるからって、加湿器を

調整してたんやけど、その加湿器の調整がうまいこと、やっぱりヘルパーさんがま

たできへんかったりして。で、私が家に行ったり、出口先生に行ってもらったりっ

ていうのもしたんだけど、結局もうヘルパーさんと 2 人になったら「もういらん」

っていう感じになって(笑)、ほとんどやらない。活用できなかったという、なんか

そんな感じだったんですけど。 

だから、宇多野病院を気切して退院してから、まだそのＮＰＰＶのころよりは、私

から見たらまあ、ヘルパーさんはたぶん大変やったんやけど、呼吸器がついてたわ

けじゃないので、まあある程度慣れたら、そこの急変に対する難しさとかはあんま

りなかったと思う。それよりも硬直がきて「痛い」って言って、体位変換がなかな
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か難しかったりとか、まだそのとき車椅子で移乗があったんですよね。うん。で、

移乗がやっぱり１人だったらとてもじゃないけど無理で、なんかそこらへんの介助

がやっぱりすごい大変やったような気がします。 

ほんでもうそんな感じで、退院、2008 年の在宅移行した直後は、すごい学生ヘル

パーさんのほうをわりとこう可愛がっていたんだけれども、やっぱり進行とともに、

やっぱりあの、 

 

田中 ：2008 年の退院、１回目の、 

 

西田 ：１回目の、宇多野から退院してすぐ体制組んで、引っ越しして直後ぐらいまではま

だ、まだね仲良くって。仲良くってっていうか、いろいろかわいがってあげてて、

いろいろどっか行ったらお土産を、手土産を持たせて。田舎に帰るときに「これを

持って帰り」とかっていう感じでやってたんだけど。やっぱり呼吸の状態があまり

よくなくなってきたり、痙攣がひどくなってくると、関係は負担が大きくなって。

で、なおかつ入院中に立て直して、文字盤も練習して、いざ退院して、その直後か

ら、今度はやっぱりもうココペリのヘルパーさん、「山城さんの介助を見て習って

ほしい」とか「ボランティアやと思って我慢してた」とか、なんかそういうことを

ヘルパーさん、学生の子に言うようになって。 

で、 気切の退院後、宇多野病院の 2 回目の退院後は、私から長谷川さんと山本く

んがメインで学生ヘルパーさんの調整してて。それまでは学生ヘルパーさんはココ

ペリさんに登録してて。で、もともと 11 月までは研究費で少し介助のお金を足し

て払ってたっていうのもあったけれども、そこから 12 月ぐらいからはココペリ登

録にしてたんね、ヘルパーさんね、学生の。でもやっぱりちょっと広域協会のほう

に登録し直して、そこで長谷川さんたちがちょっと学生ヘルパーさんのシフト調整

っていうのをやりながら、慣れてない子とかはちょっと夜勤一緒に入ったりってい

うのでいろいろやってくれてたんやね。山城さんに介助の移乗の方法とか、出口先

生に車椅子移乗の方法とかいろいろ教えてもらって。私はどっちかと言うとデイケ

アで杉江さんと関わって、ときどきヒアリングに行ったりとか、困ったときに行く

みたいな感じで。だから、その 2 回目の宇多野退院したときっていうのは私は少し、

まあ杉江さんには言ったんだけど、少しデイケア・メインで、それぞれが本来の職

場のところから杉江さんに対して関わって、で訪問看護師さんとか、できたらそこ

の在宅のやるべきというか人たちにケアをやってもらったほうが、やっぱりこれか

らのこと思うと長く続くんじゃないかと思って。本人も「それでいい」っていうこ



213 

 

とでやってたんやけど、やっぱりうまいこといかなかったんですよね。ほいでなん

かそんなんが続いて、えっと、 

 

田中 ：2009 年の、だからそれが 4 月だよね。2 回目の宇多野の退院が、 

 

ユ  ：2009 年 4 月。 

 

西田 ：8 日。 

 

田中 ：8 日やね。そこからはだから、さっき言った寺之内の診療所の澤田先生が訪問で、

うちがデイケアで。だからデイケアだけで言うたら僕がタッチして、西田さんも基

本的にデイケアに来たときに関わるっていう感じで。 

 

西田 ：で、そうしていたんだけど、やっぱりそれはそれでうまくいかなかった。9 月の後

半ぐらいからさらに痙攣が多くなって。このときから澤田先生に、退院後もかなり

痛い痛いっていうのを訴えてたみたいで、まあドクターとしては、「痛い、痛い」

って言われたら、やっぱり痛みどめを増やすしかない。で、入院中に宇多野のとこ

ろでデュロテップ・パッチを貼って退院してるから、 

 

田中 ：えーと、麻薬やね。 

 

西田 ：麻薬でね。その量がどんどん増えてきたんですよ、抗痙攣薬とか、そこのお薬のほ

うが。これ、まあその難しいところで、緊張が、硬直が強くなったら抗痙攣薬とか、

筋弛緩薬か、筋弛緩薬とか、痛みどめを処方するじゃない。で、まあ眠れないって

いったらお薬をちょこっと。でもそれによって、文字盤とか取ってるときとか、発

声とかも含めて、さらにその薬の影響でコミュニケーションが難しくなって、ヘル

パーさんとの指示とかそれがうまくいかないって悪循環な状況になってね。ほんで

そんなんもあって、えーと、いつやったかな、これ、12 月の 3 日にもう、 

 

田中 ：うーん、かなり 10 月の中で、眠くなってるやない？ 眠そうで眠そうで。2009 年

の 10 月ぐらいにはジアゼパムっていう、えーと、眠剤っていうかな、筋弛緩作用

もあるんやけども睡眠作用もあるやつ、まあ増えてってて。で、もうけっこう眠気
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が強くってっていう状況が 10 月になって。そのあたりでまあ麻薬のデュロテップ

というのを増やしたり。で、 

 

西田 ：で、その関係が、いつかはわかんないんですけど、関係がやっぱりヘルパーさんと

うまくいかなくなったら、何かのときに杉江さんが、「もう呼吸器なんかこんな介

助体制でつけられない、僕は」みたいな感じの言い方をして。それやったら学生ヘ

ルパーさんは、一応杉江さんがこれから地域で生活していくっていうことで募集か

けて集まった子たちで。なのに、痛みどめや麻薬も増えて、「もう呼吸器は着けな

いこのままでいいんや」みたいになると、やっぱり本来入ってたヘルパーさんの学

生の子らのモチベーションとかいろんなことで、「それはちょっと違うよね」って

いうことになって。 

で具体的な話、どんな話をしたか、またちょっと資料見ないとわかんないんだけれ

ども、結果的にこれ、いつやったかな？ えっとね、11 月 26 日に担当者会議をし

てて。この会議のあとで杉江さんと長谷川さんと山本くんと私と話をして、学生ヘ

ルパーさんはちょっともうこれ以上ちょっと入れないっていうことで、まあ撤退み

たいなかたちになって。ただ学生の中でも、新しく入ってきた子とかはね、「もう

ちょっと入ってもいい」っていう子が 2 名いてて、その子に関しては「ココペリさ

んのところで所属で継続して入ります」っていうことになってね。ほんで 12 月 3

日のときには、澤田先生のほうからまた入院の話っていうのを杉江さんに勧めたん

やけど、在宅希望してて。それと、杉江さんとしては通所リハから訪問リハの移行

の希望を伝えたんだよね。これ何でかと言うと、気切して退院後に文字盤を使い始

めました。で、家でも文字盤がまあ慣れるのに…、でも、まあそれでも長時間入っ

てたら慣れるんやけど、デイケアに来てたらね、やっぱりいろんな患者さんがいる

し多くのスタッフがいるから文字盤の対応がほんとにできなかった。難しかったん

ですよ、デイケアで杉江さんがコミュニケーションを取っていくのが。で退院直後、

2009 年の 4 月の 8 日の退院直後は、 

 

ユ  ：7 月 8 日？ 

 

西田 ：2009 年の 4 月の 8 日。 

 

ユ  ：4 月 8 日から入院したんですね。 
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西田 ：退院。宇多野病院を退院してね。 

 

ユ  ：入院はいつですか？ 

 

西田 ：入院はね、転院？ 

 

ユ  ：うん。 

 

西田 ：京大病院から転院したのはいつでしたっけ？ 先生。 

 

田中 ：京大病院からの転院は…、最初の気切のときの話？ 

 

西田 ：うん。気切の。 

 

田中 ：気切はその年の始めちゃうかな。 

 

ユ  ：これあとで資料もらっていいですか？ 

 

西田 ：うんうん。 

 

♯訪問診療医が僕に変わってて 

 

田中 ：えーとね、京大病院に入院したんはもう、1 月早々やね。1 月、うん。京大病院に

入院したのが、1 月のちょっと何日かはわからないです。 

 

ユ  ：1 月。 

 

田中 ：1 月で、ほんで転院したんが、中央病院に転院したんが 3 月頭。で退院が 4 月なん

かな。 

 

西田 ：うん、4 月。入院は、京大は 1 月 20 日。 
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田中 ：1 月 20 日、うん。それで手術して、3 月の頭に宇多野病院に転院して、4 月の頭に

退院。 

 

西田 ：で退院して、宇多野からその退院したときに、デイケアで文字盤が、ちょっとコミ

ュニケーションが難しかったのと、訪問看護師さんがちょっと対応が限られてて、

時間が。だから栄養の注入を、デイケアでできるだけ栄養を入れようということで、

来たときと帰る前に 2 回入れてたんですよね。その 2 回入れるのが本人さんにとっ

たら、やっぱりすごい杉江さんにとってはすごい苦痛みたいで、おなかがぱんぱん

になって、コミュニケーションも取られへんかって。1 回なんか吐きそうになった

のが、「気分悪い」っていうのがちょっと伝わらなくって、スタッフに。そんなん

もあったりで、もう苦痛で苦痛でたまらへんなって。で、来(こ)おへんなって、途

中からね。で、もう 5 月ぐらいから来てないんですよ、デイケアを休むことが多く

なって。で 6 月 1 日にデイケアで、相談員とケアマネと私と杉江さんと先生と話

(はなし)して、通所リハビリに変更になってます。 

 

田中 ：うん、外来のリハビリね。 

 

西田 ：外来のリハビリのほうに変更になって。で、そのあとですね、痛みどめが、 

 

田中 ：そう。どんどん増えていったからね。 

 

西田 ：どんどん増えていって、家で。ほんで学生ヘルパーさんが抜けてっていうことで。

で、いっぺん 12 月のこの 26 日に救急車を本人がね、これぐらいから救急車をね、

何回かもう、次の年の 2010 年の 2 月 3 月あたり救急車何回も呼ぶんですよ。でま

あそんな大したことではないんですけども、ヘルパーさんもけっこう疲弊というか

疲労してて。で、あと 12 月 30 日ぐらいには、あ、これね、ちょっと待ってよ、

2009 年の 12 月 30 日ぐらいに、ヘルパーさんがビデオを撮ってるとか、DVD、パソ

コン勝手に触ってるとか、なんかそういう被害的な訴えがすごく多くなっちゃって。

で、2010 年の 1 月の上旬にメインでケアに慣れてた山城さんっていうかたが介護

を抜けたんやね。で、抜けて、そのあとからも冷蔵庫の栄養ドリンクとプリンの数

が合わないとか、そういうことをすごく言っていたりして。で、1 月 15 日にケア

会議開いてて、「どうする？」っていうふうに本人さんに言うたら、「介護事業所

はヘルパー不足でも増やさずに、このまま 3 か月から 6 か月様子見て」、まあ田中
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先生に在宅医が変わった時点で、「先生と西田さんと相談して、これから家で暮ら

すかどうするかっていうのを決めたい」っていうて本人が言って。で、まあそんな

感じでそのあとも、2 月 20 日も救急車を呼んでて、来たら「文字盤が取れない」

って杉江さんがね。ほんで「文字盤が取れるヘルパーを用意しろ」って救急隊員に

言うて。で、田中先生に連絡が入って、救急隊が帰るとか。2 月 28 日に今度は

「自殺する」って本人が言って。 

 

田中 ：で、そのタイミングでもう訪問診療医が僕に変わってて、ですわ。 

 

♯憤懣や不満が続いて 

 

西田 ：ほんで、このとき話し合った。話し合った記録がまだ介護ノートに残ってた。でも

そのあとにパソコンでメールして、山田さんっていう人に「死ぬもんか」みたいな

メールはしてるんですよね。なんかそこらへんがけっこうすごい、あれでしたよね。

ばたばた荒れてて。その後って、あれ誰でしたっけ？ どうなってたんやろ？ 

 

田中 ：ずーっとまあ憤懣や不満が続いてて。幻覚、妄想や、 

 

西田 ：幻覚、なんか「誰かがいる」とかそういうのもちょっと見えはじめて。で、妄想的、

被害妄想がすごい強くなって。ほんで、 

 

田中 ：あ、これ、始末書も。 

 

西田 ：ああ、始末書をね。なんかヘルパーさんに対して、介助が間違ったら始末書書かせ

て、それを机の引き出し、枕元ラックのところにいっぱいためてて。で、もうそん

なことされたらヘルパーさんもすごいもう介助したくないけど、もうぎりぎり我慢

しながらやってるような状況だったんですよ、そのころは。 

 

ユ  ：ヘルパーさんは何人ぐらいいました？ 

 

西田 ：そのときはね…、今ね、ちょっと今日職場から来たから、介護ノートを持ってこよ

うと思ったんだよね。けっこう…、もういなかったと思う、あんまり、ほとんど。 
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ユ  ：一番多かった時期は何人ぐらい？ 

 

西田 ：多かった時期、 

 

ユ  ：なんかこの、差があったかと思いますけど。 

 

西田 ：多かった時期、学生ヘルパーさんが 4、5 人、5 人ぐらいいてて。たぶん 10 人ぐら

いはいてたと思う、安定してたときは。でも、いないときは 4 名ぐらいしか、3 名

とか、もうあの年末、気切の入院する手前のときとか、もうたぶん 3 人しかいなか

ったと。3 人とかそれぐらいだったような記憶があるけど、4 人とか。でもココペ

リさんから新しい研修生が来るので、一応はその人がいてて、2 人体制とか。学生

ヘルパーさんももう気切する前は 2 人体制に、ちょっとやっぱり危ないし、しよう

ということで 2 人体制にはしてたんだけど、それでもやっぱりなかなか、本人の不

安も強かったしヘルパーさんも怖かったしみたいな感じ。 

そこからの介助ノートが、私まだまとめられてなくってね。それまでなんかやった

んだけど、がんばって。そこからは私、話があんまり。介助ノートを拾ってってい

うか整理できてないから、 

 

田中 ：うん、一応ここに書いてあるのは、そのまあすごい荒れてるときに、もう在宅が難

しい、まあヘルパーさんも入れない、事業所的には入れられないっていうのと、本

人さんもその入ってるヘルパーさんに対しての不満がうわーっと噴出してて。で、

たぶん西田さんと一緒に話をしたんやと思うけど、3 人で。で、「もうこのままや

ったら入院か、在宅継続ならば在宅継続で、もうちょっとこう自制してヘルパーさ

んを受け入れなあかん」みたいな話をしたら、本人は、「もうあと半年このままの

在宅の生活で経過見たい」というような話をしてて。で、その間(かん)にカンファ

レンスをしても、まあただそうは言うものの(笑)、ヘルパーさんへの不満はわーっ

とずーっと持続的に言うてた話で。で、レスパイト入院っていう選択肢とかも宇多

野病院に提案するんやけど、それも拒否みたいな感じになってて、まあ入院指示す

るけど納得しないとか、うーん、やね。この間(かん)に、レスパイト入院を、「ヘ

ルパーさんをちょっとこう休ませる意味でも」っていうふうに言ったけど、それを

なかなか納得しない時期が、それが 2010 年の 3 月 4 月あたりですかね。そうやね。 



219 

 

まあ依然として筋緊張高くて、痛みはずーっと続いてるような状況で。4 月、5 月、

そうやね、麻薬のデュロテップもこのあたりから増やして、もう１回増やしてるね。

痛みが強かったんですよね。 

 

西田 ：2010 年 5 月ぐらいからもうちょっと増やしてるってことね。 

 

田中 ：これが 6 月。「自宅にて緊急カンファ。このカンファレンス」…、うん。そやね。

やっぱり「ヘルパーさんが疲労のために倒れた」とかって書いてあるね。6 月。 

 

西田 ：やっぱり介護ノートを持ってくればよかったな。ごめんね。 

 

田中 ：えーと、「入院はせずに、問題になったヘルパー事業所の枠を徐々に減らして、在

宅療養を継続する」って本人が言ってるね。やっぱりここでもトラブってるよね。

「1 つのヘルパー事業所とうまくいかず、その事業所をやめたい。だがやめると在

宅療養の継続が困難となる。そのために病院に入院する」っていうふうに 7 月には

言ってるね。で、まあそやね、だけど二転三転しますね。その次の週に行ったとき

には「入院せずにそのまま在宅でいきたい」って。 

 

ユ  ：この記録、ほんとに大事ですね。記録が大事。 

 

西田 ：記録これね、そうだよね、電子カルテ。介助ノートも読んでたら改めて、「あ、こ

のときにこんなんがあったんやな」って思うなあ。でないと、メモとかも一応ある

のはあるけど、日付とかがもうひとつちょっとわかんなかったりするときもあるか

ら。 

 

田中 ：このときは年末なんかなあ？ 

 

西田 ：そのあとに入院したんでしたっけ？ 全然覚えてない(笑)。 

 

ユ  ：だいぶ前のお話なので。 

 

田中 ：でもそのなんかヘルパーさんに文句言いながら、ヘルパーさんもそれに耐えながら

っていうの、これずーっと続いてるんやね、たぶん。 
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西田 ：うーん。 

 

田中 ：2011 年 3 月 10 日には、「将来的には人工呼吸器に装着せず、急変時も含め救急救

命処置いらない」っていうふうに一時期言ってるときもあったよね。なんかちょっ

とこう本人も在宅の生活に疲れてきた。ところが、「まあいずれ」、そう言うてみ

たり、「やっぱりつける」みたいなことを言ってみたり、どうしたらいいのかわか

らへん状態なんかな。そんなんが 2011 年の 3 月。 

 

西田 ：先生、私持ってこよっか？ 介護ノート。自転車ですぐやから。ね。そのほうがい

いね。 

 

ユ  ：ここ近いですか？ 

 

西田 ：近い、近い。わりと 10 分 15 分あったらたぶん戻って来れるから、ちょっと持って

きますわ。ちょっと待っててください。でないとあれやんね、せっかくユさん来た

のに、 

 

ユ  ：気をつけて行ってらっしゃい。 

 

西田 ：はいはい。 

 

田中 ：ここらへん同じ感じやね、ずーっと。 

 

ユ  ：さっきの資料を見てもいいですか？ 伝票みたいな、 

 

西田 ：うん。 

 

ユ  ：ありがとうございます。 

 

田中 ：2011 年の 8 月に、あまりにも被害妄想的なことが多いので、抗精神薬を開始して

ますね、抗精神薬。それまでは不安をとるようなお薬。で、もうひとつ強いシゾフ
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レニアとかに、統合失調症とかに使うお薬を入れるくらいちょっとひどかったんや

ね。 

 

ユ  ：8 月からですね。 

 

田中 ：8 月からです。やっぱり被害妄想がずーっと続いてて。 

 

ユ  ：だからどんどんよくないことに、強く、 

 

田中 ：そうですね、どんどん。このころに、だからヘルパーさんも疲れてやめてくし、本

人もどんどん妄想がひどくなっていくし、みたいな状況がずっと 1 年以上続いてた

んかな。 

 

♯もうヘルパーさんとか事業所さんとかを繋ぎとめるのに必死やった 

 

ユ  ：先生はそのときに杉江さんを見て、どう感じました？ 

 

田中 ：そうですね、まあ、実際起こってることがヘルパーさんとの間のことなので、杉江

さんの言ってくることとヘルパーさんからの報告とがやっぱりだいぶんずれていて。

基本的にはヘルパーさんの言ってるのが事実なんだろうなとは思いつつ、かといっ

てそれを本人さんに言っても、本人自体はもう言うたら妄想に支配されてるので、

まあ入らへん。ほんで結局のところ、まあ僕の立場的には杉江さんには「そうじゃ

ないんだよ」とは言うけど、杉江さんのほうには入らない。ほんで杉江さんまたヘ

ルパーさん攻撃する。で、ヘルパーさんに対して僕たちが受容的にまあ関わる。ま

あ「こういうときにはああしたらいい、ああいうときにはこうしたらいい」とか言

いながら、で、それをなんかこうお茶を濁してたというのか。わかるかな。まあ本

質的な解決にはならないんやけれども、ヘルパーさんの気持ちを受容することで、

なんとかこう、いてもらってたって、ヘルパーさんをいてもうてたみたいな感じで

すかね。だから根本的に杉江さんに対して、まあお薬投与したりはしたり話はした

んやけれども、あんまりそこの、杉江さんを変えるってことは全然できずに。で、

ヘルパーさんのほうに「まあまあがんばりましょうね」みたいな感じの話をしてい

た感じですかね。なんかこうあんまり、何て言うか生産的な、もうちょっとこうう

まくとか、もうちょっとこう先を見越したとかいうことはとてもできるような状況
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ではなくて、もうヘルパーさんとか事業所さんとかを繋ぎとめるのに必死やった感

じですかね。 

 

ユ  ：杉江さんは、ほかのＡＬＳのかたとちょっと違う人でしたか？ 先生が見た感じで

は。 

 

田中 ：ああ、似たような人はいますけど、うーん、似たようなかたはおられますけど、や

っぱりそこらへんのことはひどかったように思いますね。ヘルパーさんへの攻撃や

ったり、その被害妄想的なことであったりっていうのは。ときどき、まあもちろん

ＡＬＳのかたでもそういうかたおられますけど、全員が全員そうなるとは思えへん

ので。もっと社会的にちゃんとされてるかたもおられるし。だからそれが、あの当

時にこんだけヘルパーさんに攻撃かけるのが「なんでや」みたいな話になって。で、

僕のほうから病気の症状の一つであるってことを言ってほしい、って話にもなった。

で、基本的にＡＬＳ自体は認知に関して問題が起こる病気ではないんですけど、や

っぱり前頭葉がやられる場合もあるので性格がこう、まあ言うたら尖ってきたり、

あるいは認知症になられるような特殊なＡＬＳもあるのはあるんです。で、そうい

う特殊なＡＬＳ、性格が変化してきたり認知が悪くなってきたりする病気、そうい

うタイプのＡＬＳであるって言ってくれるほうがヘルパーは助かると。「あ、これ

病気の症状なんや」っていうふうに理解できたら、多少罵倒をされても罵声浴びせ

られても、「ああ、病気なんだ」っていうふうに言えると。だけど僕自身は、それ

まで杉江さんの認知に関しては悪いと思ってなかったんで、積極的にそういうふう

なことは言わなかったんやけども、ケアマネージャーのほうから「そういうふうに

言ってもらうとヘルパーさんが助かる」みたいなことを言われて、たしかそういう

ことを言ったようなこともあったと思いますね。だからその当時はそういうくらい、

ちょっとヘルパーさんが疲弊してしまってた状況ですね。 

 

ユ  ：うーん。 

 

田中 ：だからさっきの話と繋げるんやったら、最初はまあ言うたら、みんな勢いがあって

志があって、「さあ在宅で独居で行くぞ」っていうようなエネルギーがあって、杉

江さんもそれに「生きる道があるんや」と思って、すごくモチベーションも上がっ

てよかったんやけども、だんだんやっぱり症状が進行してくるにしたがって、とく

に痛みとかが強くなってくるにしたがって、杉江さんのヘルパーさんに対しての欲
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求も大きくなってくるし、それに対しての適切な対応をできるヘルパーさんってい

うのもいなくって。で、医療側も「それやったらその痛みをなんとかしてあげたい」

って思いつつも、まああの手この手、お薬使ってやけどうまいことコントロールで

きずに、みたいな感じで。結局病気が進行したり症状が増悪したりする中で、杉江

さんのまあ気持ちっていうのかな、性格がいがんできたというのか。で、それをも

ろに受けてたのはヘルパーさん。僕らには言わないので。まあもちろん文句も、も

ちろんヘルパーさんの文句とかは言うんやけども、僕に「それやったら田中先生ど

うや」とかいうことは言わへんくって。で、そのはけ口がぜーんぶ、その生活の支

援しているヘルパーさんに行ってたような状況やったですかね。で、こっちも、だ

からさっき言ったように、有効な手段が取れへん。「どうしたらいいんや」みたい

な。 

 

♯僕の手段がもうなかった 

 

ユ  ：最初に西田さんがボランティア的に入ったじゃないですか、けっこういろんなこと

で。あれは医療の立場と、福祉の立場いろいろあるじゃないですか。その関係で、

先生が見た感じでは西田さんはどう思いました？ 

 

田中 ：ていうかね、僕の手段がもうなかったんですよね。だから僕は往診で行って、それ

こそまあ杉江さんの愚痴も聴きながら、病状の管理をしながらっていう話で。で、

もののやっぱり 20 分くらいしか訪問で行けへんので。だから結局のところ、そこ

で話をするだけでは、まあ言うたら杉江さんの気持ちもわからないし、ましてやヘ

ルパーさんとの関係がどうなってるかなんてのは全然わからなくて。だから言うた

ら西田さんが入ってくれたことによって、よりその深いところっていうかな、杉江

さんがどう思ってるとか、あるいはヘルパーさんとの関係がどうやとか、ヘルパー

さんはこんな状況だっていうのが。西田さんはもちろん、だから杉江さんとこにも

入って杉江さんにも話聞いてるし、まあ言うたら逆にヘルパーの事業所の話も聞い

てるし。だから一番全体的な流れを把握してて、僕に情報を提供してくれてるって

いう状況やったんで。 

まあさっきの話からいくと、ほんとにエクストラの話で、本来的にはそれをしてよ

かったのかどうか。だからもうボランティアなんで。ほんとやったらそこにお金が

発生するなり何なりして、役割としてそれを頼まなあかんかったのを、もうただた

んに彼女のその「何とかせなあかん」っていう気持ちからそういう行動を取って、
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それをまあ情報として入れてたということではあるから、今考えるともうちょっと

違うかたちで西田さんに入ってもらってたほうがよかったのかもしれへんな、とは

思う。もうちょっと距離がおけるような。まあ本人どう思ってるかわかれへんよ。

それ自身がよかった…、まあそのあとの、ＡＬＳに関わるきっかけにもちろんなっ

てる話なので、僕も含めてね。そういう意味合いでは、どっぷりその杉江さんの生

活に入ったっていうことは、彼女にとってはプラスやったのかもしれないんですけ

ど。ただ、今それが同じことが起こったときに、それをするか、させるかっていう

と、させないと思う。もっと、言うたら距離を置いてできるような状況をつくると

思うよね。大変は、だからそのときは大変やったですね。 

 

ユ  ：けっこう聞きました。みんな泣いたとか。 

 

田中 ：うん、もう。うん(笑)。泣い…、そうですねえ。で、行先もなかったんだよね。病

院に入院ていうことで、まあこのころ救急車もけっこう頻回に呼んでて、2011 年

の 11 月とかにもね呼んでて。ほんで、だけど宇多野病院は嫌やったんですね、な

んか。それで第一日赤とか京大病院とかにも入院依頼をかけたんやけれども、なか

なか入院はさせてくれへんくて、っていう状況やったんかなあ。それで 2011 年の

12 月にもうどんどんどんどんヘルパーさんがやめてって、もう派遣できへんとい

う状況になって。で、もうついにレスパイト入院をまあどこかにお願いせなあかん

ということになって。それで宇多野病院も、今度宇多野病院も、だからさっき言っ

たように京大もだめ、第一日赤もだめ、宇多野病院も断ってきた状況やったんです。

で 2011 年の 12 月の 15 日に、中央病院がレスパイト入院で取ってくれたんですよ

ね。 

 

ユ  ：で、入院したんですか？ 

 

田中 ：入院しましたね、そのとき。で、その、もうヘルパーさんが全然いないというよう

な状況で、ヘルパー体制をもう一回その、2 週間ほどレスパイト入院したんかな？ 

で、もう一回立て直して、12 月の 28 日に、年末やね、ぎりぎりに中央病院を退院

してきたと。でも帰ってきてもやっぱりヘルパーさんとのトラブルも続いてたみた

いやね。 

 

♯僕らが撤退する、イコール死ぬっていうこと 
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ユ  ：長谷川さんの質問なんですけど、医療と福祉の関係のことで。杉江さんの支援では

良くても悪くてもやっぱり障害者の運動の、自立生活を考えて進めていったってこ

とですけど、そのときの医療の立ち位置、いわゆる障害者運動を考えるかたに対し

て、違和感とかを含めてどのように感じたのか、ということですね。たとえば、そ

のときにココペリとかいろんな人が関わってきたじゃないですか。そのときの違和

感とか、何かありましたか？ 医療と福祉の関係ですね。 

 

田中 ：うーん。だからまあ最初はさっき言ったように、まあそういう「在宅独居をやるぞ」

っていうこう勢いがあっての気持ちが一つ。でもう一つ、まあここまでになると結

局やっぱり途中で、唯さんとかも撤退したっていうか、もう入れなくなっちゃった

っていう話やって。で、そのときに、まあどうやろ、まあ医療も撤退するんですけ

どね。今言ったようにレスパイト入院拒否するような病院もある話なので、「この

患者さんはかなん」言うて、それこそ医療もそういうこう引いてしまうっていうこ

とも実際はあるんはあるんやけど。やっぱり僕自身はまあこういうふうに在宅に持

ち込んだ責任が一つあるじゃないですか。変な話、最初に京大病院では「できない」

って言われた。で、僕のところに来て、そういう「重度訪問介護という制度がある

から生きれるよ」って言って、それで「やる」っていうふうにスタートしたという。

それで在宅が、これが始まったっていうのの僕は責任をまあ持ってると思ってたん

です。だから僕自身が撤退するっていうことはちょっと考えられへんくて。ほんで

やっぱりしんぼうたまらんくなってやめていかはる介護事業所があったときに、ど

う言うんやろ、「やっぱり医療ってのは撤退できひんな」と。僕らが撤退する、イ

コール死ぬっていうことなので、だからやっぱりそれは医療とそういう介護とは違

う、まあ福祉とは違うっていうのはそのときにも感じたし、今も感じますね。 

 

ユ  ：ああ、そのきっかけで、ですか？ 

 

田中 ：それきっかけっていうか、常にやっぱりそこが立ち位置が違うんやなと。まあ「障

害者の自立」っていうふうに福祉のかたとかは言われるんやけど、それも命あって

のことなので。その命をまあ担保するのが医療なので、やっぱりそこが命を維持で

きて、それでさらに「自立」ということなんじゃないかなと思うので、そこはやっ

ぱりちょっと同じものを見ている、同じ人を見てても、まあ左から見るのと右から

見るのんというのの違いなのかな、とは常に思いますね。だからまあちょっと話変
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わりますけど、たとえば筋ジスの人が何年間も病院で生活してる。で、それを言う

たら「在宅で独居で生活させる」っていうふうに言って、それはそれで本人の希望

やし、本人が生きてくっていうことなのでそれを支援してあげたい、本人の障害者

の自立っていうことで、まあ退院してみえるんですよね。で、それをまあ僕が在宅

で診たりする人が何人かいる話のときに、なんか一方的に「入院での生活が抑圧さ

れてて、この人の自立を、障害者である病気である患者さんの自立を阻んでるんや」

みたいな言い方が一部でされるんやけど、でも、その人が在宅で生活できひんかっ

たんで、医療的な管理ができひんかったんで、やむをえず病院ていうところで命を

繋いでたという部分はあると思うんです。で、それをやっぱり一方的に、そこはだ

めで、在宅生活すばらしいっていう話ではないんだろうな、とは思って。だからま

ああの、何て言うかね、在宅で障害を持った人、病気を持った人を支えるようなシ

ステムができれてればそれにこしたことはないんやけど、できないことなんてけっ

こうあって。たとえばそれやったら「京都以外でできたのか？」とか、というとこ

ろがある話ではあるので。そこの部分は、ちゃんとそこの部分も見たうえで、やっ

ぱりこう障害者、患者さんの自立っていうことを考えなあかんねやろな、とは思う。  

 

ユ  ：特に、医療と関係あるかたですね？ 

 

田中 ：そうです、そうです。だから、知的障害とかだとはちょっとまた違うくて、ほんと

に医療的な管理が必要で、しかもそれがその命に直結するような医療的管理の場合

は。病院っていうのはまあ言うたら生活の場ではないと思うんです。外出もできる

わけじゃないし、それこそこうね、好きな映画を見れるのか見れないのかっていう

ところもあったり、それこそ恋愛ができるんかとかそういうようなこともある。だ

からすごくこう生活の場としては、もう全然とんでもないけど。ただ医療的な管理

としてはきちっとできてるんで、生きてくってことはできる。在宅よりはずいぶん、

生きてくことに関しては病院のほうがはるかに医療的な管理ができる。で、それは

そこが担保されてる、けどまあ言うたら生活の場ではない。ところが在宅にいくと

今度逆転して、生活の場ではあるけれども、医療的な管理に関してはぐっとこう落

ちちゃうというところがあるので、そこを、 

 

ユ  ：調整する、 

 



227 

 

田中 ：そうそうそう。で踏み込んで、いろいろとあると思います。「生きてることのほう

が大事や」と思う人もいれば、「やっぱりそんなただたんに病院で生き長らえてん

のはかなん」って思う人もいはると思うので。だからそこはよくやっぱり本人さん

も考えて、で、「えいや」って踏み出すべきやし、踏み出すんやったら踏み出すの

で、ただただ「いいよ、いいよ」って言うんじゃなくて、そういう医療的なものも

ちゃんとバックアップをして、っていうことであるべきなのかなとは思います。そ

れは杉江さんのときにやっぱり思ったのは思った。 

 

西田 ：あ、話しててくださいね。 

 

♯「ああ、治せるもんは治そう」と、「それが医者の仕事やな」 

 

ユ  ：はい。先生が医療、医者の立場として、昔、その時代と今の時代で何か変わったこ

ととかありますか？ たとえば難病の人たちの支援とか、制度とか、雰囲気とか、

いろいろあると思いますけど。 

 

田中 ：その制度的なこととかそういうふうに言うと、もうはるかにそういう神経難病の人

が在宅でみやすい状況にはなってますよね。だからその重度訪問介護の話しても、

まだね、すみずみまで行きわたってるわけじゃないけれども、知ってはる人もかな

り増えたし、それを受ける事業所も増えてるし、訪看さんもそれもわかってるし、

いう話なので。で、行政のほうももちろんそれに関してもよくわかってくれてる感

じなので、その当時とくらべるとずいぶんそういう環境的には難病のかたが在宅で

そういう生きてけるっていう環境は整っ…、整ったというか進んだと。だから今は

そんなむちゃくちゃ無理せずにでも、まあまあそれなりの介護体制っていうのか在

宅体制が組める。ただ変わってないのは、やっぱりヘルパーさんと本人さんとか、

あるいは家族さんとのストレスっていうのはあんまり変わってない。まあここまで

ね、杉江さんみたいにここまでひどいことはないけど、やっぱり一番の問題はそこ

の関係が悪くなってヘルパーさんがやめる、またほかの事業所入るっていうのはも

う、あいかわらずまあどこの患者さんとこでも起こってる話ですかね。 

それと気持ちのところでの変化は、正直僕は杉江さん診るまでは、「どこで死ぬん

や」ってところをまあ考えてたというのか、うーん、いましたね。あの、途中で胃

癌が見つかったんですけどね、そんときの、まあよく飲み会のときにも話すんやけ
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ど(笑)、僕が、胃癌見つかって、でまあ手術するかどうかっていうときに、胃癌見

つかったときに僕ほっとした。 

 

ユ  ：ああ…、 

 

田中 ：このなんかこう、もうね、それこそ幻覚妄想、それこそ攻撃する、ヘルパーさんや

める、ヘルパーさん体悪くするというような、そういった在宅生活がやっと終わる。

だから正直言うたら「杉江さんよかったね」と僕は心の中では思ってて。杉江さん

も最初のほうは、「手術せえへん」言うてたっけ？ 

 

西田 ：うん。「手術しない」って言ってました。 

 

田中 ：うん、「手術せん」て言ってはって。ほんで僕は、「あ、これで」、癌はもう絶対

死ぬ話なので、まあそれが半年先なのか 1 年先なのかなんやけど、「半年先、1 年

先にこの生活が終わる」と。で、「よかったね」と心の中で思ってんです。ところ

が「それでいいのか」って、それこそ西田さんに言われて。治せる病気じゃないで

すか、癌は。まあ手術して、早期の癌であれば。で、それを見過ごして、その、病

気であるから、こういう生活なんだから、それをこう見過ごしてっていうか治さず

に、それでただたんに「そやったらよかったね」でいいのか？ っていうようなこ

とを言われたときに、「そりゃそうやな」と思った。で、杉江さんに「どうする？」

っていうような話をしに行ったときに、「手術する」っていう話になって、手術す

るっていう。だからその一件があってから僕自身は、「ああ、治せるもんは治そう」

と、「それが医者の仕事やな」と思うようになりましたね。だからまわりの医者が、

「もういいじゃないですか」みたいな雰囲気になるんやけど(笑)、さっきの僕みた

いに「ＡＬＳの患者さんでここまでやったんやったらもういいじゃないですか」っ

ていうお医者さんはすごく実は多いんですけど、まあそれはそれ別の話。で、治せ

る病気に関しては基本的に治し…、まあもちろん本人に聞きますけどね、本人とか

家族さんに。 

 

ユ  ：癌が見つかったときはいつごろでしたか？ 

 

西田 ：癌ね、いつやったやろ？ あれ、先生、1 回目の入院っていつでした？ 
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田中 ：どこの癌？ 

 

ユ  ：宇多野？ 

 

西田 ：ううん、宇多野じゃなくて、在宅がもう崩壊して民医連に入ったでしょ。あれが 1

回目やって。民医連ね。 

 

田中 ：2 週間入ったやつ？ 

 

西田 ：そうそうそうそう。 

 

田中 ：それ、2011 年の 12 月。 

 

ユ  ：12 月 15 日。 

 

西田 ：あ、15 日か。で、そうそうそう。そのときに 15 日に入って、ほんで、 

 

田中 ：年末帰って来たやんな？ 

 

西田 ：年末帰ってきて。 

 

ユ  ：うん、28 日。 

 

♯ちょっとトーンが下がって 

 

西田 ：で、そこからの杉江さんちょっと変わったんよ。やっぱり入院生活がかなりやっぱ

り、 

 

田中 ：うん、つらかったね、 

 

西田 ：動かないことで、一番初めの京大の入院よりもけっこう過酷やって。私が行ったと

きももう全然スイッチの調整ができてなくって、何て言うの、センサースイッチっ

ていうのね、ばねみたいなやつで、それが全然違う方向に向いてて。で、足元がな
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んかたぶん上がってて、すごいね、もうぷーんと匂いがして、なんか便臭のような、

汗のような。で、泡か、口、唾液、もう気切と口から泡が出てて。ほんでもう第一

声に言われたのが、すっごいなんか衝撃的やったんやけど、文字盤で「殺される」

って言われて。 

 

ユ  ：ああ…、 

 

西田 ：うん。で、なんか杉江さんと目指した在宅生活の最後が私、これなんかなと思った

ら、もう悲しくて悲しくて。だからその場で、なんか悲しすぎて泣き崩れてしまっ

て。ほんならそこにいた、ずっとヘルパーさんしてくれた金さん、金さんじゃない

わ、華さんっていうヘルパーさんが、中国のかたがいてて、その人がもう背中すご

いさすってくれて。でもかといって私が、私と杉江さんがたとえば退院とかしたい

って言っても、ヘルパーさんがいないからさ、どうしようもないし。で、江本くん

っていう山城さんのあとにメインで入ってて調整してくれてた人も、もう、もうリ

タイアっていうかギブアップの状態で、「もう入りたくない」って言って。だから

もう誰もほんとにいないから。で、「どうするんだ」っていう話になって。まあ入

院中にもうなんかそれこそ幻覚が出て、なんか「やって来る」とか、「白い何とか

がやって来る」みたいなことをすごい言いはじめて。「ああ、これ精神状態もかな

りまいってるし、ここでほんまに死ぬんちゃうかな」って思って。ほんでまあ長見

さんに頼んでどうにかヘルパーさん…。で、そのときに小泉さんでしたかね。いつ

小泉さんに頼んだんかなと思って。ＪＣＩＬを頼んだん、 

 

田中 ：そこらへんちゃうか？ 

 

西田 ：小泉さん頼んだ、 

 

田中 ：その前くらいからやね。 

 

西田 ：たぶんそうですよね。今、何やったっけ？ 

 

ユ  ：2011 年。 

 

西田 ：11 年の 1 月やっけ、民医連？ 
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田中 ：12 月。 

 

西田 ：12 月か。ほんで、じゃあたぶんそのときはまだ。高橋くんはいったん入って、そ

んでちょっとすぐやめたんやけど、正式にＪＣＩＬがまた入りはじめたのが、それ

ぐらいなんかな？ いつなんですかね？ 退院するときに、まあヘルパーさん体制

整えないと退院できひんからっていうのがあって。で、それでも退院したんですよ

ね。そんなに長くなかったんやね、意外に(笑)。 

 

田中 ：2 週間で、 

 

西田 ：すごいそれまで大変やって、もう数か月ほんとに「自殺する」や「できひん」やで、

すごいもうもめて話し合って、ってみんなとしたんやけど、なんか強制的には入院

させられないでしょ、私たちも。ね。だからそこらへんを本人さんがどう思ってる

のかっていうところで。で、最終的にはもう杉江さんが自分でもう「入院する」と。

で、四十八か所、何やったっけ？ あの四国の、何十何か所めぐりみたいなんにた

とえて言ってましたね。で、「それは何ですか？」って言ったら、「病院は一か所

に入院できないから、自分の人生はこのあとはもうそういう入院転院をくり返して

亡くなる生活」みたいな感じのことを。で「その覚悟で行ってくる」みたいなこと

を言ってはって。ほんでも実際行ったらやっぱりけっこう厳しかって。で、もう本

人は行けば、もう「退院させてほしい」「死ぬ」や何やて言うし。で、もう長見さ

んに頼んで、ほんで退院したんですよね。2 週間ぐらい？ 

 

田中 ：2 週間やったと思う。 

 

西田 ：2 週間ぐらいで。2 週間しかいなかったんですかねえ。へー。退院後から誰に頼ん

だんだろうっていうのが謎なんですけどね。2011 年のいつですって言ってたっけ、

入院するのが。 

 

田中 ：2011 年 12 月。 

 

西田 ：2011 年の 12 月。 
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田中 ：うん。「今回のご相談は、以前からヘルパーさんとのトラブルが頻回で、なかなか

ヘルパーさんが定着しない状況が続いておりました。本人に話をし、事務所にも相

談して、在宅療養を継続していたのですが、先週末からヘルパーさんの手配が難し

いといった状態になりました。ヘルパー事業所と相談し、1 か月程度時間をいただ

ければヘルパーの再調整ができるんじゃないかと考えているのですが、その間(か

ん)のサポートができず……ので、レスパイト入院をお願いします」。 

 

西田 ：ふーん。で、退院してから、すごくやっぱり入院中の生活がしんどかったから、す

ごいヘルパーさんに対して穏やかっていうか、がまんが…、何もなんか、わりとし

ーんとした感じの状況に一時期なって。なんかねぎらいの言葉をかけたりとか、ほ

んとになんかこうおとなしくというか、前みたいにいろんな文字盤できついことを

言うようなことはなくなったんですよね。いっときね、いっときなんですけどね

(笑)。 

 

田中 ：そのときに、レスパイト入院を中央病院にお願いしたときに、双(ならび)にもお願

いして、「もう終身で入院加療もお願いできひんか」っていうのも同時に出してる

わ。 

 

西田 ：ああ、そうやった、そうやった。 

 

田中 ：それで、双ヶ岡もオッケーと。ただ、特殊な薬使われへんからお薬整理してくれっ

ていうことを双(ならび)から返事いただいて。だけど帰ってきたら、そやね、ちょ

っとトーンが下がってたんや。 

 

西田 ：うんうん。 

 

田中 ：で、「もしかしたら在宅いけるかな」みたいな、になってるうちに胃癌が見つかっ

たんや。 

 

♯やっぱりトーン下がって、それでもまだアップしてくる 

 

西田 ：うんうん、そうそう。で、ＪＣＩＬさんが入ったのって、先生、いつになってます

か？ 
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田中 ：たぶんそこちゃうかな？ 

 

西田 ：いや、その前、 

 

田中 ：もっと前かな？ 

 

西田 ：高橋さんがまた、あの、「高橋くんでいいですか？」って小泉さんが言ったのを覚

えてるのね。だから、いったん入ったけどすぐ抜けて、 

 

田中 ：あ、抜けて。はいはい。 

 

西田 ：で、もういっぺんＪＣＩＬから出せるとしたら高橋さんだけれども、で、高橋さん。

で、いのたにくんとか入ってきたんじゃないかな。 

 

田中 ：あ、いっぺん入ってたね。 

 

西田 ：いっぺん入って抜けたけど、もしＪＣＩＬが出せるとしたら、えーと、その、 

 

田中 ：そう、そやね、そんな話か、 

 

西田 ：「高橋さんでも、同じ人やけどいいか？」みたいな感じでしたね、たぶん。 

 

田中 ：えーと、2012 年の 1 月にはもう高橋さんの名前が入ってるね。だから、 

 

西田 ：うーん。また高橋さんを再度、調整を小泉さんは促して。その代わりたぶん小泉さ

んからお話があったのは、「ＪＣＩＬから派遣するけれども、西田さんが在宅の調

整役で入ってほしい」と。で、それはＪＣＩＬのヘルパー、一応ヘルパーとしてＪ

ＣＩＬのヘルパーさんと一緒に入るっていうかたちで、「ほかのいろんな人の調整

をやってほしい」って言って。私はそれはすごく意外やって。どっちかというとＪ

ＣＩＬ、自立生活運動で当事者主体というか、そこらへんの「本人の」っていう感

じ。でも、それも小泉さんも今までの生活をまあいろいろ。それまでね、ＪＣＩＬ

の講義を依頼を受けてて、何回か行ったりとかして。でまあ私からの話とかまわり
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からの話聞いて、これは普通、障害者の自立生活と、ＡＬＳの自立生活でやっぱり

違うっていうのをすごく感じてはったと思うし。で普通の生まれながらの当事者で

も、やっぱり誰かの在宅、自立生活するときって、かなめの調整役っていうのは実

は要るんだと。うん。で、要るから、やっぱりそういう人がまったくいない中で本

人だけで生活するってのはやっぱり過酷や、みたいな感じになって。で、私もそれ

を聞いたときね、なんかこう、何て言うんかな、すごい意外、意外っていうか。な

んかそれまではもう、どっちかと言うと「本人主体の生活をするのが本人にとって

もいいし、それをしないと結果的に自立生活ってできないんじゃないか」みたいな

感じで思ってたんやけど。ま、「でも体が、やっぱりＡＬＳの人ってかなり過酷や

し進行性やし、ちょっと難しいよね、こんな中では」って思ってたけど。わりとな

んかね、私の話(はなし)したらわかるけど、私もなんかその「自立生活とは本人が

主体的で」みたいな、なんかこう指示も「手足となって」みたいな「ヘルパーは」

みたいな感じでそんな生活をイメージしてたから、むしろ医療者が過剰に介入する

生活が杉江さんにとってあまりよく…、「よくない」じゃないけど、「なんかそれ

はちょっと違うんかな」とかそういう違和感もあったりしたのが、なんかほっとし

て。「あ、そうなんや」と思って。やっぱり誰かがあいだに入れへんかったら難し

い、難しいから、それはなんか、なんか知らんけどほっとして、支援者として。 

でも、と同時に「ちょっと待ってよ」と思って。これ、でも杉江さんの生活を私が

…、まあ 1 年目でかなり厳しかったから、私の生活も。お昼間デイケアで働いて、

夜けっこう行ってたし、で、大学院のことをやってたから。「これいつまで体が、

これでやってしまって入り込んでしまったら、続くかな」と思って。でこう、そこ

のなんかちょっと恐怖感というか怖さもあった。「引き受けていいのかな」って。

「それをちゃんと責任持って、私がいつまでこの人の生活を支えられるんだろう」

って、「安易に受けていいのかな」って思ったけど、そういうことを考える間もな

くもう退院する流れになったから、 

 

田中 ：うん、やらざるをえなくなったんやね、 

 

西田 ：やらざるをえない状況になったから、もうそこは腰をすえてやるしかないというか、

腹をくくって、「もういっぺんやっぱりやってみよう」と思って。ほんでＪＣＩＬ

からヘルパーとして週 1 とか、最低週 1 で、あとは人が足りなかったときほかの曜

日も入ってっていうのをやりながら、訪看さんとかヘルパーさんの調整、本人さん
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の調整っていうのをやったんだけれども、それでもその後難しくなりましたよね。

あれはいつだったんですかね？  

 

田中 ：ただ一番ひどいのはその、ほんとに崩れて年末にレスパイト入院したまでがやっぱ

りすごいひどいかって、 

 

西田 ：けっこうきびしかったね。ほんでそのあと落ち着いて、 

 

田中 ：やっぱりトーン下がって、それでもまだアップしてくるんやけども、 

 

西田 ：で、いっときのことやって、またなんかヘルパーさんにちょっと言いはじめて、

「あら？」と思って。でも前よりは全然違ったよ。それはたぶん杉江さんの安心感

が、まわりの人が「やっぱり全然違う」って。 

 

ユ  ：うんうん、みんなが言ってた？ 

 

♯「切らへん、しない」 

 

西田 ：それまで 1 年目に私がけっこう入ってた。呼吸機能が低下している時期で危なかっ

たし。で気切して 2 年目に、それぞれの持ち場で支援するよう体制を整え直して、

まあデイケアでの関りや往診の付き添いで行ってたり。在宅のリサーチとかいろい

ろ行ってはいてたけど、1 年目みたいには濃厚ではなかったから、 

 

田中 ：たぶん西田さん姫が入って、そこで話を聞いてくれてたりするのは、彼にとっては

すごくよかったんやと思う。 

 

西田 ：安心はちょっとしたんやろなって。 

 

田中 ：それこそやっぱりしっかり聞いてくれるし、まあ西田さんは西田さんなりの意見も

そこでも言うてるやろし、そこもすごくよかったんやと。 

 

西田 ：わりと安定してたかな。 
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田中 ：ひどかったけども、そんな「もう目も当てられへん」っていう感じではなかった。 

 

西田 ：だからわりと記録にも、ヘルパーさんに「ありがとう」って言うてはったりとか、

なんか一緒にテレビ見て笑ってたりとか、なんかそういう場面があって、「わ、こ

れでちょっと落ち着いてくれるのかな」って思ったときに、胃瘻からの出血を私が

発見してん、介助に入ってるときに。で、「あれ？」と思って、注入のあとに血が

返ってくるからおかしいなと思って。それがちょっと続いたから先生に言って、で

「胃カメラ検査しよう」って言っても「行かない」って言いやる、本人がね。「病

院が怖いから、トラウマ」で、それ「行く、行かない」で時間がちょっとの間かか

っちゃって。 

 

田中 ：1 か月ぐらいかな。 

 

西田 ：1 か月ぐらいも？ 

 

田中 ：もうちょっとかかったかもしれん。 

 

西田 ：でも最終的には本人がなんか、「在宅では治療はできない。無理だ」って「病院に

行く」って言って、急に言い始めて。出血量がちょっと多くなったりとか。で見せ

てあげて、「こんなになってますけど」って「行かないんですか」って、「大丈夫

ですか？」って、「ほんまに行かなくていいんですか？」って「何かあるよ」って

言って、「何か起きてるよ」って言ったら、ほんなら「ここではもう、家では、在

宅では治療はそれはできないので手配してください」って言って、「ああ、やっと

行ってくれはるわ」と思って(笑)。ほんで行って胃カメラの検査をして、で、その

ときの結果はまあ胃癌だったと。でもそれもそのあと先生が伝えて、 

 

田中 ：「どうするんや？」って話？ 

 

西田 ：「どうするんや？」って言ったら、 

 

田中 ：「切らへん、しない」って言って、 

 

西田 ：「手術はしない」って、「もうこれはこのままでええんや」ってなって。 



237 

 

 

田中 ：そのときはさっき言ったように、僕はほっとした、みたいな。 

 

西田 ：ほんで、でも胃癌は早期やって、まだ。そのときの時点ではね。早期で、治療した

ら治る、手術したらね。「早期の胃癌やから治るって言ってるのに、なんでみんな

『もう、手術なしよね』みたいな雰囲気なんだろう？」みたいな。そこがすごく私

は違和感があったから、それで本人にも先生にもなんか言って。ほんなら最初はも

う「いや」って言ってたんやけど、何回か話し合いをしたんよね。話し合いをして、

最終的には本人が「治るんやったら手術やっぱりする」って言って。で、もう慌て

て手配して、民医連のほうに。でもそのときはやっぱり今先生言ったように、外科

の先生がもう「え、手術するんですか？」みたいな雰囲気やって(笑)。なんかびっ

くりしてはって。でもやっぱりそれでも受けてくれはってね、まあ一応無事手術は

終わったんやけど。でもそのあとに縫合不全っていう、縫ったあとの糸がちょっと

ゆるかったのか、出血してて。で、出血性のショックっていうんだけど、それでち

ょっと意識レベルが下がったりとか輸血とか、そういうの何回か、ほんまにもうお

亡くなりかけた、死にかけた状態で、もう大変やって、結局、低酸素脳症で、出血

性の低酸素脳症になって、それで文字盤が取れなくなってん。そのときに、入院直

後は人工呼吸器も離脱できてたんよ。あの、抜管できた、呼吸器も外して、麻酔の

ね、麻酔をするとき呼吸器つけなあかんねんけど、外して帰ってきたんやけど、も

うそんな状態になって。で、その、 急変して呼吸器着けて体調が急変して戻った

ときに、本人が文字盤から「僕は呼吸器をつけて生きていくと決めたのだ」って言

ってきて。なんかすごい宣言するかのような。でもそれまではわりと、すごいゆら

いで。呼吸器つけてないときには、「つける」言うたり「つけない」言うたり「が

んばる」言うたり「自殺する」言うたりっていうのがいろいろあったけど、つけて

からはじめて「俺はつけるって、生きるって言うたやろ」みたいな感じのなんか

(笑)、感じやって。そこで本人さんも、たぶん呼吸器つけてこれからの生活ってい

うの、まあ覚悟できたのかなって。つけたことによってやっぱり覚悟できたのかな

って思って。そこはなんかわりと、もう「つけたらすごい呼吸が楽や」って言って

はったし。なんかそれまでは恐怖感抱えてたんかなと思ったけど。わりとすごい、

なんか着けたことで呼吸とメンタル面は安定してて。 

でもそのあとまた 2 回目の大出血が起きて。最初はわかんなくって、とりあえず輸

血だけしたんだけど、「原因がわからない」って言って。「とりあえず輸血で治っ

てるから」って言われて、そしたら、また同じような状況、ショックになって。ほ
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んで胃カメラしたら、やっぱり出血がお腹の中でしてるからっていうことで。ほん

で、どうしたん…、手術したんかな？ またたぶん手術したね、よくわかんない、

そこらへん、忘れたけど。ほんでまた落ち着いたけども、意識が、2 回目の出血で

低酸素脳症で発信ができなくなって。なんかそんな状態で。 

で、もう退院っていっても、けっこう「もうできないやろうな」っていうぐらいほ

んとに厳しかって。ね、先生。もうかなり敗血症になってたんよ。 

 

田中 ：うんうん、だから胃癌が見つかってから、今見たら 2 か月、そのすったもんだして

るんやね、手術するまでに。で、7 月にもう１回検査目的の入院を中央病院にして。

でまあ「今やったら手術可能や」っていうような話があって、ほんで手術をしたん

やけども、今言ったように、西田さんが言うように、縫合不全が起こって。それが

だから結局、だから 8 月の 6 日に手術して。だからちょうど見つかったのが 5 月の

24 日のカメラの結果が出るから、2 か月半くらいたって手術して。で、この段階で

も肝(かん)の表面に転移巣があったっていう。 

 

♯意識レベルもごんと悪くなって 

 

西田 ：そう、開けてみると、手術してみると、 

 

田中 ：うん、ＣＴでは見つかれへんかったけど、 

 

西田 ：ＣＴではなかったけど、肝臓に転移してたと。 

 

田中 ：で、1 回術後は人工呼吸器からも離脱できたんやけれども、その後意識レベルが低

下して、血圧が下がって。ほんでもう 1 回人工呼吸器装着して、「動脈性の出血だ

ろう」と。だから 8 月 6 日の手術の直後やね。で、その次の日には血圧低下してて、

輸血もして昇圧剤入れて、いったん止まったなと思ってたんやけども、そうやね。

でもこのときにかなり低酸素の状態が続いてたんやな、いっとき。 

 

西田 ：1 回朦朧としてて。ほんで、いつやったかなあ？ 

 

田中 ：まる１日、 
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西田 ：2 回目のやつじゃなくって、1 回目で出血して、覚醒が、朦朧と、戻ったときに、

そのときに先生がどっかから病院に来てくれて、休日か何かのときに。 

 

田中 ：そうそう。 

 

西田 ：で夜、なんか先生、民医連の先生が文字盤持ってきはって、なんやろ、「どうされ

ますか？」みたいな、「これから、もしなんか状態悪くなったときに、なんか、治

療しますか？ しませんか？」みたいな、 ○×(まるばつ)文字盤でもって。でも

本人さん目がなんかもうぐらぐらぐらぐらしてて。ほんだら田中先生が「ちょっと

ちょっと待ってくれ」と、「最終で確認して、私らが文字盤取ってるのは、本人は

もう『生きていく』っていうふうに決めてるって、どんな状態でも。だからこれ以

上って、何かあって処置せなあかんなったときに、その治療するかどうかっていう

選択は、それはおかしい」と、その「聞くのは」みたいなことをすごい、なんか言

いはったのを覚えてるんよね。ほんでそれで、なんか本人の、もうみんな聞いてた

から、それはまわりのヘルパーさんとかも。だから「できる限りの治療はやっぱり

してほしい」って、「本人の望みっていうのはみんな聞いてるから」っていうのを

言われて。「娘さんももちろんその思いがあるから」っていうので。で、「じゃあ

急変したときには、できる最大限の治療というかをさせてもらいます」って言いは

ったんですよね。 

 

田中 ：たぶんね、これ見てたら、そのとき 1 回血圧下がって、レベル低下して貧血、動脈

性にかなり出血してて。ほんで翌日には今言ったように輸血して、昇圧剤入れて血

圧上がって、まあ状態落ち着いたんやけど、ここがたぶん 9 時でしょ。で、次の日

の 2 時でしょ。それで次の次の。あ、ちゃうか、だから 1 日半くらい、ここで僕が

みて、西田さんもここにいて、このときも西田さんいたんちゃうかな。だから 1 日

半、言うたら血圧が低い状況が続いてて、貧血の状況で。ほんで意識レベルもごん

と悪くなってたんや。ほんでその 3 週間後にもう 1 回僕がＩＣＵのほうに行ったと

きには、もう状態としては全身状態は落ち着いてたんやけども、そのときの脳波、

この血圧が下がったときの脳波とＣＴを、頭のＣＴ撮ってもらってて、そのときに

まあほとんどこう脳波としては発作波がぼんぼんぼんぼんって出るようなそのとき

状態で。ＣＴ上でも前頭葉の皮質下って言って、ちょうど大脳皮質の下がちょっと

こう出血してるような状況で、こういうの無酸素脳症のときに起こる状況で。だか

らこの間(かん)の 1 日半の低酸素貧血と、低血圧に伴う無酸素脳症っていうか低酸
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素脳症が原因で、まあ低酸素脳症を起こしてたという状況で。こんときには別の問

題として熱発してて。中心静脈栄養っていうカテーテルからの感染を起こしていて、

まあ「これの治療をします」っていうことやけども、この時点ではもう低酸素脳症

の状態やった。だからもう本人は意思疎通もなかなか難しい。だから一番最後が血

圧下がったときのその日かな、本人がまだ…、あのときに何か言ってたっけ？ 

 

西田 ：病棟で○×文字盤出てきて(笑)、あれが最後でしたっけ。あの、○(まる)にも

×(ばつ)にもなんか目がうつろで。 

 

田中 ：うつろで、 

 

西田 ：でもたぶんあのときも、もう意識レベルとしてはやっぱり低酸素になってたんでし

ょうね。わかんない…、 

 

田中 ：もう悪かったんやね、そうやろね。僕が行ったときには明確にそうやったね。「や

る、やらん」っていうのは言えへんかった。だからもうその段階でもう低酸素には

なっていたけど、まだちょっとうつろながらにこう目で追えるような状況ではあっ

たけど、そのあとはもう、そのあとの 1 日半の血圧低下の状況で、 

 

西田 ：うん、だから 2 回あったの覚えてるんよ。1 回大出血、 

 

田中 ：そやね。 

 

西田 ：1 回急変して、もっぺん急変して。 

 

田中 ：そやね。いっぺん急変したときには、 

 

西田 ：戻ったんですよ。 

 

田中 ：戻ったから、「止まったんや」いうて言うてはった、主治医の先生。 

 

西田 ：ほんで文字盤で、「僕は人工呼吸器をつけて生きていくと決めたのだ」って言って、

急になんか言って。その文字盤取ったのが、それが最後。取れたのはね。最後に文
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字盤でそういって言って。そのあとにまた急変が起きて。で、そこから低酸素みた

いな感じになってっていうのがあったのよね。あれ夜中、夜中に、夜でしたよね、

先生来てくれはったのね。 

 

田中 ：僕来たんは夜。その日あれやってんや、子どもと一緒に琵琶湖に、テントに行って

てん(笑)。琵琶湖の湖畔にテント張ってたわ、キャンプしてて。それで昼間にオペ

直後くらいに電話があって、「なんかおかしい」みたいな話で。けども僕が行った

んは夜中、夜だと思う。 

 

西田 ：夜だったんですよ。 

 

田中 ：夜のときにはいっぺん、そやから最初の出血のエピソードが落ち着いたあとかな。 

 

西田 ：落ち着いたあとで。いったん輸血して、ちょっと落ち着いてたとき。だからもうこ

れで落ち着いてる感じの状況かなって思ってん。で、先生が来たあとにかえさんが、

だから娘さんが、夕方っていうか夜、電車ちょっとがんばって乗ってきてくれて。

で先生もレントゲンとかなんか一応説明を受けて、娘さんも説明を受けてたってい

う感じ。で、落ち着いてると思った直後にまた、次の日起こったんちゃうかな。 

 

田中 ：また起こったんやね。で、そのあと、僕たぶんそのあと行って、また琵琶湖に帰っ

て(笑)、次の日の朝に帰ってきての夜の話やと思うんやけど、もう 1 回あったよな、

あのときね。 

 

西田 ：2 回あったの覚えてるんですよね。 

 

田中 ：僕自身が、だからそんなしんどい場面にはおうてないんやわ。だから西田さんがず

っとそれは見てたけど。だから僕が行くときには、1 回目も 2 回目も比較的落ち着

いた状態やけども、そのあいだずーっと低酸素の状態やったので、ミオクローヌス

けっこう起こってたもんね。痙攣起こってて、「ああ、これは低酸素脳症でなった

んやな」っていうふうな状況やった。 

 

♯ぐっと、ぐっと楽になった 
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西田 ：そう。ほんで退院をね、まあとりあえず、でももう転移もしてるし、まあ病院の先

生、「もうこの天寿をまっとうしてください」っていうふうに言われて。でもなか

なかそれがあきら…、なんかこうわかんない、その説明があんまりその言葉以外で

はなんかなかったってのもあって。で、退院もできないと思ったけど、もう奇跡的

に復活したんやね、あれ。ほんとに奇跡でしたよね。もうかなりほんまに敗血症に

なってたし、腎機能も悪かったし、「もうあかんやろうな」と思ってたけど、もう

ほんまに。あれどれぐらい入院してたんですかね？ 

 

田中 ：結局、うーんと、9 月の 20 日に、えーとね、けっこう頻回に(01:38:52)あれやっ

てて、その敗血症の治療をしますっていう話で。その次は 9 月の 13 日に「感染症

はコントロールされており、尿量は多いけれども腎機能も正常。週始めから胃瘻か

らの経管栄養を開始している」と、「人工呼吸器は在宅のものに変更し、特にトラ

ブルない」っていうことで、退院ができそうな感じが 2 週間後。だから敗血症これ

治ったんやね、たぶんね。で、胃瘻からの注入始めたっていう状況で。で最終もう

1 回 9 月の 20 日にカンファレンスしてて、「覚醒度の良いときは開眼し文字盤取

れるけれども、悪いときは眼球が右上方に偏移(01:39:41)しており、瞼がぴくつか

せる」。だからてんかん発作起こしてるねんね、これたぶん。でもまあそれくらい

のコミュニケーションが取れるようになってきてる。 

 

西田 ：文字盤は、でも先生取られへんから、○×文字盤ね。 

  

田中 ：○×文字盤ね。 

 

西田 ：○×文字盤だから、結果的に、まあヘルパーさんは、今までずっと介助に入ってく

れてた人は、もちろんそれ取れてると思ってたけれども、もうほん…、客観的に見

ると、ほんとにそれが取れてるのか取れてないのかっていう判断はやっぱり難しい

状況ではあったかな。 

 

田中 ：うん、難しい。 

 

西田 ：でもそれでもやっぱりこう、今までヘルパーさんはずーっと、文字盤にこだわって

けっこう厳しく言われてるから、絶対文字盤を離そうとせずに。でもまわりから看

護師さんたちは、「誘導してるんじゃないか」とか、なんかまあ目の動きでこの文
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字を、50 音文字盤を取ろうとはしてるけど、文字になってないでしょ。それはな

んか「ヘルパーさんたちの物語じゃないか」とか。○×文字盤で「寒いですか？」

「暑いですか？」「足痛いですか？」「×(ばつ)」とか言ってたら直してくれてて

ね。あの、入院中入ってくれてたの。それもちょっと「はあ？」みたいな感じの、

なんか「この人たち大丈夫ですか？」みたいな感じだったけれども。まあでもわか

んないね、どのレベルの発信かまああったけども、その意思表示がどこまでできて

たかっていうのはちょっとわかんない状況で。でもそれでも退院できるような状況

になってきたときに、やっぱりいろんな意見があって。もう転移してるから、あの、

ちょっとけっこう厳しいでしょ。だから厳しい状況でいつまで、うーんと、まあ家

で在宅で看取りをするっていう話になってくるから、それがヘルパーさんとかでや

れるのかっていう。だって本人は呼吸器もついてる。で、意思表示がなおかつない

人の在宅の看取りなんて、私も全然経験ないし、先生も経験ないし。で訪問看護師

さんからも、「いやそれはちょっと、やっぱりあまりにもちょっと厳しいっていう

か、そういう状況の中では厳しいんじゃないか」って言われて。 

でもなんかカンファレンスのときにすごい覚えているのが、また田中先生が熱くな

って、熱いって言ったら失礼なんですけど(笑)、「僕は杉江さんと『在宅で生きた

い、死にたい』っていうことをずっと」…、まあ「家で」っていうことに対しての

すごいこだわりがあった人で、だから。あ、誰が…、訪看さんにたぶん、「誰が責

任を持つんですか？」って、「こういう本人が発信できない状況で家で看取るって

いうのは」って言ったら、「責任問題になるんだったらもう自分が責任とる」と。

うん。「だから杉江さんは家で看取りのほうに移行したい」っていう、みたいなこ

とを、「在宅移行する」って言って。で、私もそのときに、「そうかー、そうきた

か」(笑)。でももう、まあそれはもうね、ある意味もう、流れ的にそう、そう。

「ここで病院で亡くなるっていうのも、ちょっとそれは違うよな」と思って。でヘ

ルパーさんたちと訪看さんたちと在宅で生活していく、呼吸器つけてっていうよう

な調整を、また違うかたちでの再構築をしたんよね。で、けっこうでも、こんな言

い方したら失礼だけれども、それまではやっぱり本人の発信があったから、それで

もう、 

 

田中 ：しんどかった。 

 

西田 ：こだわりがあって「絶対これは嫌だ」とか云々。でもそれがもう発信がないから、

言ったらヘルパーさん側の主導権というか主体にやっぱり生活が回っていくから、
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まわりの人にとったらよ…、まわりの人にとったら、そんなにそこまでしんどくは

なかったと思います。 

 

田中 ：ぐっと、ぐっと楽になった。医療的なニーズは高なってるけどね。 

 

西田 ：で、医療的なことに関しては訪問看護師さんが何か所か入ってたんやけど、そこの

何か所の中でも、えーと、何か所入ってんの？ 3 つか 2 つ入ってたんやけど、 

 

田中 ：3 つかな。 

 

西田 ：その訪看さんの中でも、まあ訪看さんもそれまで入ってたけど、いろいろ数か所入

ると、言われることがばらばらで本人さん困ったりとかっていうのもあったんだけ

ど、その中で代表者を決めて、その代表者と私が話して、で、ヘルパーさんに私が

伝えるみたいな感じの、なんかそういう組織図じゃないけど、そういう情報の共有

の仕方っていう流れを作って。で、医療的なケアの手順とかは私が担当して。で、

ちょうどそのときにヘルパーの痰吸引が可能になった年やったから、三号研修とか

まあそういう統合研修とか受けてもらって、で、痰吸引の手続き、三号研修の手続

きしながら、研修のなんか、で見ながらっていうのをやってて。でもやっぱりＩＶ

Ｈっていうか中心静脈…、あの、胃瘻からの注入ができへひんくなったりとか、な

んかけっこう医療的な管理が濃厚やって。 

で、あれやんね、先生。血糖も高かったりして。あれはＩＶＨが入ってたからかな。

血糖、インシュリンかな、なんかしてたような気が…、してなかったか。なんかね、

けっこう点滴管理とかいろいろあったん 

 

田中 ：うん。いっぱいあったあった。 

 

西田 ：輸液ポンプもつけてたし、呼吸器もついてるでしょ。まさに、ぱっと見たらもう病

院のような。でもね、なんかヘルパーさんもそんな、だからといって怖がってると

かじゃなくって。むしろなんかそれまで入ってくれてたヘルパーさんで、呼吸器に

すごい詳しくなる人もいて、手順とか読んで。でまあ医療者の人が気づかないよう

な呼吸器のまあ、なんかちょっとトラブルじゃないけどなんかこうそういう、音と

か勘で分かるんですよ。「脈が高くなってるからこれはちょっとこういう状況じゃ

ないか」とか素人なりに、やっぱり体の変化っていうの、それまで介助入ったりし
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てるし、でまあ機器にも。そのヘルパーさんが呼吸器メーカーやすごい訪看さんに

伝えて、なんか「こういうことが考えられるんじゃないか」とかっていう感じで、

わりと連携はすごいとれてたような印象が私は、記憶にあります。落ち着いてまし

たよね。 

 

田中 ：そやねん。10 月の 23 に退院してきてんねん。そのあとはまあ医療的な管理がメイ

ンの状況ではあって。 

 

ユ  ：10 月ですか？ 

 

田中 ：10 月。 

 

ユ  ：2012 年？ 

 

♯「あ、かなりのことがわかってる」 

 

田中 ：2012 年。で、そのあとはまあ今言ったように医療的な管理が中心な感じで。で、

さっき言ったように○×の文字盤が取れたり、まあ取れなかったり。痙攣のコント

ロールみたいなんが中心で。で、もう 12 月、その 12 月の 19 日には、えーと、こ

このほう、クリスマス会に参加して、 

 

西田 ：ああ、そうそう。 

 

田中 ：ほかのＡＬＳの患者さんの声かけに破顔してる、こう、笑ってる？ 

 

西田 ：泣いて、急にあのときに、 

 

田中 ：急に泣いてね。 

 

西田 ：うわー！言うて。いや、それまで、 

 

田中 ：それまで、そうそう。それまで「わかっとんのか、わかってないのか」みたいな話

になって。ある人は「わかってる、文字盤まで取れる」って言う人もいりゃあ、
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「ほんまにわかってんのか？」みたいな話があって。それでこうほんとに「意識レ

ベルってどれぐらいなんかな？」って思っててんけど、このときに「かなりのこと

がわかってるんちゃうか、わかってるんじゃないか」ってカルテには書いてあるん

やけど。確証なかったんやけど、「あ、かなりのことがわかってる」。で、「やっ

ぱりしんどいから、取りたい人とのコミュニケーションはしっかり取ろうとするけ

れども、しんどいから取りたくない人には取ってないんちゃうか」みたいな話やっ

て。 

 

西田 ：で、このクリスマス会のときに先生が杉江さんに、「杉江さん、また飲みに行くか」

って言ったら、その「飲みに行くか」っていうので、うわー！言うて。すごいなん

か、わーんって泣いて、うわーって表情が出てもうびっくりして。あれ、みんなな

んかすごい、「あれ、杉江さんがすごい反応された」とかって言って。 

 

ユ  ：もともとお酒が好きな人でした？ 

 

西田 ：ちょくちょくね、ヘルパーさんともめたときに先生、家にお酒飲みに行ってて。で、

杉江さんちょっとなだめてあげたりとか、なんかそういうのをね、出口先生、リハ

ビリの先生と一緒にちょっと行ったりとかっていうのもあったから。で、一番はじ

めデイケアで焼き肉パーティーとか、すき焼き…、あ、焼き肉パーティーとかね、

デイケアのスタッフと。「肉食べてない」って「当分」って言うから、「肉食べよ

う、肉食べよう、会しよう」とか言って、みんなでスタッフの人らとやったりして、

わりとそういう雰囲気だったから。なんかそこがすごく反応あったのが、みんなび

っくりしましたよね。 

 

田中 ：うん。で、あんときにまあまあ「わかってるんやな」とは言いつつも、やっぱりそ

の癌のほうはだんだん大きくなって、肝臓に転移してたり、肝臓の転移のところが

大きくなったりはしてて。で、これなんでこんな時間…、えーと、その次の年の

2013 年の 2 月に京大行ってんねやわ、相談しに。 

 

西田 ：ああ、なんかね、たぶんね、 

 

♯舞鶴、こんなときに 
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田中 ：なんで化学療法をすぐしようと言わんかったんやっけ？ 

 

西田 ：あ、あれはね、その後に退院をまあ、すぐしました。あんまりその退院の、転移の

ことについての話がもう一つなかったんで、先生としては「もう転移してるし」み

たいな。退院直後はバタバタしてたし、でも杉江さんとの穏やかな生活をヘルパー

さんとしてたら、また「このままでいいんかな？」とか思い始めて。「もしかした

ら治せるんじゃないかな」って。でももうそれは無理っていうのは想像はしてたけ

ど、なんかこう気持ちの中で、なんかこう割り切れなくて、 

 

田中 ：「やれることがないのか」っていう、 

 

西田 ：やれること、「これ以上もうほんまにやれることってないんだろうか？」とか、な

んかちょっとまあ心残りというか、なんかすっきりしないもやもや感もあり。うん、

そんなのもあって。ほんで私が先生に、「先生、ちょっと癌の治療ってもうほんま

に抗癌剤、ほかの治療って可能なものってないんですかね？」って言ったら、「ほ

んなら京大行ってみようか」って言って連れて行ってくれて。ほんなら京大の先生

はほんまにすごくわりと親身に、冷静にお話してくれたね。「どれぐらいの大きさ

なのか」と、転移がね。で、「どこどこにあって」っていうのも。ほんで、「まっ

たく可能性がないわけじゃない」って。「抗癌剤治療とかできないわけじゃない。

でもしたあとの、もうこれだけの大きさになってるから、やっぱり体力っていうか

体への負担っていうのがかなり。それによってもしかしたら亡くなるかもしれない

し、けっこう本人にとっての苦痛っていうのがやっぱ大きいし、なんかそれでこう

急変ていうかその可能性も」。なんかそんな話をけっこう丁寧にしてくれたんです

よね。 

 

田中 ：うん。基本的には、一番最初には肝転移が 6 ミリくらいやったんやけども、まあ

12 月の段階では 48 ミリまで大きくなってると。で、そのほかにも少なくとも 3 つ

の腫瘍があると。まあこの段階でも予後的には 1 週間単位で考える必要があるレベ

ルやと。で、化学療法、その抗癌剤の治療としては、外来、入院、往診でできる可

能性があると。ただ外来だったら 2 週間に 1 回、半日がかりで通院せなあかんので、

現状を考えると通院へのストレスがかなりあって大変で難しかろうと。で、入院に

なると、在宅っていう生活やのにその治療のために入院して、その在宅の日…、ま

あ言うたら時間の問題になるから、その日にちを減らすことになって本末転倒ちゃ
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うかっちゅう話になって。で、往診では、そういうティーエスワンっていう内服薬

を注入する方法があるけれども、これも下痢や口内炎の副作用の可能性があり、選

択することは疑問である、というふうに言った。で、えーと…、という状況かな。

だからやれないことないけど、すべてのことに関してかなり本人さんにとってはし

んどい状況だろうという判断で。それはもう「京大の判断としてはこうや」って、

「やるんやったらやる」とは言ってくれはったんやけど。 

で、そのあと緩和ケアの専門医の先生に相談してんねんな。癌の終末医療をやって

る先生のとこに相談、 

 

西田 ：ああ、そうだそうだ。それ、そう言ってはったね、先生。 

 

田中 ：うん。で、この結果はどうやったんやろうな？ 確か、だから「やるんやったらや

りますよ、最後は」っていうふうな返事が返ってきたんやなかったかな。 

それで 2 月の 14 日に、もう 1 回その癌のことに関してのカンファレンスをみんな

でしてて。「そういうリスキーなことは(やらずに)、できるだけ安楽にまあ在宅生

活を行おう」と。で、「医療知識の乏しいヘルパーには細かい指示が必要である。

ヘルパーの不安を払拭するために、医療サイドからの統一した意思表示が必要であ

る。そのため医師、看護師間の連携が不可欠。安楽な医療管理を行う。ＩＶＨ管理、

中心静脈栄養での管理。麻薬の使用。鎮静剤の投与。えー、本人の希望することは

積極的に行う。ＤＶＤ鑑賞、外出等。舞鶴旅行企画中」。舞鶴、こんなときに。 

 

西田 ：舞鶴、行ったんですよ。退院してけっこう行ってます、いろんなところに行って。

長見さんの提案でとかで。 

 

田中 ：ああ。またこのときに週単位やけど、もうちょっとがんばったんやな。死後の看取

りのこと。検体のこととか財産のこともここらへんで動いたよね。 

 

西田 ：そうでうすね。退院後にヘルパーさんからお金の管理のことを確認されて。まあ本

人が意思表示が難しいところで、どうやってお金の、ヘルパーが管理していくのか

っていうので。それで 1 回弁護士さんに相談して。で、えっと、弁護士さ…、なん

か通帳を分けて、生活費だけはそっちの通帳に入れて、ヘルパーさん使えるように

してて。ちょっと記録を見ないと確実に思い出されへんねんけど。で、間に入って

もらって、そこから生活費、要る必要なものとかは。で、大きな、なんかたとえば
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お布団とかそういうちょっとしたもの、1 万円以上のものは私に 1 回言って、私か

ら娘さんに確認して、ほんでオッケーやったら購入しましょう、っていうかたちに

なったのかな。 

 

田中 ：で、3 月 4 日に舞鶴旅行いってるねん。あれ？ ちゃうよな。あの、うん？ あれ

俺行ったやつじゃないよな？ 

 

西田 ：先生、あのときにいましたか？ 

 

田中 ：あれ、誰さんと行った？ 

 

西田 ：増田さん。 

 

田中 ：増田さんと行ったの？ それが旅行？ 

 

西田 ：舞鶴。 

 

田中 ：あ、それやったら俺行ってるわ。 

 

西田 ：え、行ってます？ 

 

田中 ：一緒に乗ってったんちゃうかな。 

 

西田 ：ああ、そうですか。 

 

田中 ：写真あるもん。 

 

西田 ：増田さんと一緒に、 

 

田中 ：ああ、あのときに。もうそのあとかいな。もっと俺元気なときの旅行やと思ってた

(笑)。 
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西田 ：それまでもちょくちょく行ったんですけど、たぶん舞鶴はそれぐらいの時期だった

んですね、もうね。なんかもう、茶山で食事会したり、なんかいろいろとやってた

から。 

 

♯ヘルパーさんがすごい強くなったなって思って 

 

ユ  ：この時期はヘルパーさんがけっこういました？ 

 

西田 ：いました、いました。(笑) それはもう、まあ申し訳ないけど、ねえ、杉江さんは

「だめ」とかっていうのはないので。うーん。でも私はちょっとやっぱりしんどか

ったかもしれない。なんでかというと、外出するときにも一応、すぐにはヘルパー

さん外出できないから、なんかその呼吸器のことだったりとか、外出の準備も一定

の時間があるし、それを指導してあげないといけないんやけど。介護事業所として

はやっぱりいろんな人に伝えてあげてほしいから。一緒に行った人が次の日一緒に

行けるってわけじゃないし。とかまあいろんな人にいろんなことを伝えなければい

けないことで、わりともう帰ってきたらへとへとで。なんかあの(笑)、やっぱり外

出と介助入ったりとか、なんかそういうのと、こっちの仕事と、とかっていうのは

しんどかった記憶が。でもみんなは喜んでた。もう、「あの怖い杉江さんとどっか

一緒に行ける日が、こんな日があるなんて」みたいな感じ。だから楽しいよね。怒

られないしさ。いろいろ車でどっか行けたりっていうの。 

 

田中 ：あれ？ 娘さん来はったんが、あれ何の会のとき？ クリスマスか。 

 

西田 ：あれは誕生日会です。杉江さんの誕生日会、9 月の 7 日。 

 

田中 ：9 月の 7 日に誕生日会をしてるんやね。 

 

西田 ：それを茶山でして、そのときにお孫さんと一緒に来てくれて。 

 

田中 ：最後だろういうことで。 

 

西田 ：うん。ちょっと状態的にもかなりもう末期やったんですよ。 
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田中 ：そうやね。もう黄疸とか出てるような、 

 

西田 ：黄疸が出てたしね。 

 

田中 ：で、9 月の 7 日に誕生日会やって、結局、 

 

西田 ：9 月の 7 日。だから「移乗ができるかな」って。動いたらすごい脈が。心臓に水が

溜まっ…、胸に胸水がけっこう溜まってったっていうのもあったよね、先生。だか

らすぐ脈が上がって。 

 

田中 ：で、結局最終的には、10 月の 9 日かな。だから、それから 1 か月かなって感じや

ったかな。 

 

ユ  ：最後の外出は茶山？ 

 

西田 ：茶山、うん。あの茶山の誕生日会だったと思う。 

 

田中 ：ああそうか。癌になってから舞鶴行ったんやな。 

 

西田 ：そうですそうです。もう本人さんはあんまり、あれやったかもね。 

  

田中 ：うん、だから、なんやろ、後半、癌やってわかって手術してあたりからは、どっち

かっていうとその自立とか云々とかいうことよりもその、なんか緩和的に。で逆に

ヘルパーさんとかも、まあ杉江さんも発信しいへんからそんなにあれやし、ヘルパ

ーさんとのトラブルもなくて、むしろその医療的な管理がすごくこういろいろ出て

きたので、そっちの不安が多かったと思うわ、ヘルパーさんのほうもそうやし。そ

れ、だから、ただそっちのほうがまだ、ヘルパーさんはストレスとしては楽で。で、

ちょっとびっくりしたのは、実際最後の最後のときが、まあそうは言うてたんやけ

どね、止まりかけたら、「心臓止まりかけたら連絡してくれ」とは言うてたんやけ

ど。ちょうど、えーと、11 時 50 分にヘルパーさんから連絡があって、「脈が落ち

てきてる」と、10 月の 9 日の日に。で、60 台になって 30 台になってきたっていう

ことで、僕がそのあとすぐ行って、心電図をかついで行って、心停止を確認したの

が 12 時 2 分なんやけど。言うたらそのぎりぎりまでヘルパーさんが僕に連絡せず
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に、ずーっと見守ってた。怖いじゃないですか、いつ死ぬかわかれへん、いつ止ま

るかわかれへん。だから僕はもっと想定としては、ばたばたするんだろうなと。

「先生どうしたらいいんですか、こうしたらいいんですか」、訪看さんばんばん言

われる。だけどヘルパーさんがずーっとこう、そのときのヘルパーさんがそういう

こうよくわかってるというか、こうね、気持ちのすわってる人やったんかもしれん

けど、もうぎりぎりのところまで僕らに連絡せずに。それでほんとにもう、「ああ、

もうだめだな」っていうときに連絡をくれて、そのまま亡くなっていったっていう

ところで。ヘルパーさんがすごい強くなったなって思って。 

 

西田 ：びっくりしました。 

 

田中 ：もっとなんか慌てふためいて大騒ぎっていうふうな死になるのかなって思ったけど、

もう比較的みなさん強く、気丈にみてたかな。で、それがたぶんその後半戦の、そ

の間(かん)のまあ、痙攣起こしたとか、こう血がまた出たとか、そういうようなと

ころでやり取りとかで、まあ言うたら鍛えられたっちゅうのか強くなった。で、今、

そうやったら同じような状況でそういうのがヘルパーさんできるか言うたら、かな

り難しいように思う。 

っていうのはさっきもちょっと、話またずれるねんけど、在宅、難病患者さんの医

療的ニーズが非常に高い人の在宅療養は今しやすくはなって、事業所とかが手を挙

げたり、制度的には、になってるけど、逆に言うと、こんなコアなヘルパー事業所

がそうやったらそろってるかっていうたら、うん。言うたら普通にヘルパー業務や

ってて、それの延長線上で重度訪問介護やってる。人工呼吸器も見たことないわ、

カフアシストも何？ みたいな。なので、うーんと、そのあともね、在宅で看取っ

た人何人かいるんやけども、その独居の状況でヘルパーさんで、もっとどたばたす

る。だから、うーん、まあ鍛えられたというのか、そういう意味では杉江さんは残

したことは大きい、多いんやろなと思う。大変やったけどね。 

 

ユ  ：そのときのヘルパーさんは１人でした？ 亡くなった、 

 

西田 ：いや。あれ誰だったんだろう？ 伊藤さんじゃないのかなと思ったけど。 

 

田中 ：伊藤さんやったかもしれへん。うん。 
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西田 ：ねえ。伊藤さんかなと思ったんですけど。 

 

田中 ：うん、伊藤さんやったような気がするな。 

 

西田 ：まあ 1 人ではないよ。2 人体制ではずっともう、常に 2 人体制やったから。もう 1

人たぶん、誰か若い研修生みたいな人が。 

 

田中 ：うん。伊藤さんやったような気がするな、たぶん。 

 

西田 ：全体的に、だからその華さんっていう中国からの留学の子とかもすごい。張さんも

すごい。もう落ち着いてた、みんな。呼吸器つけて点滴入ってて、輸液ポンプみた

いなんしててっていうのも。もうなんかそれまでもすごく過酷やったし、いろいろ

本人とのやりとりもあったから。でもなんか体に慣れてるのか、杉江さんに慣れて

るのか、肝がすわってたし、なんかちょっと落ち着いてたね。杉江さんと共同体の

ような感じだった。孤独死じゃないですよ。全然。 

 

田中 ：最後はね。 

 

西田 ：ちょっとした新人の看護師さより落ち着いて判断ができるっていうか。 

 

田中 ：ああ、そう、全然全然。報告も適切やったし。 

 

西田 ：適切。うん、タイミングとかもなんかわかったって、すごい、 

 

♯やっぱり本人の信頼がないとうまくいかない 

 

田中 ：だからほんとになんて言うか、前半のそのうわーっていうときは、それこそこう、

ねえ、旅行に行くなんていう話…、最初はちょこっとやってたよ、その在宅をスタ

ートしたとき。なんか大学に講義に行ったり、 

 

西田 ：講義に行ったり、佛教大に行って、で、そのあと花園大も行って、ＪＣＩＬの講義

も定期的に医療的ケアのところ担当して意見を言ったりって。もうあれよあれよと

いう間にヘルパーさん、外出できるヘルパーさんがもう限られて。ほんでその人の
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負担、ケアできる人の特定の人に負担がいっちゃって、で、その人が潰れていって

っていうのを 2 人経験して。で、もうがたがた。でもそのときはほんとに大変、大

変っていうか。まあね、あんなに私もＡＬＳの人が、まあＡＬＳの人によっても違

うんかもしれんけど、あんなにこの硬直、痙攣？ 

 

田中 ：筋痙攣。 

 

西田 ：筋痙攣があんなに強いんだなって。ほんでいつも「痛い痛い」って言ってたから。

でもわりとあれでしょう、先生、だらだらになる、だらだらにっていうか体が、 

 

田中 ：弛緩性ね。 

 

西田 ：弛緩性の人もいるのね、ＡＬＳの人でもね、運動ニューロンのどっちに……か、 

 

田中 ：下位運動ニューロン、 

 

西田 ：下位運動ニューロンの人はわりと弛緩的になるから、そこまで大変感が、難しくも

ないんやけど、中にやっぱり上位運動ニューロンの人が、 

 

田中 ：上位が中心の人は、 

 

西田 ：もう体がかちかちで。もう何て言うんかな、それでなくても痛いから直してほしい

のに、思うように伝わらないから違うように直されたり、らよけいに腹が立つねん。

されることが痛いから。だからもう痛い、介助イコール苦痛でしかないから、その

人を見たらもう痙攣が出るようになってたこともあった。 

 

田中 ：だから精神的なストレスでそういう筋痙攣って、筋緊張っていうのは上がるので。

僕らでもそうですやん、緊張してぐっと座ってたらこう肩凝ってくるのと同じよう

に。だからそういうストレスが原因で筋痙攣がひどくなって痛くて、痛いから「も

うこの人嫌や」みたいな話になって、もうずーっとこう悪循環。で、お薬入れると

眠くなるし。 

 

西田 ：でまた文字盤取られへん、目がうつろになるし。また介助が、 
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田中 ：そう、ほんだらまたキーッてなるし、みたいな、もうずーっと、もう。 

 

西田 ：うーん。で、やっぱり一つの機能が、たとえば足が動かなくなるとか、なんか手が

動かない、やっぱり機能が落ちる直前っていうのはすごい介助が荒れる。何でかっ

て言ったら、やっぱり本人も動かないから違和感感じるから、そこの介助がすっご

い微調整が必要になってきて、それで「違う」や「合ってる」や「違う」やって言

いながら、まあ一つ機能が動かなくなったら、ちょっと若干落ち着く、ヘルパーさ

んとの在宅が。でもまた進行性やから違うところが動かなくなるっていう感じで。

なんかそんな感じのがずっとくり返されてたような気がせんでもない。でまあね、

だからあの中でやっぱりすべて本人がヘルパーさんに指示出しをして、「こうして、

ああして」っていう生活が、あの時期にできたかって言ったら、たぶんけっこうや

っぱ厳しい。他人介助で 24 時間っていうのはしんどかったやろうなって。で、特

に 2 年目の気切後はわりと私も文献とかを読んでて、気切をした直後はちょっと異

物が入ることによる唾液が増えたりとかちょっと揺れるけれども、わりと気切する

と落ち着くというか、体自体もね、っていうふうに思ってな、「まあ長期戦になる

んやったら、現場と距離を置くのはタイミング的に今だろう」みたいな感じで少し

離れた時期があったけど、やっぱりあかんかって。やっぱり戻ると、それなりにま

あまあ落ち着いたりとかあるから。距離感が難しかった。 

 

田中 ：あの時期ね、言うたらここにデイケアで来て、まあデイケアでしか診てない時期で、

訪問診療もほかのところ、訪看さんもほかのところっていってやってるときがやっ

ぱりしんどかったんやろな、きっとな、あれ。 

 

西田 ：だから、これほんとやったら家族とかもそうやと思うねんね。たぶん、ほんとやっ

たら家族が調整して、いろんなヘルパーさんとかのケアとか、看護師さんに言われ

ることを家族が聞いて。で、それを、そのケアをまたヘルパーさんに伝えてとか、

家族の人ってたぶんいろいろな調整をしながら介護も担ってて。意思伝達装置とか、

そういうコミュニケーション支援やったりって、もうすごい、たぶんやることがい

っぱいあって。だからやっぱり介護負担かかるから、「その代わりにヘルパーさん

を」ってなるけれども、ただたんにそのヘルパー、介助っていうことだけじゃなく

っていろんな人が入るから、そのいろんな人が入ることの、経験年数も差があるし、

慣れも相性もあるし、そこらへんの調整をする人がやっぱりいないと、やっぱりけ
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っこう独居難しいかなって。だからたぶん家族がいても、家族の代わりにそういう

人が、本来やったらいたほうがいんだろうなって思うけど。 

じゃあその人がまあまあ、前、誰やったかな、大学院の中でも話(はなし)したけど、

「じゃあどういう人が適切なのか」って言うてたら、ある人は制度、「制度的に、

そういうこうお金を払って来てもらえる人が一番いいだろう」っていうかたちで、

まあ平等にね。やっぱりそういう関係がないと、その人の家が在宅ができないって

いうふうになってくると、それもやっぱり差が生じるじゃない。でもやっぱりヘル

パーさんもそうなんだけど、まあ制度としてないよりは絶対あったほうがいいし、

必要だと思うんやけど、まったく隣(となり)…、全然知らない人が突然やって来て、

その人の生活を調整するコーディネーターです、みたいなんでやって来て、できる

かって言ったらちょっとそれも難しいかなって。だからその小泉さんが私に調整を、

入ってほしいって言ったのは、その理由は、やっぱり入ってるからこそまわりの人

に伝えられたりとか、調整役として動けることもあるっていうことをおっしゃって

て。そのときはわからへんかったけど、まあ実際やってみてあとで振り返ると、そ

うだなって。だから、誰でもできるかって言ったら、関係性もあって、ちょっとも

しかしたら難しいんかなって。 

 

田中 ：難しいやろうね。信頼が…、やっぱり本人の信頼がないとうまくいかないので、お

そらく西田さんがいなかったら、もうとうの段階でもう病院って話になってた。も

う崩壊してしもて、入院で、最後終身の病院、双ヶ岡とかに入ってそこで亡くなっ

てたと思うわ、もっともっと早い段階で。だから、 

 

♯結局やっぱり本人が在宅で生きてくっていうこと 

 

西田 ：だからなんか介助、ヘルパーさんもそうなんだけど、普通に介助としては、あの、

介護はできるんよ。 

 

田中 ：できる、うん、うん。 

 

西田 ：でも、やっぱりでも、先生がそのあとほかのＡＬＳの患者さん診て、ヘルパーさん

が介護事業所が増えたからといって、っていうところではやっぱりね、なんか私も

それが正解なのかっていうのが…、パーソナルで入ることの、なんかその、うーん、

関係性だったり、介助のしやすさっていうのもあるのかなって。まあたとえば東京
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だったら岡部さんとか、増田さんとかも一部パーソナルアシスタントみたいなかた

ちにしてるから、だから特定のその人の介助に入っても、もうもちろん合わなかっ

たら全然その現場やめていかざるをえないけれども、なんかこうわりきって、「お

仕事でやって来ました」みたいな感じでヘルパーさんが介助するのって、まあでき

るのっていうのはちょっと難しいときもある。 

 

田中 ：だから分けなあかんかもしれんね。特にそのテクニカルなことに関しては、まあも

ちろんできるヘルパーさんとかいるけれども、そういうこう、まあ本人さんがほん

とに何を思って、それが家族さんが代行できるんやったらいいんやけど、家族さん

も制度わからへんし、どうしたらいいのかわからへんっていうときに、やっぱりそ

ういう援助ができる人がいて調整するっていうのはやっぱり必要なんやろね。よっ

ぽど本人がしっかりしてて最期まで、ってんやったらできるんやけど。 

 

ユ  ：うん、そうですね。 

 

西田 ：なかなかね、やっぱりどこのお一人暮らしの人も必ずやっぱり、今一人暮らしでＡ

ＬＳの人も、誰かがやっぱりかなめになる人っていうのがいて、その人がいろんな

こと調整しながら少し入ってっていうのをやってるから、たぶんそういうかたちの

ほうが望ましいんだろうなって、 

 

田中 ：そうやね。 

 

西田 ：それだけじゃなくって、やっぱり杉江さんのところで感じたのは、サービス提供者

との関係だけになって、ヘルパーさんや訪看さん。なんかね、全然一般の人と、閉

鎖的になる。関りがなくなる、社会の。最初は外に出向いていったりとか、いろい

ろ関わりがあって、同志社の子が来てくれてとか、いろいろ入ってたんやけど、す

ごいこう在宅生活が悪化すると、そういう人、まわりの人たちも寄ってこなくなっ

ちゃうのね。だから余計にヘルパーさんとの本人だけの閉鎖的な生活になってしま

って、それがかえってまた悪循環になるっていうか、なんかこう近寄りがたい…、

「近寄らない」みたいな感じの、もう(笑)。「あそこ行ったらなんかすごい、いつ

もいろいろ揉めてるから、もう、ちょっと雰囲気的に」みたいになってくると、ほ

んまに孤立化しちゃうのかなって。おせっかいいでもいいからなんかこう家の中に

入ってきてくれる人がいたりとか、まったく介助と関係ない人を外に作って、なん
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かこう思いっきりヘルパーさんの悪口でも愚痴でも言えるような相手がいないとち

ょっとしんどいだろうなって思って。ヘルパーさんはほら外行ったらさ、いろんな

人に「この人ね」って、まあ守秘義務で言ったらあかんとはいえ、言えるじゃない

ですか、吐ける場所。でもやっぱりね、杉江さんの生活見てたら、吐けるところが

なかった。 

 

田中 ：うん。 

 

西田 ：うん。あの、言える人がいないっていうか。だからそういうの、文字盤で聞かざる

をえなかったっていうところもあったけど、やっぱりそれはしんどかったやろうな

って思うかな。だから、なんかそういう関係があるような人がいてくれることって

いうのはすごいこう、その、中の人にとってもすごいいいやろうし、本人さんにと

ってもいいんじゃないかな、とかって思ったりもするけど。ねえ。 

 

田中 ：うん。僕はでもそのほんとに、まあちょっと話がまた変わるんやけど、さっきの途

中で出てくるその中央病院の外科の先生とかもそうなんやけど、やっぱり最初杉江

さん診るまでは、まあ基本的には神経難病で、本人の意思に沿った、まあ言うたら

生活っていうか、そういう医療を支えるとは言ってるものの、やっぱりこう手足動

かない、しゃべれない、コミュニケーションも取れない、それで在宅独居の状態で、

「それで生きていく意味ってどうなんねやろな」ってやっぱり思ってたし、癌が見

つかったときにも「よかったね」って思ってたし。で、それがたぶん、普通の医者

はそうやと思う。特に神経内科じゃなくて、そういう神経難病もいてない医者にな

んかしてみれば、「もう手足も動かんくて、自分でしゃべれへんくて、自分でごは

ん食べれへんくて、自分で息もできひん人が生きてくっていうの、どういうことな

んや？」って思ってるやろうし。で、中には人工呼吸器つけて生きていきたいって

いう人がいるの、「それはもう本人の自由やからやったらいいよ。でも僕は嫌やわ」

って思ってる医者が大半やと思うねんね。で僕もまあそこまではいかへんけれども、

やっぱり「死ぬ」っていうことを前提に、「どうせ死ぬんやから、そこまでどう生

きるんか」っていうくらいしかやっぱり思ってなかったのが事実で。でもその、こ

んだけのことをやっぱりこう見ていくうちに、やっぱり誰かがこう生を肯定してあ

げないと、生きることすら選べないというのは、やっぱり杉江さんから勉強させて

もらった。いろいろこう、スムーズにいってないで。胃癌のときだって、見つかっ

たときにすぐ切りにも行ってないし、化学療法だって、もっと早い段階で化学療法
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もうちょっとやってたらよかったかもしれへんし。一時期タッチしてる、その訪問

診療をほかのとこにお願いしてたり、とかいうて、いろいろこうスムーズにいって

ないんやけども、うーんと、そのスムーズにいってないことで、「あ、それってこ

っちの迷いで、いや、でもでも」って思ってこう修正していってるっていうか、あ

れしてきた道は紆余曲折あったんやけど、結局やっぱり本人が在宅で生きてくって

いうことやって。まあそこをこうすごい回り道して遠回りしたんやけれども、やっ

てきた経験があるから、今は迷いなくやれるねん。まあ「生きる」っていう人にや

で。「家で生きていきたい」っていう人に対しては、「それやったらこうしよう、

それやったらこうしよう、そのときはこうする」って。だから今はあんまりその迷

いがない。だからそれはやっぱり杉江さんを、 

 

ユ  ：経験、 

 

田中 ：うん、診たからだと思う。まわりの医者びっくりするけどね、「え？」って(笑)。

「え？」っていう感じで見るけど、「いや、でも先生そんなん気管切開して、人工

呼吸器繋いで、胃瘻つくって、文字盤取れるようにして、それやったら生きていけ

るわけやし、自分の言いたいことも言えるわけやし」、っていうのはやっぱり杉江

さんの経験したからかな。 

 

ユ  ：そうですね。うーん。 

 

♯「そやったらやっぱり一番上のこういうことがあるよ」 

 

西田 ：でもまだまだまあ制度ができたって、あるとはいえ、やっぱりそこらへんの、ある

意味なんか、何て言うんだろう、患者さんのその、それこそヘルパーさんにきちん

と指示が出せたりとか、進行の時期もあるけども、そういうこう、まあ言い方はち

ょっと違うかもしれんけど、まあこの、できる人というか、わりとそういうところ

がヘルパーさんを使ってやっていける人じゃないとやっぱり継続が難しいっていう

とこは。それが家族の介護力が複数…、１人だけじゃなくって、まだ若くって、何

人も家族がいて、その中で関係性も良好でやっていける介護力がある家は別やけど、

なかなか今その制度ができたからといって、みんなが平等にそういう生活を望めば

できるって続いていけるのかっていうと、まあちょっと難しい、厳しい人もいたり

もするけれども。 
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田中 ：ほんと、潰れていってはる人もまわり見たらいるしね。 

 

西田 ：うん、実際にね、そういう人たちもけっこういたりもするけれども。でもまあだか

らと言って、その人たちの生き方っていうのは否定できないし、それでも「そこを

どうするか」っていうのがまわりの人たちのね、やることやからさ。まあ諦めたら

あかんのやろうなって、まわりが諦めたらあかんのやろうなっていうのは思ったり

もするけど。 

 

ユ  ：うーん、そうですね。 

 

田中 ：ほか長谷川さんの質問とか、まだある？ 

 

ユ  ：長谷川さんはだいたい終わっていて、本人の自己決定のことを。自立生活や自己決

定と言いながらも、杉江さん自身がそれをできずに、あるいは杉江さんの言う通り

にする生活がうまく立ちいかなかったことがたくさんあったんですけど、そのとき

の求めていくことについてどう思うか？ 

 

西田 ：ん？ 本人の自己決定を求めていくことについて。自立生活や自己決定と言いなが

らも、杉江さん自身がそれをできず、あるいは杉江さんの言う通りにすると生活が

うまくいかないということもたくさんあった、っていうことだよね。だから、本人

に自己決定を求める、そのことに対してどう思うかっていうことよね。 

 

ユ  ：そうですね。 

 

田中 ：さっきのその西田さんが言ったのとおんなじなんちゃうかな？ 自己決定、最初の

それこそＪＣＩＬじゃないけど、最初僕、ちょっと西田さんとさっきの話というか

違って、えーと、手足論、「ヘルパーは手足である」、ＪＣＩＬ、なんかもう最初

に僕会ったときに、「こいつらなんや」と思ったんやね。「手足であればいい、文

句を言うな、ずっと左向いてたら左向いとけ」っていうような事業所だったので。

で、もともとね、脳性まひの人のそれこそ生活っていうか、社会的立場を自立して

た事業所なので、「なんじゃこいつら」って僕は思ってて。「いやいや、そこは言

うたら、本人さんが言うけれども」、まあ医療ってそうじゃないですか、本人さん
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は「こうしたい」って言うけど、「いやいや、それは 10 個ある選択肢のうちで、

上から 4 番目やで」と、「そやったらやっぱり一番上のこういうことがあるよ」っ

て僕らは言って、その選択をまあしてもらう。1 なのか 2 なのか 3 なのか 4 なのか

10 なのかっていうのを選択してもらうっていうのが常に仕事なので、本人さんの

言いなりになるっていうことはほぼないのね。最終的に、いろんなことを提示して、

「絶対これや」って本人さんが言うことに関してはそれは認めるし、やるんやけど、

だけどその、立場的にその、ＪＣＩＬみたいな介護の立場、「自立支援を」ってい

うところはすべて本人さんの言うことを守っていこうとしてるから、すごく僕は違

和感があって。で、でも最終的にＪＣＩＬも今もうすごい変わってるんやけども、

もうこの数年のあいだにやっぱり、そういう「本人は言うんやけど」、基本的には

まあ本人の言ったことをそのままやるっていうことではあるんやけども、その中で

自分らでまあ何かこう葛藤してる感じはするけどね(笑)。段原さんとかすごい葛藤

してる気はするんやけど。やっぱりそれやったら「何がいいんやろう？」って自分

自身の中で考えて、それで「どう？」って患者さんに提示して、まあ障害者の人に

提示して、で「だったらどれ選ぼ」っていうことをするようになってきてると思う

ので。僕はそれが自立じゃないとは思えへんねん。知識がないだけで、情報量がな

いだけで、選択肢がないだけで。で、選択肢を与えてあげたときに初めて「そうや

ったらこれを選ぶ」っていうのは、自立なんじゃないかなと思うんやけどね。それ

ははたから見ると誘導してるみたいになるんだけれども、うん、それをできる限り、

何て言うんかな、こう冷静にというのか、そういう自分の価値観をそこに入れずに

提示してそれを選んでもらうっていうのは自立じゃないかなと思う。 

 

西田 ：なんかたぶんその、障害者の自立生活とか手足論もすごいいろんな、たぶんＪＣＩ

Ｌの人のほうがわかってると思うんやけど、「手足じゃない」っていうところはね

それやけど一部の、その理論を肯定する人の中では、 自分の体が生まれながらの

障害で固定された障害で、自分がどうすれば一番心地よいのかっていうのが自分が

知ってるから。だからヘルパーさんにもその指示ができるし、やってもらえるから、

それはある意味そういうかたちでの自立生活だったりでも、ＡＬＳの病気って、や

っぱり自分の、ほら進行していったらさ、自分でも自分の体がどうなってて、どう

やったら心地いいのかっていうのがわかんない。初めてされることによって、「あ、

それがこういいんやな」っていうの分かるときあると思う。でも明日になったらま

たそれが変わってたりすると、体つかめないから、それで「どうするんですか？ 

ここは」っていうふうに自己決定、介助による介助の中での自己決定を求められて
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も、それはけっこうなんか難しいように思うし。前、なんか会議のときに、杉江さ

んが、「もう追い詰めないでほしい」って言ってたときがあって。「介護は理論じ

ゃない」いうて、なんか私は名言やなと思って(笑)、なんかね、そんなことを言っ

てはったんやけど。 

それとかあと医療における自己決定は、それこそほんとに情報がなかったり、まあ

生活の制度もそうだけど、まったくない中で本人に「決めろ」って言われても、こ

れは自己決定とは言えないし、ねえ。それはなんかこう、私たちもたとえば人生で

いろんな決定をしていってるときに、まったく一人で決めてるかっていったらそう

じゃないと思うんで、いろんな人との関わりの中で関係性持ったりとかも含めて、

そういう中で将来の、今後の人生選択とかもたくさんしていってると思うんよね。

その関係性もときに問題になると思うけど。だから、たぶん障害者の自立生活の自

己決定の背景にはその、けっこう重要なというか、で、そこはすごい、障害者のこ

とわかんないけど、やっぱり医療からの抑圧とか、そういうちょっとかなりひどい、 

 

田中 ：うん、うん、確かに、 

 

西田 ：府中のね病院でされてきたこととかも、自分たちがそれこそ何も決定できない状況

下の中で強いられてきた歴史っていうのがあるから、社会的な差別とかもあり。そ

の中でたぶん出てきたことだと思うので、それはその人たちの。だから、ＡＬＳの

生活とか意思決定というのを同じようにはやっぱり言えないんだろうなっていうの

は思ったりもするけど。 

 

♯「僕が生きといてほしいから生きてえな」 

 

ユ  ：はい。あと 2 つなんですけど。たぶんさっきのインタビューの中でけっこう出てる

話なんですけど、現在ＡＬＳや難病患者への支援するときのこれからの課題は何だ

と、医者としてどう思うかを聞きたいなと思ってます。 

 

田中 ：うーん。まあぶっちゃけの話いくとね、ほんまに困った人ばんばん紹介してくるん

だわ。それこそ京都市内一円っていうか(笑)。で、それはそれなりにやっぱり訪問

の先生がついてたり、病院の主治医の先生がついてたりして、医療的なものだけで

あればおそらくそこらへんでも診れるはずなのね。ところがさっき言ったように、

やっぱり神経難病やっていう話で、そこへ対しての理解がやっぱりこう医者側が乏
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しいがために、「もうこんなもんやろ」って思ってる先生がけっこうやっぱりいは

って。せやからたとえばその、病院のね、たとえば大学病院の先生であるとか、あ

るいは市中の基幹病院の、ばんばん救急で患者さんとってるような先生に、在宅の

こととか生活のことを考えろとは言わないんだけど、それは立場が違うからね。た

だチャンネルとして、「もしそういう人がいるんやったら、こういうところに行っ

たらいい、ああいうところへ行ったらいい」っていう頭は持ってといてほしいし、

ただたんに、たとえば「それやったら、山科にいるからこの先生に頼んだらいいわ」

じゃなくて、「この病気でこういうことなんやったら、そやったらこの先生に頼も

か」っていうような頭を持っててほしいのが一つと。もしその在宅でそういう人を

支えようとするんやったら、やっぱりせめてその病気に関しての勉強っていうんか

な、訪問診療の先生いっぱい出てきてるので、それこそ外科の先生まで訪問診療で

やってるような時代なんでね。まあ変な話、儲かるので、やってるような先生。そ

ういうような外科の先生で、今まで内科疾患診たことないような先生が訪問主治医

でＡＬＳ診ようったって、そら難しい。ついついこの前紹介された患者さんなんか

は、家族さんのほうがインターネットでいろいろ調べるのよ。「だったらこれはど

う？ あれはどう？」っていうふうに、たとえば「気道食道の分離術はどう？」と

か聞いたって、その先生が知らないのね。「はあ？」みたいな。で、「はあ？」で

よくて、それを「は？」ってそのとき答えられへんかったら、せめてそこで調べて

次のときに、「いや、あれはこうみたいやで」っていうふうなことをしてけばいい

んやけど、もうずっとそのまま置きっぱで。で、そのベースには「もう神経難病や

ねんからええやろ」みたいなのがあるので。で、やっぱりそれは医者の側の問題や

なとは思う。だからもうちょっとやっぱり神経難病に関しての理解を持ってる先生

が増えてほしいなと思うし。うん。やっぱりその先に行くと、まあそういう神経難

病を持ちながらでも生きてくっていうことまで考えてくれるような人が育ってきて

くれるといいかな、と思うかな。 

 

ユ  ：はい。うん、これでいいと思います。最後の質問が、難病患者への支援においての

医者の役割や立ち位置についての話なので、さっきの話と繋がっていると思います。  

 

田中 ：そうですね。まあ理想はね、どうにもにっちもさっちもいかなくて、杉江さんのと

きもちょっとそうやったんやけど、あの、杉江さんのときの西田さんの立ち位置っ

ていう、もういまだに覚えてんねんけど、「私が生きてって言うから生きて」って、

言ったな。 



264 

 

 

西田 ：私が「生きて」って言ったって、そうやったかな。 

 

田中 ：「誰が何も言わんとこう、言おうが言わまいが、私が生きてほしいから生きて」っ

て言って、杉江さんに言った。にっちもさっちもいかんときやで。にっちもさっち

もいくって、ほかに誰かそれを支えるような人がいたらそれはそれでいいんやけど、

杉江さんのときみたいに、もう誰も生を肯定しいへんような状況のときに、まあ支

援者でありながら、家族でもないにもかかわらず、「私のために生きて」って言っ

て、その人が生きてくっていうような選択を選ぶんやったら、僕はそういう医者に

なりたいと思う。「僕が言うんやから」、ほんまににっちのさっちもいかんときや

で。だから冗談では言うもん、今でも、「僕が生きといてほしいから生きてえな」

って言うよ、冗談ではね。でもほんとにほんとに困ったときにそういうことが言え

る医療者でありたいなとは思う。で、それはもう杉江さんで、この関係で勉強した

一番の、 

 

ユ  ：うん、そうですね。今日なんかいろいろ聞いてよかったなと思いました。自分なり

に迷っていることとか、「あ、これは」、最初思って。たとえば増田さんのヘルパ

ーに入っていたときとか、まわりの患者さんを見たときとか、韓国の人たちを見た

ときに、ずっと迷っている悩みみたいなことがあったんですけど、今日先生の立場

で聞く内容がすごくよかったなと思いました。 

 

田中 ：いや、でもね、 

 

ユ  ：この機会があまり、なかなかないので。 

 

田中 ：うん、まあまあ、ね。でも僕はもう、基本的には杉江さんと西田さんとの関係から

勉強させてもろた。もうあれがなかったらいまだに、「そんなん、え、生きるの？」

って思ってる(笑)、「こんなしんどいのに生きんの？」って思ってる医者やと思う。

だから、 

 

ユ  ：ありがとう。 

 

田中 ：ありがとうございます。 
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西田 ：いえいえ。 

 

ユ  ：今日はありがとうございました。 

 

西田 ：ありがとうございました。 

 

♯在宅のほんとの意味合い 

 

田中 ：医療はもうずっとこう病院なんかにいると、「患者の気持ちになったらあかん、患

者にそこまで入り込んだらあかん」っていうのを徹底的に言われたりして。そこま

で「患者のために」思ってたら、病院で、「そこまで熱くなってどうすんねん、も

っとクールに冷静に判断しろ」っていうものを、まあ言うたら身につけられる。で

も西田さんがそれこそこう、「私のために生きて」って言ったのは、やっぱりこう

ショックはショックで。でも、うーん、逆に自分が患者さんの立場になったときに

は、「やっぱりそういう人に診てもらいたいな」って普通に思うやろなって思った

ら、なんかこう今まで言われてきたことはそんなに真実ではなくて。 

 

西田 ：なんか、私は今言ったんかな。だけど、その言葉はそんなきれいな感じじゃなくて、

ちょっと悔しかった感じもあったかも「今までＡＬＳっていう病気と、立場は違え

ど、なんかいろいろありながらも戦ってきたのに、「あんた一人で逝くんかい」み

たいな感じの。「みんないろんな人と一緒にここまでやってきたじゃん」っていう

思いはあったかな。だから、なんかこうちょっとメルヘンっぽいような感じの言い

方ではなかったようなだって癌は早期だったし治るから。「君に何がわかる」とか

言われたりもしたけど。確かに分からない。 

 

田中 ：(笑) 

 

西田 ：なんかそんな感じもありながら、まあそういう言葉だったのかな(笑)。でも先生が

言ってたように、医療者っていうのは病院の中で勤務してるときに、やっぱり患者

さんのプライバシーには絶対入らないし、うん、入り込まない、感情移入しない人

が、イコール「できる、仕事のできる人」みたいなイメージがあって。まあ一線を

どこかで、患者さんとの距離を保ちながら私もやってきただけど、在宅の仕事をし
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たときに、やっぱりそういうのが難しいなと思った。その人の生活だったり人生の

中に、仕事であってもやっぱり介入していくわけやから。やっぱり看護師だけど一

人の人間やしさ、感情あるものやしさ。で、まったくそういうのがまったくなしで

やり取りするのもなんかちょっと違うというか、在宅医療ではないような気がする

し。 

だから自分、一人の人間としての立場を取らなあかんときが、考えたりとかそうい

うのがすごく多くなってくるから、病院の医療とはやっぱり在宅ってすごく違うな

って思うのが、地域のことをしてて思った。 

 

田中 ：そやね、だいぶん変わって、どんどん変わっていくからね。最初にやり始めた看護

師さんは、やっぱりそういう病院的な感じで「ある一線引いて」っていうやけど。

ね。長年訪問看護やってる人たちは、どんどんどんどんこう生活に入っていくよね。

そうあるべきなんやろうなとは思うよね。 

 

西田 ：どうなのかな。なんか「対、人」みたいな感じで。まあ介護の仕事もそういうとこ

ろがあるのかもしれないけど、わりきって仕事っていうのもできそうでできないと

いうか。まあ相手が人間やから、そこらへんは難しいんだろうなというのは思うか

な。ね。 

 

田中 ：対人援助やからね。人に対してやから、やっぱりそうあるべきなんやろうなとは思

う。だからまあね、さっきから同じ話やけど、たぶん西田さんのスタンスと、たと

えば癌になったときね、僕がほっとした、「死ぬ」。で、それがたぶん病院的な考

え方なんやと思う。で、さっきからいろいろ仲間うちの医者の文句言ってるけど、

その人たちはあくまで病院的な管理で言ったときに、「こうだろ、こうだろ」って

いう話になってるけど、それと、やっぱり生活する場としての在宅っていうのとは、

やっぱり随分まだ差があるので、そこをこう埋めていくような人たちが、さっき言

ったように出てくるといいんだけどな。在宅のほんとの意味合いというのかな。 

 

西田 ：「病気を診る」んじゃなくて、在宅ってなんか「人をみる」みたいな感じの。なん

か「診る」っていうのは診察のね、「診」やけど。 

 

田中 ：そうやね。 
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西田 ：人間を診るのも変やけど、でもなんかその、病気だけじゃないのよ、なんかこう相

手がというか。とにかく、病院医療とやっぱり違うだろうなっていうのは、うん、 

 

田中 ：うん。だいぶん違うな。 

 

ユ  ：病気だけじゃなくって、生活まで、 

 

西田 ：その人の今までの生きてきたことや、これからの人生のことだったり、そういう人

生のこと聞いたり、本人の生活の中で仕事をしていくから。病院とはまた全然そこ

らへんは違うかなって思うけど。 

 

田中 ：うん。 

 

ユ  ：そうですね。私もそう思いました。医療関係者ではないんですけど、ずっと感じた

ことなので。 

 

西田 ：ね。うーん、なんかこう自分の人間性が問われるような場面が、ね、けっこう多い

かな。 

 

田中 ：うん、あるね。 

 

西田 ：わりきって仕事できるようで、できないというか。だからでも最初のときはほんと

に、私、看護師やけど臨床心理の勉強も一応してるから、患者さんとの距離感って

いうのはけっこう学んでたから、患者さんの領域に入ることに対する、すごいわり

と自分自身も「あかん」って思ってすごい気をつけて面はあった。だから最初はも

う呼吸機能も、呼吸が悪化してるから、もうそういう状態でほんとに他人介護って

いうのは難しかったから、けっこうぐっと入ったけど、やっぱりその何て言うかな、

ちょっと距離をやっぱり置いて、その人の生活がその人がやっていけるようにって

いうようなことを考えてたけど、それはなんか私が思う生活であって、実際目の前

にある必要とされてる生活っていうのはそうじゃなかった。それで小泉さんから調

整役の話を聞いたとき、「誰かがやっぱり調整役だったりサポートしながら、助け

合いながらやっていってるんや」っていう話を聞いたときに、なんかなんかこう
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「あ、いいんやな」と思って。自分のなんかこう、その 感情とか、なんかそうい

うのも いいんだなって思ったから。 

途中からはなんか体当たりした感じの、本人と向き合った数年間やったかな。それ

までは、専門職の上から目線のところあったような気がする。 たぶんそういうの

を見てきたから先生は、それにちょっと影響されてたのかもしれないけど、まあそ

れがいいのか悪いのかよくわからないです(笑)。 

 

田中 ：まあでも、うーん、ほんとにそうなんだと思うんよね。やっぱり在宅ってそういう

ことなんだろうなと思うんで。いや、でもほんま、 

 

西田 ：なんか病院の人たちにそれを求めてもやっぱり難しい。 

 

田中 ：難しいね。 

 

西田 ：うん、経験っていうか、実際目の前で患者さん、そういう人たちをみたことがなか

ったりとか、生活を見てないし関わってないから。うん。だからそういう状況の中

で、地域からいる人がどんなことができるんだろうって思ったりもする。だから一

つは、増田さんもそうやけど、ＡＬＳで人工呼吸器で散歩、甲谷さんもそうやけど

ね、呼吸器つけて増田さんがね、お見舞いに行ったり街中をうろうろうろうろして

るの、京大の先生すっごいびっくりして、衝撃的だったらしいですよ。というか、

10 年ちょっと前ぐらいは、まだそんなに京都の中で呼吸器つけて散歩うろうろう

ろうろしたり、うーんと、音楽聴きにいったりとか、夜の街にうろうろするような

人なんてほんまにいなかったから。でもそういう人がいてくれることで、やっぱり

社会とか、そういうこう、その生活を知らない人たちが少しは想像がついたり、

「あ、こんなことが可能なんだ」っていうのは思うんだろうなって。だからあの、

何やったっけ、筋ジスでＤＪしてはる先生、あの 

田中 ：ライス？ 

 

西田 ：ライス兄弟さんのＤＪなんか、たぶんほかの先生とか聞いたらもう想像つけへんと

思う(笑)。ＤＪね、してる筋ジスの子とか。 

 

田中 ：うん、ひっくり返った(笑)。 
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西田 ：うん、なんか。でもそういう生活を知ってるのと知らないの、ほんとに知ってるの

と知らないのでは大きな違いがあるんだなって、うん、思う。だから増田さんもな

んかね、コロナが終息して早く外出がもっとできるように(笑)、 

 

ユ  ：うん。 

 

田中 ：自粛してて、その(笑)、 

 

ユ  ：コロナ、コロナ… 
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帰山玲子さんの話 

 

――これは私にとっての稽古やと思ってた。ほんとそれだけだったなあ。だか

らあの、在宅独居になるっていうのはまったく想定してなかった。どう、

私まったく無計画すぎる、今思ったけど(笑)。 

 

 

 

帰山玲子さんは、甲谷さんから新体道を教えてもらっていた。帰山さんにとって甲

谷さんは師匠だった。だから、病院にボランティアで通っていたときも、それは

「稽古」だった。「稽古」から始まった甲谷さんとの経験を「入り口」にして、今

も介助を「仕事」にしている。「介助自体の難しさ」を感じながら取り組んでいる

帰山さんに、甲谷さんとの経験や介助をめぐる難しさについて話を聞いた。 

 

 

 

 

帰山玲子さんからの聞き取りは、2021年2月6日に、喫茶翡翠で行なった。 

2021月2月6日(土）喫茶翡翠にて、107分 

聞き手 :長谷川唯、ユジンギョン 
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♯きみこさんの思い出 

 

長谷川：…というか、甲谷さんところのはじめのあたりの関わりであったりとか、何をして

きたか、みたいなところとかを聞きながら、杉江さんところをと思ってるんですけ

ど。録音はさせてもらって大丈夫ですか？ 

 

帰山 ：あ、全然、大丈夫ですよ。 

 

長谷川：で、これを一応今の予定では、なんかもう研究会というよりかは、なんとなくもう

フィールドワーク、自分の普通のライフワークになりつつあるんですけど、こうい

うことが。あるんですけど、今回せっかく研究会でお金が取れたので、謝金を支払

えるうちに、 

 

帰山 ：ああ、ねえ、ほんとにすいません。ありがとうございます。 

 

長谷川：インタビューしたい人、優先順位高い人たちにやっぱりしていこうと思ってて。で、

もし、録音したものをテープ起こしして、で帰山さんにもちろん確認してもらって、

可能だったら公開っていうかたちにしようかなと思ってるんです。もちろんだめな

らだめって言ってもらったら大丈夫なんで。 

 

帰山 ：うんうん。なるほど、わかりました。 

 

長谷川：山田さんとこにも入って、 

 

帰山 ：うん、ね。そう、ちょうど2年前亡くなったからね、あっという間だけど。 

 

長谷川：私、山田さんはまだ自分で吸引をしてたときから知ってる人だから、すごいびっく

り   して。で、ねえ、ご主人が先に亡くなるとはまったく思ってなくて、 

 

帰山 ：そう、まったく思ってなかった。私もびっくりで、みんなもうびっくりして、「ま

さか」って感じでね。 

 

長谷川：あのご主人、すごいおもしろい、おもしろいっていうか、ご主人だったんですよ、
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いろいろと。 

 

帰山 ：おもしろかった、うん。そうそう、倒れて第二日赤に運ばれて、たまたまその夜私

が介助だったんだけど、電話であの、ケアマネさんからこうこうこう、「映画館で

倒れたから、今第二日赤に緊急で入ってる」って。で、3時か2時かもう一人ヘルパ

ーさん来てくれて、いつも一緒に病院の介助ついてく男のヘルパー。で車出しても

らって行きました、第二日赤に。でもう意識がなくて、でまあ「きみこさん来たよ」

とか言うと、ちょっと脳波がやっぱり、えっとバイタルが変化するじゃないですか。

だからなんとなくは反応あるけれども、まったくだめみたいな感じで、1週間後に

そのまま亡くなったから。うぁーって感じでしたね、もう。びっくり。 

 

長谷川：ねえ。私あの、きみこさん、本当、ご主人つながり、ご主人から、ご主人もすごく

いろんなとこに相談されて、 

 

帰山 ：そうそうそう。 

 

長谷川：で、川口さんとかにも相談して、こっちにも来て、 

 

帰山 ：そう。で、甲谷さんのとこにも来てね、クリスマス会のとき。私もそこでは会うて

て覚えてたんやけど。 

 

長谷川：そうそう。なんかその、おもしろいかただった。でも、私あの奥さん、ほんときみ

こさんが、ものすごい穏やかなイメージしかほんとなくって。 

 

帰山 ：そうだったね。 

 

長谷川：あれはケアでもそうでしたか？ 

 

帰山 ：そうね、基本的にはあのかた、とてもできたかたで、人格的に。基本的に穏やかな

かたで。 

 

長谷川：学校の先生だったんですよね？ 
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帰山 ：そう。教育者なんだなあって感じで。 

 

長谷川：いつ行ってもにこやかな顔で、ほんとに怒った顔を私は見たことがなくて。 

 

帰山 ：うーん。そう、受け入れとしてはＡＬＳにしてはほんとに、まあ、がまんもそのぶ

ん多かったので入院したりもあったんですけど、ストレスからくる。だけど、うー

ん、やっぱりすごいいろんなことをのみ込んでというか。まあ、なのでかなり進行

早かったけど、それについていこうという介助者も多かったんじゃないですかねえ。

うーん。 

 

長谷川：うーん、すごいほんとに。お姉さんがおもしろいんだよね、 

 

帰山 ：うん、お姉さんいっぱいおられて、3、4人おられてね。よく来てくださってたけど。 

 

長谷川：いろいろとおもしろい、おもしろいっていうか、なんか、いう人がいて(笑)。 

 

ユ  ：山田さんは初めて聞きました。 

 

長谷川：山田さんにはね、ほんと何年前かな、2、3年前ぐらいに、ご主人のほうにはたしか

インタビューさしてもらってたような気がする。 

 

帰山 ：ふーん。 

 

長谷川：いや、ずっと前かな。もっとずっと前にインタビューさせてもらったことがあって、

その記録が残ってると思うんだけど。きみこさんがね、いつも私たちが行くと、山

田さんだけ別室、山田さんが別室、入ったところすぐに和室があって、あそこでよ

くご主人の話聞いてて。 

 

帰山 ：ああ、応接間のね。うんうん。 

 

長谷川：そんなんで、そこに帰山さんが入ってるのも前聞いて、「ああ、それはもうすごい

いいことだ」って、「いい人ですよ」って言って。 
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帰山 ：スイッチの関係でよく来てもらったりしてた。堀田さんとか。 

 

長谷川：おもしろかった……。すごいなんか、うん、今思ってもというか、今そういう、今

回京丹後から来られた女性の患者さんとか他の患者さん見てても、きみこさんほど

の穏やかな人って見たことないなって思ったりもした。ほんとに、ほんとにそう。

あんまり、わーってならなかったイメージがある。 

 

帰山 ：そうだね。うんうん。 

 

長谷川：というのを、なんか帰山さん見て思い出してました。 

 

帰山 ：ああ、きみこさんの思い出(笑)。 

 

♯同じ時期 

 

長谷川：(笑) すいません。今までけっこう甲谷さんに関しては、甲谷さんっていうか、今

ＡＬＳの京都の10年みたいな歴史をちょっとまとめようと思ってて。京都で何が起

こってきたのかっていうか。今けっこう重訪って、京丹後市から引っ越してくるぐ

らいだし、やっぱりけっこう出るんですよね、今ねＡＬＳの人でも。で、24時間で

やっぱりスタンダードになりつつあるというか、ある意味で。 

 

帰山 ：うんうん、よかったですよね。 

 

長谷川：あんまり、甲谷さんときみたいな3か月の縛りの入院を転々としてとか、ああいう

ふうなのは少なくなったというか、あんまり見なくなったけれども、じゃあ在宅は

どうなのよっていうところも含めつつ、ちょっと10年で変わったところ、進んだと

ころ、変わってないところみたいなものをちょっと明らかにできたらいいなと思っ

ていて。で、ちょうどユさんが韓国でＡＬＳの家族の聞き取り調査とかをしてて。 

 

ユ  ：はい。修士論文で韓国の4名様の配偶者のインタビュー調査をしました。その経験

があって、時間の関係、時間のはどうなるかなと思って、そこからちょっと疑問が

あって、日本に来たんですけど。すごくよかったのは、私初めてヘルパーとして入

っているのが増田さん、ＡＬＳの増田さんに入ったところと、まわりの関係者が全
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部ＡＬＳの関わっている人、たとえば長谷川さんとかまわりの人が関係があるから、

すごくありがたいですね、今は、経験は。 

 

帰山 ：うんうん、そうね。けっこう、そこから情報得られるし、 

 

ユ  ：それで博士論文を、今あれをちょっと一緒にまとめてしようかなと思って。 

 

長谷川：ヒギョンさんって、帰山さん知ってる？ 

 

帰山 ：ヒギョンさんって、名前覚えてる。 

 

長谷川：昔たぶんＪＣでもバイトしてたと思うんですけど、 

 

帰山 ：コー、ヒ、コーさん？ 違うか。 

 

ユ  ：ジョン、 

 

長谷川：ジョン・ヒギョンさん。 

 

帰山 ：名前と顔が…、何人かやっぱ韓国のかたおられて。 

 

長谷川：何年か前にＪＣＩＬでもたしかバイトをしてて、そのヒギョンさんのお弟子さんと

いうか、なんです。それで京都に来て、そのＡＬＳのことでするっていう。京都に

来て、立岩先生のとこに入って。で、そんときにね増田さんが、増田さんもなんか

ね長い付き合いなんですけど、なんか気がつけばというか。 

 

帰山 ：そうね。増田さんももう長いですもんね、こう、発症されて。 

 

長谷川：増田さんとそのとき、なんだろ、なんでかなあ、私もともとやっぱり甲谷さんとか

杉江さんとかで、あんまり増田さんと関わりがそんなになかったんですけど、途中

ぐらいからなんかＡＬＳ協会だとか近畿ブロックのことだとかを一緒にやって、一

緒に活動するようになって。ちょっと増田さんも先端研というか立岩先生とかのプ

ロジェクトと深いところにあって。ボストン行ったり何たりしてきたから。 
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帰山 ：ああ、アクティブに。うんうん。 

 

長谷川：で、ちょうど、「だったら増田さんとこの介助者で」っていうので。で今まで私た

ち、どっちかというと一人暮らしのっていうところで、甲谷さんにしても杉江さん

にしても、そういうところで見てきた。で、逆にその独居の、独居からその家族役

割っていうか、家族がやってないところは何だみたいなことが、今まではなんかや

ってきたところだったんですけど。実はなんか年表的に見ていくと、その甲谷さん

でごたごたしたとき、「地域移行する、しない」の、その「できる、できない」の

ところのをみんなでがんばったところから、その杉江さんの間に行くところの、そ

の杉江さんと甲谷さんの間のところぐらいに増田さんが地域移行してて。で、なん

か初めはもちろんね、ケア時間としては少なかったけど、でもパーソナルを使って

っていう取り組みをちょうど重なってやってるんですよね。で、それがけっこう私

もおもしろいなと思っていて。 

で、ちょうどその増田さんが重訪の時間数を取るのにもうＪＣＩＬとかが、小泉さ

んとかが協力して交渉したりとかしてて。で、そういうの見たときに、ユさんが増

田さんのその歴史というかをまとめてもらうんですけど、家族がいても24時間とか

ね、そういうのを取れてるのがちょうどあの時期にできてたんだと思ったら、 

 

帰山 ：うーん、たぶんきみこさんもね、同じ時期ですよ。 

 

長谷川：あ、きみこさん、そうですよね。 

 

帰山 ：すごい同じ、かぶってると思う(笑)。そう2010年ぐらいのことだと思うから。 

 

長谷川：ですね。ほんとだ。きみこさんもそうだわ。すっごいご主人がほんとに、 

 

♯パターンとして全然違う 

 

ユ  ：2012年？ さっき、 

 

帰山 ：10年…、9年か10年ぐらいの話だと思います、今の話は。うん。そうやねー。 
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長谷川：すっごいご主人ががんばって、途中減らされそうにもなってがんばって、出たの、 

 

帰山 ：ああ、ねえ、そうそう。そういうのもあってこう、ぴりぴり(笑)。うーん。そうか

あ。 

 

長谷川：そこらへんももうちょっとちゃんと深く見ていきたいなと思ってて。 

 

帰山 ：うーん、増田さんのほうがたぶんこうパーソナルな。 

 

長谷川：あ、そうです、そうです、募集をしてね。 

 

帰山 ：そうよね。もうちょっとこうインディペンデントな感じでやってて(笑)。もうきみ

こさんたちのほうは、どっちかっていうとそういう事業所のヘルパーと、っていう

ようなスタンスで、かなり違うけど。そうね、そういう違いはあるとしても。あま

りこう対外的な運動であったりとか、そういったことにご主人あんまり向いてない

…。まあそれ言いますけどね、言うけど。なんかやっぱ家の中のことや、自分の妻

きみこさんのことでもうほんといっぱいいっぱいな感じもあって。それはたぶん進

行の速さであったりとか、あの、なんだろな、やっぱりかなり、元気なときにきみ

こさんに依存してたと思うんですよ、家事とか生活のことをね。それが一気になく

なったことで、けっこうご主人自身の生活ってものも、ほんまにもうてんやわんや

だったと思う。 

 

長谷川：がらっと変わりますよね。 

 

帰山 ：うん。増田さんの場合、たぶんそういった活動にこう邁進する余力みたいなのがた

ぶんあって(笑)、家族いる2(ふた)パターンとして全然違うのね、やっぱりそこの

ような気がしますけど。うんうん。全然違う。私増田さんに1回だけお会いしたこ

とあるけど、おうちにうかがって。うん。まあ全然違う感じがしましたね。 

 

長谷川：全然違いますね。 

 

帰山 ：ヘルパーに対してのその関わり方とか、自分のスタンスみたいなもの、確固たるも

のがある、みたいな感じでやってはって。 
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長谷川：なんかね、全然違いますよね。 

 

帰山 ：うん、違った。 

 

♯「家を出る」みたいな、それがこう、「ありき」みたいなね 

 

長谷川：そういうのも一個一個、一個一個ってわけじゃないですけど、やっぱりちょっと家

族が、ＡＬＳなんか特に「家族がいる、いない」っていうのって、今まで大きかっ

たじゃないですか。すごい甲谷さんのときでも「家族がいなかったら、いわゆる地

域生活ができない」的な、杉江さんときもそうでしたですけど。どうしてもそれが

実はたぶん、けっこうＡＬＳの人のを見てると、なんか今見てても、家族がいても

24時間は出るし。で、けっこう「家族がいる」ってスタンダードな感じなところも

ＡＬＳの人って実はあって。 

 

帰山 ：うんうん、そうね。 

 

長谷川：娘さんと一緒に暮らしてるだとか。家族が別にね、自立って言っても一人暮らしじ

ゃないっていうモデルがけっこうあって。で、そういう人たちと甲谷さんたちって

そんなに違わない。で、新しいやっぱりＡＬＳの自立のかたちというかがなんかも

う出て、できそうっていうか、今までのなんか障害運動の中では語りきれないよう

なものが。 

 

帰山 ：そうですね。なんか「家を出る」みたいな、それがこう、「ありき」みたいなね、

ＪＣＩＬもたぶんそうで。ＪＣの場合一人暮らしの人多いですけどね、実際。 

ねえ、こういうとき実名とかって言って、って、でみんな亡くなってるから、まあ

ちょっとあれだけど、大丈夫？ あとで加工するよね？ 

 

長谷川：もちろん、もちろん。 

 

帰山 ：けっこう私思い出して、ぱって言ってもうてるけど。 

 

ユ  ：あとで文字起こしして、 
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帰山 ：うん、わかった。もしなんかあったらね。うんうん。 

 

長谷川：そうそう。だからなんかＪＣの動きを見てても、けっこう私変わってきてるなと思

ってて。 

 

帰山 ：うん、だいぶ。 

 

長谷川：こないだもやっぱ小泉さんにインタビューしたんですよ。そんときの杉江さんとこ

に来たって話をして、私が覚えてて。やっぱり「なんで」、その時に杉江さんに言

った言葉が、「なんで患者なんだ？」って、「自分のこと患者って言うんだ？」っ

ていう話をしてきて。まだあのときって、そういうその医療に対してのスタンスっ

ていうのが、あれ言ったら、脳性まひとかって、とか障害って医療に対しては反…、

あんまりね、受け入れないっていうか関係ないというか、むしろ負の歴史のほうが

大きくて、無理やりのリハビリだとか。だからあんまり医療者と一緒にやっていく

っていう考えってほぼほぼなかったんだけど。どうしてもＡＬＳは自分のこと「患

者だし」っていう、なんかアイデンティティもしやすいし、やっぱ医療ってものが

入り込んでくるので、そことの関係ってすごい難しいじゃないですか。 

 

帰山 ：全然違いますね、うん。 

 

長谷川：そこらへんでもＪＣのスタンスってほんと変わってきてるなって思う。今見てても、

そのメンバー見てても難病の筋ジスの人とか中心だし。で、特に知的障害が入って

きてぐらいから、すごい変わったなあって思って。 

 

帰山 ：ああ、そうなのかも。うんうん。 

 

長谷川：なんか意思決定の部分で。やっぱあのときは、「やっぱ杉江さんの生活だから、杉

江さんが決めないと」みたいな、自分で、自己決定とかじゃないと、自己決定・自

立の話じゃないですけど。あれからやっぱり知的の人っていうのはそういうことが

難しいというか、そこに当てはまらない難しさがあって、それをどうサポートする

かっていうところがあるじゃないですか。だけどたぶんＡＬＳの人、杉江さんなん

かもそうだけど、甲谷さんとかもそうだけど、さくらモデルって言われるのって、
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意外にその、ＣＩＬのモデルから取ってて、「自分が社長なんだ」と、で「自分で

生活組み立てて」って。で、いち早く志賀さんのインタビュー、志賀さんのインタ

ビューからわかったんですけど、でも甲谷さんはまったくそういうことが、支援す

るときにできないというか、「この人は無理だ」と思って志賀さんはやってたとい

うか。 

 

帰山 ：あ、何？ 甲谷さんが無理っていうのは、 

 

長谷川：甲谷さんがたとえば「全部決めて指示をして」っていうそういうことを、別に自分

は想定はそんなにしてなかったというか、そういうふうなことができる人じゃない

というか、いうふうなことわかりながらの自分と甲谷さんとの関係というか。だか

らある意味そこがうまくいったんじゃないかっていうような話も、なんとなくその

志賀さんの話から見えてきたような気もしてて。それもまた今のＪＣのスタンスと

はちょっと違うなと思うから、おもしろいところだなと思ってて。もうちょっとこ

う範囲、範囲っていうか、自立なら自立の意味合いとかをね、もうちょっと広げて

いったらＡＬＳの人たちも暮らしやすいんだろうな、とかって思いながら、今イン

タビューしてるんですけど。 

 

帰山 ：なるほど。うんうん。 

 

♯甲谷さんが私にとっての師匠で 

 

長谷川：で、やっぱりそこの始まりは、でもどちらにせよＡＬＳの人の始まりっていうのが、

地域生活の始まりって京都では甲谷さんだから。甲谷さんがどうやってその、甲谷

さんの支援がというか甲谷さんの生活がというか始まってきたのかってのを、由良

部さんとかに聞いてるんですけど。絶対そこには帰山さんが出てくるんで(笑)。 

 

帰山 ：ああ(笑)、うーん。 

 

長谷川：で、どういうふうなところで帰山さんが関わり始めて、その間(かん)何をして、で、

帰山さんからしたら由良部さんとか志賀さんとかってどう見えたのかな？とか。甲

谷さんとの関係がどうだったのかな？とか。なんか今、いわゆるその介助者ってい

うようなアイデンティティじゃないと思うんですよね、みなさんの話聞いてても、
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友人だったりとか、 

 

帰山 ：そうそう、そうですね。私もそうです。 

 

長谷川：で、あとからその、どうしてもその、たとえばお金とかの面だとかでは、資格使っ

たほうがいいってことで、で重訪、みんなあとづけで、資格を取っていくっていう

ような、そんなイメージだったんですよ。だけどあくまでもそれは、介助者になり

たいとかじゃなくて、ってところがあるじゃない？ なんかそこらへんの話を帰山

さんに聞こうかなと。どんな感じで初め甲谷さんと出会ったっていうかとか？ 

 

帰山 ：たぶん唯ちゃんも知ってのとおり、私新体道のお弟子さんやったから、甲谷さんが

私にとっての師匠で。新体道っていうのはもう空手をベースにした武道なんだけど。

あの人の教えてくれる新体道っていうものがまあ、そう、仁井由美子ちゃんとか何

人かそう、甲谷さんから学んで稽古してるっていうメンバーが何人かいて。で、そ

のメンバーで病院にボランティアで行ってたっていうのがまず最初で。民医連とか

西京都病院とか宇多野とか、まあ土日、まあＡＬＳだともうほんと人手が足りない

から、その補う部分、食事の介助とか散歩とか、ちょっとした日常業務とかをまあ

請け負うっていうか、友人としてボランティアに行き始めたってのがまあスタート

があって。唯ちゃん言ってたように、あとづけで重訪取って、まあプロのヘルパー

にまあなっていったわけなんだけど、私もそのうちの一人で。うーん。 

 

長谷川：新体道を教えてもらってたのっていうのは、どのぐらいから教えてもらってたんで

すか？ けっこう長いんですか？ 

 

帰山 ：もう、まだ、もう私が最初に稽古つけてもらったのって、もうね1998年とか、それ

ぐらい昔なんです。でもそれワークショップってかたちで。定例で稽古し始めたの

が2004年、忘れもしない。けっこう私にとって新体道やっぱかなり重要なんで。そ

のときにはもう口がきけない状態で、甲谷さんは。嚥下ももうできない。だけど体

むっちゃ動いてるっていう状態で稽古つけてもらってたんですよ、筆談しながら。 

 

長谷川：え、それはもう、甲谷さんはまだあっちの接骨院みたいなのはやりながらっていう

か、治療院やりながらって。 
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帰山 ：そう。治療院やってた。しゃべれないのに。 

 

長谷川：え、帰山さんが、え、もう1998年から新体道に興味があって、甲谷さんなんです

か？ 

 

帰山 ：そうです、そうです。まったくそれ、そういう接点でしかない。 

 

♯世間が狭すぎるね 

 

長谷川：新体道に興味を持ったっていうのもおもしろい、 

 

帰山 ：これはもう私の活動のため、あの、舞台の、舞台を作って、その作品のためにやっ

ぱ体を作らなきゃっていう、単純にそういう。 

 

長谷川：調べてたら新体道なんですか？ 

 

帰山 ：いや、もう友だちが(笑)、うーん、から紹介。「やらへん？」っていうそんな感じ

で、舞台関係者。 

 

長谷川：じゃあ全然、その新体道のワークショップのときには由良部さんとかにも会ってた

んですか？ 

 

帰山 ：あ、そんときはね、由良部さんはいなくって、ほんとに舞台関係者で甲谷さんを呼

んできてワークショップしてたんです。再開したときは仁井ちゃんとかいたかな？ 

由良部さん、あ、由良部さんの門下生の、何人かいるんだけど、伴戸〔千雅子〕さ

んっていう人とか、……さんとかね。そう、4、5人でやってた。 

 

長谷川：え、そうなんですか。ああ、私全然そこ知らなかった。そうなんですね。仁井さん

とかもその新体道のお弟子さんだったんですね。 

 

帰山 ：そうそう。で、由良部さんはほんとに古い友人、甲谷さんと友人でその関係で新体

道ってものをシェアしてたと思うんだけど、私みたいに習うっていうよりはね。う

んうんうん。そう。で今、ちなみに今年の初め、1月の頭に公演を1本やってるんだ
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けど、そこに一緒に踊ってるきたまりっていうダンサーが由良部さんのお弟子さん

やから、まあ世間が狭すぎるね(笑)。うん。で、きたまりってっていうのは私は新

体道を稽古してる。で、きたさんはもともと由良部さんから新体道を習ってて、だ

からもう本当にぐちゃぐちゃ(笑)。私にとってはだから、そのパーソナルな人間関

係がもともとあって、今も続いてるけど。だから由良部さんのダンス観たり、由良

部さんが私のダンス観たりってことも去年もあるし。うーん。そういう関係がまず

あるっていうのはある。うんうんうん。 

 

長谷川：ああ、そうだったん…、じゃもう甲谷さんがＡＬＳになったっていうのは、その新

体道の本格的に稽古つけてもらってたときにもうしゃべれないぐらいだったんです

よね。それまでは、でも治療院には通ってたんですか？ 

 

帰山 ：いやいや。まったく接点がなくて。98年、1998年から2004年までの間は接点なくて。

私大阪に住ん…、引っ越してたんだよね、舞台の関係で。だから、京都にもう1回

それで接点持ち始め…、持ち直したっていうか、京都に通う、大阪から京都に稽古

つけてもらうために通い始めてって感じです(笑)。 

 

♯再会した当初は何の病気かわかんなかった 

 

長谷川：そこでまた「甲谷さんに」って。そしたら、行ったら「実はＡＬＳで」っていう、 

 

帰山 ：そう。で、そんときまだＡＬＳって病名ついてなくて。何の病気かわからない。で、

「もう病院に行かないといけない」みたいな。で、もうさすがにちょっと「これは

立てなくなってきたぞ」ってなって京大病院に行って、診断結果。まあＡＬＳか、

もしか何だかっていう難病の病気があがってて、最終的には「ＡＬＳになりました」

みたいな感じだったから。再会した当初は何の病気かわかんなかった。 

 

長谷川：再会してからは、でも稽古をつけてもらうなかで、甲谷さんも病院に行かなきゃい

けないぐらいの？ 

 

帰山 ：うん、だんだんなっていった。うんうん。 

 

長谷川：じゃあその、むしろ教えてもらう関係の中で、ＡＬＳになって入院したっていう。 
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帰山 ：そうそうそう。1年…、いや、うん、1年近く稽古つけてもらってたんじゃないかな

あ。そのあとに病院行ったっていう、進行していって。 

 

長谷川：1年以上、じゃあ筆談でってことですか？ 

 

帰山 ：そう。1年弱かなあ。うーん。でもそれぐらい、 

 

長谷川：それ、どんな稽古なんですか？ その様子というか、だって、 

 

帰山 ：いや、もう(笑)、 

 

長谷川：帰山さんが新体道のかたちを見せてというか、ですか？ 甲谷さんがそれに対して

コメントするみたいなんですか？ 

 

帰山 ：いや、もっと(笑)、なので、新体道の稽古っていわゆる武術の稽古なんだけど、な

んかまあ、なんだろ、稽古体系っていうのがあって。まあそんなに、まあできる人

がいるから、だから仁井ちゃんとか先輩がいるから、号令かけて、まあその、甲谷

さんのやるようなものを見取り稽古っていうか、見もってやる。それで、なんだろ

う、「ここはこうしたほうがいいよ」っていうのは、まあひとしきりやって筆談と

かにはなるけど、もうけっこうスパルタ(笑)、もう延々やる。たとえばジャンプっ

ていう、体をとにかく開発するための稽古っていうのがメインだったんだけど、も

う甲谷さんが拍子木叩いて、それを聞きながら延々ジャンプし続けるとかね(笑)。

まあ空手のベーシックな稽古、そういうようなことをしてた。で、あとまあ組手は

やっぱり、あとでこう、そう、クオリティ・コントロールっていうか、まあそうい

うことを筆談でして、みたいな稽古をしてたけど。 

 

長谷川：じゃあ本当に入院する直前までは体動いてたんですね。 

 

帰山 ：そうそう。でやっと手術で、胃ろうしたり。 手術をしてしまうと、それを機に身

体の機能がどうしても落ちるから。そこまでは何やかんや動いてはった気がする。

うーん。 
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♯ダンスを観る、知ってるけど、接点を持ったのはそこが初めて 

 

長谷川：なんか由良部さんの話だと、甲谷さんがそうやってＡＬＳになったと思って、どう

いう病気かっていうのを調べて、ネガティブなことしか出てこないし。で自分たち

もよくわかんないから、とにかく彼を励ますというか、一人にしちゃいけないみた

いなところで、支援する会みたいなの立ち上げたんですって言ってたんですけど。

帰山さんはそこに、そことの関係…、呼びかけられたんですか？ 

 

帰山 ：そうそう。メーリングリストみたいなのあって。まあダンサー、いろんなダンサー

の名前が、ヤザキ〔タケシ〕さんとか、なんだろ、「ああ、この人も、この人も」

みたいな、うんうんうんうん。で、病院に行ける人が行って、みたいな。 

 

長谷川：で、そこ、支援の会をきっかけに由良部さんとも、 

 

帰山 ：あ、そうです、そうです。うん。 

 

長谷川：なんかもっと密接にって感じですか？ 

 

帰山 ：そうです。まあそれまではダンスを観る、知ってるけど、接点を持ったのはそこが

初めて。志賀さんもそうです。 

 

長谷川：ああ、志賀さんも。 

 

帰山 ：そう。まあ岩下〔徹〕さんのワークショップとか出てたし、合宿も行ってて、顔は

知ってたけど。 

 

長谷川：それまではその、あれはどこで、京大病院で立ち上がったんだっけ？ あの支援の

会って。いやもっと、診断名がついて、どっかに入院をしたときに立ち上がってる

と思うんですけど、 

 

帰山 ：うんうん。宇多野？ 

 

長谷川：宇多野かなんかですね。それまでの期間というかは、帰山さんは甲谷さんのところ
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には通ってというか、お見舞いに行ったりとかしてたんですか？ 

 

帰山 ：そうそう。宇多野と西京都病院かな、3か月ごとになんかあっちこっち行ってた、

そこで行ってたな。散歩したりしてた。 

 

長谷川：稽古をつけてもらってたさなかにそうなって、そこで知らされて、でお見舞い行っ

たりなんかして、その間に支援の会が立ち上がって呼びかけられて、で、そこに入

った。 

 

帰山 ：そう。うーん。 

 

長谷川：仁井さんとかも入ったんです？ そんときに。 

 

帰山 ：うん。 

 

長谷川：ああ。そうだったんですね。 

 

帰山 ：そうそう、そうだった。 

 

♯もう稽古やと思ってたから 

 

長谷川：支援の会って具体的にどんなことをしてたんですか？ 

 

帰山 ：いやほんと病院に週…、私は週末行ってたかなあ。土日、夜。 

 

長谷川：それはなんかメーリングリストみたいなのがあって、「私は週末行きます」みたい

な感じですか？ 

 

帰山 ：あ、そう。なんか当番表みたいのがあって、「あ、私この曜日、何時ぐらい行けま

す」みたいな、そんな感じでローテーション組んでざっくりと、行ってた。 

 

長谷川：で、そんときの食事介助とか、 
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帰山 ：そうそう。散歩と。 

 

長谷川：甲谷さんは、でもあれか、そんときはまだしゃべれて…、ない、もうしゃべれてな

いんですね？ 

 

帰山 ：うん。もう気管切開しちゃってる。 

 

長谷川：どういうふうなはじめは、気管切開というか、筆談を含めて、帰山さんはどういう

ふうなコミュニケーション取れてたんですか？ 甲谷さんがしゃべれなくなってか

ら。 

 

帰山 ：もう病院に入ってからは、たぶん文字盤を使ってたんじゃないかなあ。と思うけど

なあ。これも動かなくなったもんね、手も。うんうん。 

 

長谷川：それは誰かが持ってきてたんですかね？ その文字盤って。あ、病院の人かなあ、

それとも。 

 

帰山 ：ちょっとそこは覚えてない。もうあった、みたいな。それでやってた気がする、か

なり。誰か作ったのかも、志賀さんか誰かが。 

 

長谷川：志賀さんはなんかねおもしろくて、もともと治療院のその、通ってたんですよね。

でもちょっと忙しくて行かない間に、次行ったら筆談になっててって言って。変わ

りはてた甲谷さんにびっくりして、ほんとに何にも、ね、びっくりして何も、動け

ないというかできないっていうか、しばらくは関われなかったんだけど、由良部さ

んからそのメール来て、「ああ、もうこれやろう、これやろう」って思ってやった

って。でも、志賀さんはなんか、ああいう人だからっていうか性格だからっていう

かわからないけど、やっぱり自分の中に決めたことっていうか。支援の会は支援の

会なんだけど、だんだんたぶん人が少なくなっていくというか支援の会も。その中

で志賀さんが「これ毎日行く」っていうの、なぜか自分の中に決めて通い続けて、

って、そういうふうに言ってて。帰山さんたちは支援の会にっていうのに入って、

やって、支援っていうかローテーション組んでやってて、それがああいうかたちと

いうかになるのは、なんか人が減っていくのは減ってったんですか？ 
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帰山 ：そうやねえ。たしかにそうだった。うーん。そう。 

 

長谷川：でも帰山さん抜けなかったんですね。 

 

帰山 ：抜けなかった。うん。 

 

長谷川：それは何かあったんですか？ 

 

帰山 ：もう稽古やと思ってたから(笑)。 

 

長谷川：(笑) 

 

帰山 ：うん。これは私にとっての稽古やと思ってた。ほんとそれだけだったなあ。だから

あの、在宅独居になるっていうのはまったく想定してなかった。どう、私まったく

無計画すぎる、今思ったけど(笑)。 

 

♯「甲谷さんのことは稽古、仕事は仕事」 

 

長谷川：じゃあちょっと、でも違うんですね。おもしろいな、なんか。 

 

帰山 ：全然違うと思う。うんうん。 

 

長谷川：そうですね。だって甲谷さんが師匠というか。でもそういうお見舞いに行ったとき

とかってそういう話はするんですか？ 

 

帰山 ：そう。そういう話ばっかり。うん。私にとっては聞きたいことがいっぱいあったか

ら。 

 

長谷川：じゃあ文字盤でそういう話をする、 

 

帰山 ：そう。うーん。 

 

長谷川：ああ、おもしろいですね。なんか由良部さんとか志賀さんとか、そんときはなんか
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死について、すごく甲谷さんが考えてたけど、そういう話もするんですか？ 

 

帰山 ：うん、そうやね。そういうのも含めてだけど。うーん。 

 

長谷川：新体道自体はそういうものに関わってるの？ その生死というかに、なんかこう、 

 

帰山 ：ほんとになんか武道って、体が動かなくなるまで動かすっていうところがけっこう

ポイントで、あと自分のイメージの中でその動きが続いているってことによって、

その限界の状態で体が動くっていうようなとこあるから。ほんと甲谷さんの稽古っ

ての、基本そうだったからね。うーん、そういう意味ではそういう死というか、身

体とその意識の関係っていうところで、が稽古のメインだと思う。 

 

長谷川：へー。あ、でもほんっとに違うんですね。全然、なんか介助をしに行くとかそんな

んじゃないんですね？ なんか、今聞いてたら。 

 

帰山 ：そうそう、最初は。だからこれがいきなりその、ほんとにヘルパーになったのは、

私にとってはもうちょっと無理だったの。ちょっと別物。うん。 

 

長谷川：え、その、でもその関係っていうか、甲谷さんとそのもともとのね、関係のままの

なかで、甲谷さんの体が変わっていって、支援の会立ち上がってメンバーになって

いく一方で、こっちは着々とというか、ほんとに甲谷さんが病院の中でもできるこ

とって限られ、看護師さんとかのケアって限られてくなかで、必要なことが見えて

きて、みんなが友人としてっていう思いはありながらも、なんか関わっていくじゃ

ないですか。で志賀さんなんかもぐっと関わっていって。で、地域生活っていう可

能性が見えてきたときに、それの中の流れの中では、帰山さんはまったくそういう

話とは関係なく、もう師匠のそういう、自分も興味があって聞きたいことがあって

関わっていて、で、その延長線上にそういうのがあったっていうことですか？  

 

帰山 ：私ね、その、実は在宅独居決まる3、4か月前にヘルパー2級を取ってるんです。て

いうのは病院に通ううちに、「あ、これ、私仕事にしてもいいかも？」って思って。

だから「甲谷さんのことは稽古、仕事は仕事」っていうのがあった、実は(笑)。 

 

長谷川：それは甲谷さんのそういう、なんていうかこう、ある意味での介助の側面から「こ
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ういう仕事っておもしろいな」ってことを思ったってことですか？ 

 

帰山 ：そう。うん、病院っていう環境にいて、そういう働いてる人たちを見て、「あ、こ

れいいかも、私やりたい」って思って、まず資格をとにかく取って、それで大阪の

事業所で少し仕事をし始めた。それは老人の介護保険の制度の中の介護で。でも

「ちょっとこれ違うぞ」ってなって、すぐ辞めることにはなったけど。京都に、甲

谷さんの在宅独居になって、うーん、甲谷さんのヘルパーになったけど、ね、なん

だろ、大阪ではそういう仕事としてちょっとスタートしたばっかりの頃だったのね。

うーん。で、そこで私はなかなかこう、甲谷さんとの関係性と、仕事としての介助

が折り合いがつかなくなった。「違うぞ」って思って。 

 

♯もうめちゃめちゃやった 

 

長谷川：それがちょうど甲谷さんが独居する前の、2、3か月前の話ですね？ 

 

帰山 ：そうそう。 

 

長谷川：そこからその、ちょっと仕事を辞めて、大阪は辞めて。辞めたのはあれですか？ 

その、甲谷さんが退院する前ですか？ 

 

帰山 ：えっと、あ、でもその頃ね、ちょっと「やっぱ残ってくれ」って言われて、少し京

都から大阪に通ってやってたわ、ちょっとは。でももう辞めたけど。うーん。 

 

長谷川：それ、甲谷さんがあんな「地域移行する、しない」の、するように向けて話し合い

だとか体制を整えてるときっていうのは、帰山さんは大阪でのそういう介護の仕事

もしてたっていう。 

 

帰山 ：そう、両方やってたんよ。もうめちゃめちゃやったわ。うーん。もうあれやめとい

たほうがよかったと(笑)。私もけっこうずるずるやってしまうんよね。こう両方を

やってたから、もう恐ろしいことになってた。うん。200時間以上働いてたと思う。

やばい、うん。あんなんやったらだめだ(笑)。 

 

長谷川：え、甲谷さんのそのなんか交渉だとかは、由良部さんが人集めをして、志賀さんが
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マネージメントするっていうか制度面をやるっていうような話し合いとかにも、帰

山さんはいたんですか？ その、やっぱり主要メンバーとして。 

 

帰山 ：私もう、もういちヘルパーに徹してたかなあ。なんか窓口は志賀さん、その行政と

の。うん。私はもう一人のヘルパーとしてしか。 

 

長谷川：それはなんとなくその、みんなが人はいるっていう、支援の会のメンバーの残って

たメンバーたちが甲谷さんの地域移行を真剣に考えて、「じゃあどうするか」って

いう話し合いみたいなのがあったときに、そこに帰山さんもいて。だけど帰山さん

は別にその、すごく、えーと、先導を行くような、リーダーみたいな存在としてま

とめるみたいなものじゃなくて、あの、人がやっぱりヘルパーとしてというか、実

際問題その生活を支えるのにヘルパー的な人が必要で、そこに自分もいたっていう

ことですか？ 

 

帰山 ：そうそう。そうです。 

 

長谷川：ふーん。でもそういうその思いとは半分に、やっぱり師匠との関係っていうのはあ

ったわけですか？ 

 

帰山 ：うーん、そうですねえ。なんかそこがうまくいかなくなったってことの原因の一番

なんだけど。うーん。 

 

長谷川：え、教えてもらいたいっていう気持ちと、まだまだその新体道みたいなものを教え

てもらいたいっていう気持ちと、現実的にはヘルパーの介助が必要だっていうこと

があったっていうことですか？ 

 

帰山 ：うーん、なんだろ、関係性として、やっぱお金を取って仕事としてやるっていうこ

と自体が、もう変わらざるをえなくなったんかなあ。もう甲谷さんの当たり自体も

変わりましたからね、独居になって。で、「あー」と思って、「これは」、 

 

♯とにかくすれ違っていく 

 

長谷川：独居になって？ 
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帰山 ：うん、これが独居生活になって、甲谷さんが私に対しての当たりも完全に変わりま

した。まあぶっちゃけ、もうすべての介助を受け付けなくなった。うーん。 

 

長谷川：えーと、病院ではそういうことなかったけれども、 

 

帰山 ：なかった。 

 

長谷川：その仮住まいのときぐらいからですか？ 出てぐらいからですか？ 

 

帰山 ：そう。うん。だから、 

 

長谷川：あ、そうでしたか。 

 

帰山 ：そうそう。で、これはたぶん本当に近くにいる人しかわからないけど。理由は正直

よくわからなかったけど。たぶん私が、私が介助者としていきいき…、もうほんま

必死だったからね、大阪の仕事もちょっと残しつつ、それが嫌だったんだと思う。

うーん。「何いきいきしてんだ」っていうね。でも私はもう必死だったっていうだ

けでね。でもそうやって、とにかくすれ違っていくというか。 

 

長谷川：全然そういうふうに見えてなかったです、私には。ほんとに見えてなかった。 

 

帰山 ：うん、そうと思う。うん。私もびっくりしました、ある日を境にだからね。 

 

長谷川：ていうか、そのお弟子さんっていう関係ってのも知らなかったけど、あんとき私が

見えてたのは、すごく一番信頼されてるヘルパーだってずっと思ってた。 

 

帰山 ：うーん。 

 

長谷川：ほんとに甲谷さんだから、その、甲谷さんところのケアって、はじめっからやっぱ

り、なんかな、介助の質が高いのって、やっぱり甲谷さんのその、甲谷さんに合わ

したケアの質が高いっていう感じかな？ 
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帰山 ：うーん、そうねえ。 

 

長谷川：その、マッサージとか、 

 

帰山 ：ああ、そうそうそう、 

 

長谷川：散歩のことだとか、コミュニケーションも含めて。すごい、私あのとき初めて、甲

谷さんが初めてだったから、ＡＬＳの見たの。そこに帰山さんたちがいて、で、志

賀さんもすごい、あの、まとめてる人でいて、でもそこのその志賀さんがまとめて

いる中のヘルパーっていうのは、今、いわゆる今のヘルパーとは全然違って、すご

いこう、なんていうかな、本当に「できる人たち」って、それぞれ個性があるんだ

けど。うん、ずっと一番信頼されてると思ってた、ほんとに。 

 

帰山 ：うーん、なんかこう、 

 

長谷川：そう見えてました、私には。 

 

♯「ちょっともう、ここにいたらやばい」 

 

帰山 ：うーん、見えるかもしれないけど、甲谷さんとしては「わかってるだろ、お前」み

たいな(笑)、それがそういうふうに見えてたんかもしれない。でも、ちょっとでも

と、もうノー、ノーで硬直が起こってみたいな時期があって。で私は「もうこれあ

かん」と思って、1年後に辞めてるんだけど。独居始まって1年後にはもうどんどん

仕事減らしていって、ってことになってるのね、実は。私あんまりそこにいない、

そこでやってないのよ。特に引っ越してきてからはかなり減らして、私は杉江さん

とこ行ったり、ほかのとこ、大阪に飛ばされたり、ココペリの意向で。 

 

長谷川：ええ？ そうでしたか。だって甲谷さん仮住まいに来て、仮住まいから本住まいに

行ってから、 

 

帰山 ：そうそうそう。だから本住まいから私、実はあんまり行ってないのよ。うーん。で、

私の、もう、もう生活って言ったら、もうおかしくなってって。「なんで京都に引

っ越したのに大阪通うの？」って、ココペリはもう長見さんの意向だけど。ちょっ
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ともうすべておかしくなって、で火事に遭ったので(笑)。だから甲谷さんのところ

のその記憶ってちょっとね、抜け落ちてる部分もあって。ほんまに過労で。 

 

長谷川：実はそんなに長くはないってことですか？ 

 

帰山 ：ないの。うーん。それまでは長いんだけど、今の体制、あの家になってから私は、

「ちょっともう、ここにいたらやばい」っていう感じだったからね。うん。 

 

長谷川：え、帰山さんの中では、でも介助…、こっち側移ってきて、甲谷さんのそういう変

化がありながら、見る目っていうかは変わったんですか？ その、甲谷さんやっぱ

りその師匠としてっていう見る目からは違うくなったんですか？ 

 

帰山 ：いや、とにかくもう忙しすぎて。5人で回してたし、24時間をね。睡眠不足だし、

もう体もめちゃくちゃやし。もうとにかく「でもこれ、自分の仕事にしたった」っ

ていう意志があったから、在宅の独居になった時点で。だから「相手がどうであれ、

私絶対やる」っていう感じになった。で、今まで来てる。今の、これ私の仕事とし

て介助を引き受けてるのは、もうそこがスタート。 

 

長谷川：あー、なるほどー。あ、なんとなく、その病院のときではそういう、なんていうか

な、介助者っていうアイデンティティは別に、 

 

帰山 ：なかったと思う。 

 

長谷川：必要なかったけれども、出て、しかも給料も発生するわけですよね。 

 

帰山 ：そうそう、そこ大きい。うんうん。 

 

♯でも師弟関係ってそういうもん 

 

長谷川：そういう環境が、なんていうのかな、そっちのほうが強くなったってことですか？ 

仕事っていう感覚のほうが。 

 

帰山 ：そうそう、変わった。うん。いや、これで甲谷さんはその、私に対しての当たりが
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変わったにしても、私も負けず嫌いっていうか、これは自分のこととしてやらない

とできない仕事やからね、もう完全に私も切り替えた。うんうん。だからもう今も

接点は持ってないんだけど、甲谷さんとは。 

 

長谷川：うーん、なるほどね。 

 

帰山 ：うん。でも師弟関係ってそういうもんやと思うから。そこで学ばしてもらったって

思ってるし。うん。だから由良部さんと志賀さんとの関係性、甲谷さんとのはまっ

たく違う。私は私の、にとっての関係性だったと思う。 

 

長谷川：なんか志賀さんとか由良部さんとかが、たとえば帰山さんとほかの人たちを見たと

きってやっぱり仲間であり、介助者っていうよりかは仲間っていうか。 

 

帰山 ：そうだよね。 

 

長谷川：「おんなじ甲谷さんを支援していく仲間」っていう意味じゃないですか。でも一方

で、たぶん話をしてても、由良部さん、なんか介助者よりやっぱ友人だっていう思

いが強くて。志賀さんはなんか、途中からなんか、志賀さんもちょっと変わったと

思いますけど、今はなんか、志賀さんの表現を借りるなら伴走者というか、一緒に

走ってるというか、なんかそんな感じじゃないですか。やっぱみんな話を聞いてる

と、仕事っていうことよりかはちょっと離れてるというか。でも帰山さんは、 

 

帰山 ：でも私は仕事にした。うん。で「よかった」って思う。やっぱ今でも、今ＪＣＩＬ

のヘルパーで、もうＡＬＳの介助じゃない、いわゆるけっこうＪＣＩＬの昔からの

メンバーの介助もしてるけど、よかったなあって思ってるから。これ、 

 

長谷川：それは 

 

帰山 ：あの、介助者としてやっててよかったって今は思ってるから。うーん。あれは入り

口でしかなかったと思う。うーん。 

 

♯入り口にすぎない 
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長谷川：その、「仕事だ」って思ったわけじゃないですか、それは出て、地域生活が実際に

スタートした時に。でもそうすると志賀さんとか由良部さんに対しての見方って変

わったんですか？ 帰山さんからは。 

 

帰山 ：いや、たとえば去年とかも由良部さんと一緒の企画で踊ったりもあるし、普通(笑)、

普通に。なんだろ、ダンサーとしての同業者。 

 

長谷川：そのときも、あのときもですか？ その、一緒に甲谷さんところをやってたとき

も？ 

 

帰山 ：あ、そのときは仲間。うーん。 

 

長谷川：志賀さん、なんか誰に話聞いたのかな、「志賀さんがやっぱり大きな」、あ、伊藤

敦子さんだ、「志賀さんがやっぱり大きな、なんていうか、柱というか」、 

 

帰山 ：うんうん。そうですね。 

 

長谷川：なんかこう、「志賀さんがいれば大丈夫」みたいなかたちで思ってたっていうふう

な。それはなんか自分が甲谷さんの介助を離れるときにそう思ってたっていう話を

してたんですけど。帰山さんは？ 

 

帰山 ：いや、私は甲谷さんと関係があってから出会ってるから。 

 

長谷川：そういう志賀さんがあそこはまとめてたじゃないですか、そのシフトとかも。そう

いうのが、そういう役割があっても、やっぱり志賀さんは志賀さんっていうか、あ

んまり帰山さんとしては敦子さんみたいに、リーダーみたいには思ってなかったっ

てことですか？ 

 

帰山 ：いや、あの、ボスだなっていうの思ってたし、こう、うんうん、それには変わりが

ないけど。逆に今、そんな接点はないかな。うーん。 

 

長谷川：由良部さんは、 
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帰山 ：は、会うからね。やっぱり知り合いが多いし、ダンスの界隈では。うん。 

 

長谷川：一緒にやってるときは仲間なんですよね？ 

 

帰山 ：そうだね。うーん。 

 

長谷川：あ、そうか、そうですね。伊藤敦子さんからしたら長さが違いますもんね、甲谷さ

ん。 

 

帰山 ：うーん、でも私にとってはすべて過去かもしれない。もうほんと入り口っていうか。

うーん、入り口にすぎない。 

 

♯自分の生活がちゃんとしなかったら人のケアはできない 

 

長谷川：あのときのそのほんとに始まったというか、支援の会から始まって地域生活して、

みたいなところの中で、帰山さんが一番その、「ああ、これは課題だな」っていう

か、「難しかったな」って思うところっていうのは？ 

 

帰山 ：移行するときねえ。やっぱ自分自身にも生活があって仕事があってっていうことを

ちょっとおざなりにしすぎたかもしれないっていう、自分自身に対しての反省はあ

る。やっぱりここが、自分の生活がちゃんとしなかったら人のケアはできないし、

そこがやっぱり崩れたから、関係性もよくなくなった、甲谷さんとの、っていうの

がある。無理しすぎた。 

 

長谷川：でもそれは師匠っていう側面もあったからってことですか？ その無理しすぎるっ

ていうのは。 

 

帰山： でもマネジメントしなあかんね、自分のことを。うーん。 

 

長谷川：なんか、なんていうんだろう、なんかね、すごい、師匠、師匠とか言われるってす

ごい特別じゃないですか、その存在としては。 

 

帰山 ：うん、うん。それはたしかにそうだけど、いや、でも誰も助けてはくれないって思
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った。うん、厳しい。ほんと厳しい世界。うんうん。 

 

長谷川：でもそのときは走り続けて、そのときはそういうことは思ってないんですよね？ 

 

帰山 ：うん。でもそんなもんだって思うよ。私すっごい、なんか、なんか思い入れとか全

然ないなあ。うーん。今の仕事のほうがずっと重要。私にとっては仕事やから。 

 

長谷川：じゃああのときはほんとに入り口で、かつその、地域生活になったときに仕事にし

たというかなったときに、ちょっとその関係性が変わって。実際その仕事として見

たときに、関わったときに、ケアの難しさって感じましたか？ 甲谷さんのケアっ

ていうか、ＡＬＳのと言ってもいいのかもしれないけど。 

 

帰山 ：なんだろう。やっぱり自分のする介助を拒否される局面って、たぶんいろんなとこ

である、杉江さんときもあったけどね。もうそうなっちゃったら、もう、なんだろ

う、身を引くか、そこで自分の思ってることを言うか、やっぱなんかしなきゃいけ

ない。これはなんかＪＣＩＬの去年の研修のときに私も発表して、介助者の前で発

表してちょっと文章があるから、もしよかったら。うん、なんかそこを書いてるん

だけど、結局コミュニケーションの問題ってそこで。介助を拒否する局面ってとき

に、どういうふうにじゃあヘルパーはいってたらいいのかっていう、たぶん普遍的

な問題やと思うねんけど。なんかそのうちの一つなのかもしれないね、私が経験し

たのが。うーん。 

 

♯「なんでみんなの介護はオッケーで、私はだめなんだ？」 

 

長谷川：他の人たちいるじゃないですか。たとえば一緒にその時期いてた敦子さんだとか、

いろんな人のケアを見て、比べることとかってありました？ 

 

帰山 ：うん。「なんでみんなの介護はオッケーで、私はだめなんだ？」って思ってたよ。

で、私辞めたらみんなの、そっちで拒否が起こったよね、結局。うん。スケープゴ

ートじゃないけど、まあそういうもんなんだよ。 

 

長谷川：でもそのときはもう、やっぱり「なんで？」って思いました？ 
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帰山 ：うん、思った。 

 

長谷川：その、やっぱ他の人とケアを比べて、 

 

帰山 ：うん、そう。辞めることになるでしょ。うん。私はこれに関してはほんともう、言

うか、辞めるか。そんな長いことそんな状態続かない。続くわけがない。 

 

長谷川：言ったことはあるんですか？ 

 

帰山 ：ありますよ。罵声をとばして辞めましたよ。うん。「思い上がるな！」って言って、

どなって帰った。それでもう最後ね。 

 

長谷川：そうですか。 

 

帰山 ：うん、そんな世界だよ。うん、うん。厳しいよ。 

 

長谷川：甲谷さんは、それはでも仕事の、仕事としての、ヘルパーとしての気持ちで言った

んですか？ その、甲谷さんに対して。 

 

帰山 ：いや、人として。うん。 

 

長谷川：人として、そしてその、なんか今まで師匠だったっていうところも含み込んだ「人

として」っていうことですか？ 

 

帰山 ：うーん、でも、「ちょっと、それあなたあかんやろ」って思ったからね(笑)。「そ

れを言うたらあかんやろ」って思ったから、うん、言った。だめですよ、あんなこ

とは。 

 

♯ヘルパーに対して求めるものが違う 

 

長谷川：でもそれでもケアを、ケアって、介助っていう仕事をやめなかったのは、 

 

帰山 ：いや、仕事だからだよ。うん。 
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長谷川：仕事だからですか。そこになんか魅力じゃなくて、仕事だからってのがあったから

ですか？ 

 

帰山 ：うん。 

 

長谷川：だから杉江さんところも、 

 

帰山 ：も行くし、うん、全部おんなじようにやってきたと思うけど。 

 

長谷川：杉江さんは全然その関係性がまた違うじゃないですか。全然ね。そことのやっぱり

介助と、その甲谷さんとこの介助ってやっぱ違いましたか？ 

 

帰山 ：うん、違うね。全然違うし、やっぱり個別だよなと思うんだけど、同じＡＬＳでも。

うん。そう、あときみこさんとこも違うしね。 

 

長谷川：それはなんかこう、どうだったんだろう？って思うんですけど。何が違うと感じる

んですか？ 私は、関係性からすると全然違うから、その関係性が影響してるのか

なって思ったりもするけど。 

 

帰山 ：うん、うん。なんかこう、やっぱおも…、ヘルパーに対して求めるものが違うしね。

杉江さんがヘルパーに求めるもの、きみこさんが求めるもの、そういうの全然違う

から。うん。 

 

長谷川：甲谷さんとこから移ったときには、楽でした？ 杉江さんのケアって、 

 

帰山 ：いやー、なんか、 

 

長谷川：気持ちとしてというか。内容はそんなに楽じゃないと思いますけど、そんなに変わ

らないというか、個別性があるからそれほどね、比べるようなことができるものじ

ゃないと思うけど、気持ちとしてというか。 

 

帰山 ：杉江さんとこは、うんうんうん、なんかこう、まだやり取りという意味でのやり取
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りができてたから、それは介助として成立してたとは思うんだけど、甲谷さんの場

合はもうそれすら成立しなくなってたから。ただ杉江さんがあの、仮住まいのあの

家に来て、やっぱ難しい局面あったじゃない？ うん。やっぱそこはちょっと難し

かって辞めちゃったけどねえ。1年ぐらい行ってたけどね。やっぱり杉江さんにと

っても厳しい時期だったのかもしれなくて。 

 

♯「そりゃ人いなくなるよ」ってこと 

 

長谷川：それってあの、私いつも、その杉江さんところでもそうだったんだって思ってたん

ですけど、どうしてもその難しい局面ってほんとあるじゃないですか。離れてね、

離れててその現場にいなくて、もっと違う視点から見たら、杉江さんのことも擁護

できるだろうし、いろんな見方ができるとは思うんだけど、その渦にいたときって

実際問題は、ほんとにこう「帰れ」とか「無理」だとか拒否が来るじゃないですか。

ああいうときっていうのは、それで人が辞めてったり、人が代わったりすることっ

ていうのが、その、実際には、いや、そういうふうになっちゃうんだけども、それ

自体はどう思います？ そういうものなんだっていうふうに思いますか？  

 

帰山 ：そういう局面いっぱい接してきたけど(笑)、「そりゃ人いなくなるよ」ってことだ

よね。入れれるとこまではやるけどね。やるし、やったんだけど、結局しわ寄せが

残った人に来たりとか、まあ新たにどんどん投入するしかないんだよね。ほんとそ

れの繰り返しで。たとえば私まだ30代だったからできたけど、今無理だもんね。と

かそういう物理的な問題がやってくるんだよ(笑)。やりたくても、もうできない。

私もちょっと実は先月手術をしててね、病気をして。うーん、やっぱり体に来るな

あ、みたいな。だからやれる人がとにかく投入される世界なんだと思う。ほんと人

の力の仕事だしね。うーん。 

 

長谷川：人手不足っていうのは、ひしひしとＪＣＩＬでも感じますか？ 

 

帰山 ：ああ、今もあると思う。でもちょっとその自分の体の事情で、だいぶ今はセーブし

てるんだけど。ダンスもあるし。だから、まあ人ってそんな、もう消耗するやんか、

やっぱり。リカバリーもできなくなってくるし。うーん。もうそういう問題、トー

タルとしてそういう問題みたいなあるよね。うーん。でそんなに長く続けられるわ

けがないんだよ、やっぱそういった介助を拒否されるって局面はね。うーん。 
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長谷川：拒否されたときって、なんかどういう気持ちだったかなあ、私も、「帰れ」とかす

ごい言われて、拒否されてたときってね、 

 

帰山 ：困るよね。 

 

長谷川：なんかすごいわかる気もするんですよ。なんとなく、たとえば経験がなかったりと

かすると、すごく意固地じゃないですけど、なんかそこはやっぱり負けず嫌いなと

こが出てきて、「いや、やめるもんか」みたいなことを思ったりだとか、「帰るも

のか」って思ったりもするんだけど、実際それがずっと長引…、長くは続かないっ

ていうかな。そしたら今度はそれをあしらうようなふうに一時期なるというか、経

験がそうさせるっていうか、 

 

帰山 ：うんうんうん、いなしていくみたいにね 

 

長谷川：だけどそれもそれでずっと長く、相手があることだから長くは続かないというか、

ってのもあったしっていう、難しいですよね。でもそんなものかって言われると、

そんなもんだなって思うし(笑)。 

 

帰山 ：(笑) 全体としてその、やっぱ人手増やしてこう、してくしか、もうわからない。

個人個人はそれいろんな思いもするし、正直くたくたにもなったりするんだけど、

もう全体として、全体として、なんじゃない？ やっぱ。そこをもうコーディネー

トしてもらうしかない。最終的にいつもそこになってたな。もうだって個人ででき

ることは、もう限られるもん。うん。向こうがノーって言うんだから。 

 

♯そういう出会いにまかせてる 

 

長谷川：え、帰山さんはね、そのＪＣＩＬに介助の所属になったときには、それは何か意図

があってＪＣＩＬなんですか？ それともなんか、 

 

帰山 ：あ、そうそう、あの、甲谷さんのボランティア行ってたときに小泉さんと渡邉琢さ

ん来てくれて、そこで知り合って名刺もらって。「あ、ここだ」みたいな……そこ

で(笑)。うーん、名刺に電話したみたいな。 
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長谷川：別にココペリでやろうとは思わなかった？ 

 

帰山 ：ないない、絶対ない。 

 

長谷川：投入型ですもんね、ココペリね。 

 

帰山 ：うーん、「京都に引っ越してきたのに、なんでもう一度大阪に派遣するんだ？」っ

て、不信感のかたまりで。 

 

長谷川：ＪＣＩＬ、でもＪＣＩＬってまた、帰山さんどこでその、あ、ヘルパー2級ですも

んね。重訪受けてないとしたらヘルパー2級ですよね。ヘルパー2級の資格のその考

え方と、全然ＪＣＩＬの考え方と、またココペリの考え方全然違うじゃないですか。 

 

帰山 ：違う、違う、うんうん。 

 

長谷川：そこらへんはどうだったですか？ 

 

帰山 ：その大阪で高齢者の介護のを半年ぐらいやって、「もうあかん」って思った。「私

はこの世界は無理」って。うん。それ以外やってない。で資格は持ってるから、そ

の、ＪＣの利用者さんの中でもその、要は重訪じゃない枠での介助には私入れるし

さ、まあメリットはあると思うよ。だから別に資格を問わないじゃない？ ＪＣＩ

Ｌって。私も別に問わないから。新しく資格を取るわけでもないし。すべてそうい

ったところ、資格があって時間数があってみたいな、オーガナイズをする部分は私

はまったく知らないし、ノータッチだからさ。 

 

長谷川：でもＪＣＩＬの風土って言うんですかね、ああいう、「自己決定」とかがあるじゃ

ないですか？ 私一番覚えてるのが、あれは杉江さんの介助始めたぐらいかな、か

りん燈？ 琢さんの。琢さん、かりん燈の大会かなんかがあって、京都じゃない、

大阪かなんかどっかであったときに、かりん燈のその大会行ったんですよね。でそ

のとき、ちょうどさっき言ってたみたいな拒否問題のところで、杉江さんのね。で、

伊藤敦子さんも来てて。敦子さんもたぶん、帰山さんが抜けたぐらいのときだと思

うんですけど。 
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帰山 ：ああ、来てたね、うんうん。 

 

長谷川：もうなんかすごくその、さっきターゲット変わるっていうかね、そういうかたちで、

いろいろむらむらしてたところがあったと思うんですね。で、行ったときに、なん

かちょっと発言を会場でして、「ほんとに本人に対して、死ねばいいのになって思

うときもある」ぐらいの話をたぶんしたことあって。で、なんかＪＣの雰囲気って

すごくこう、私が、もう私は本で読んだから、そういうね、自立生活運動とか読ん

でて、介助ってあまりわからなかったんですよね、資格を取って入ったわけじゃな

いから。で今思えばその資格も、川口さんが京都に来て、甲谷さんのところでやっ

た資格を取って。そんときの資格の内容が、今みたいに体系立ってなくて。小泉さ

ん、それこそＪＣＩＬの小泉さんとココペリの長見さんとでなんか対談みたいなの

をやって、「障害者運動とは何か」みたいなのを聞いてやった、みたいなことだっ

たんですね。でもココペリはココペリでなんかやっぱ投入型だから、とにかくって

いう、本人がどう出ようが入れるっていう。だけどあの時代のＪＣってやっぱ本人

が重要だっていうのはすごい言われていて。だからすごく、なんとなく肌が違うな

って思ってたんですよね。そこに身を置く介助者ってどうなんだろう？って思って

たんですよ。すごくでも、表面的に見えるＪＣに付き合うような介助者って、やっ

ぱりこう本人第一っていうかね、けっこうＪＣの理念みたいなもの持ってるから、

あそこに入ったらどんなんなるんだろなって思ってたんですけど。帰山さんそこに

こう入って、ＡＬＳの経験を持ちながら入って、どうでしたか？ 

 

帰山 ：なんかこう2年前まで、そう山田さん、きみこさんの介助がメインで、私はもうそ

う、ほぼほぼ、やっぱりきみこさんの介助者としてやってたから、ＪＣのコアの、

うーん、介助っていうのはあんまり経験が実はない。小泉さんが私を雇ったのも、

やっぱりＡＬＳの介助のためにっていう部分あったと思う。だから私はＪＣの介助

者としてはあんまり本体の、今でこそこの1年ぐらい行ってるけど、足すら運ばな

い人であったし。ＪＣ自体の母体がさ、どんどん大きくなってってるから、そのう

ちの一部分でしか私は知らない。 

 

長谷川：あんまりその、じゃあなんか風土的なものを受けてないってことですね。 

 

帰山 ：そうやね。やっぱ接点があるとして、やっぱ小泉さんとの接点でここまで来てるし。
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合わない部分もちろんあるんだけど、理念の部分でね、でも私ほんとにきみこさん

の介護で終わって。もう1件はあそこのアメリカ人の脊損の方の介助を、 

 

長谷川：あー、フィアーナさん。 

 

帰山 ：そう、フィアーナさんとこの。そこがほぼほぼ私のメインの。で、コロナの関係で

1年前からあの、退いてるんだけど、まあ個人的には接点もあるしね。で、そうそ

う、この1年かな、ＪＣの古いメンバーのとこに今2件行ってるけど、彼女たちはほ

んとにゆるくて(笑)。またＪＣＩＬのそういった理念にどうのこうのって人じゃな

いんだよ、たまたまね。私が選んでるわけじゃないけど。だからそういう出会いに

まかせてるけど。ＪＣだからどうっていうのは、実は私は感じてなくて。 

 

♯私が意識せずにも、もう組み込まれてる 

 

長谷川：で、それがあるから、一定のことというかは乗り越えるというか、やらざるをえな

いというか、やるんだっていう、 

 

帰山 ：うん、そこは引き受けるっていう、自分のこととして。 

そうなんだよね。だからそれはそれでもう受け止めつつ、じゃあ自分としての仕事

っての考えさせられた。うん。だって一生やるわけでも、できないかもしれない。

私も実際こう40代になって病気をして、思うようにできないっていう経験をして、

私は私の仕事としてこれ考えなあかんのちゃうか？ってきっかけの一つにはなって

る。うんうん。なんかそれをネガティブに受け止める、じゃなくてね。 

 

長谷川：そういう感情っていうか考えというかっていうのは、表現するときとかにも影響す

るんですか？ 私、なんか…、それがなんで知りたかったかっていうと、単純な興

味関心なんですけど、由良部さんと話をした時に、由良部さん体についてやっぱり

知りたいっていうか、そういう欲があるじゃないですか。一つの、甲谷さんってい

うものを見たときに、その、体としてどうなっていくのかっていうかな、それを甲

谷さんの体でじゃあ自分が表現するというか、そこにつなげてたから。そういうの

ってあるのかなあ？と思って。 

 

帰山 ：私、甲谷さんにそこは今ないけど。うーん。 
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長谷川：たとえばそういう労働観っていう話も。 

 

帰山 ：仕事、ね、その介助の部分がダンスに直結していくとか、 

 

長谷川：そうそう。 

 

帰山 ：うん、それは体は一個だからね、もうたぶん私が意識しないでも混じると思う。そ

こはもう私がやってることだから、この身体で。そこは私が意識せずにも、もう組

み込まれてるとは思うよ。なんかあまりそこは、なんだろ、私の意識のうえでは、

そこをピックアップして表出するっていうことはあんま考えてない、たぶん。一回

そういうのモチーフにしてシーンを作ったことはあるけどね。でも、そういう、な

んだろ、ピックアップしてそこを抽出してって感じのことはしてないし、由良部さ

んのように、目の前にいるその甲谷さんなりの身体を、自分の身体を通過させてっ

ていう発想はあんまりないかな。うーん。 

 

♯介助自体の難しさっていうのはある 

 

長谷川：介助者が仕事で、誰であれ同じじゃないですか、その、仕事としてはね。中での難

しさっていうのは、さほどないですか？ じゃあその差っていうか。たとえばＡＬ

Ｓの介助はここで難しい、だけどこういう、脳性まひとはこういうとこが違うとか

って。物理的なことはたぶんあるとは思うけれども。 

 

帰山 ：ああ、でもやっぱ重なり合う部分はあるけどね。うん。程度の差はあれ。 

 

長谷川：それはＡＬＳの介助の難しさっていうものなのか、それとも介助自体の難しさって

いう？ 

 

帰山 ：うん、介助自体の難しさっていうのはあると思う。やっぱり程度の差はあれ、拒否

っていう問題はあると言えばあるからね。すべてオーライなわけじゃないわけだか

らね。あくまでも相手のリクエストに応えるのは基本だと思ってるから。うーん。

100パーセント一致するってことは絶対ないわけだから。 
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長谷川：今、関わってるケアをする人で、自分のやってほしいことというかリクエストみた

いなものをきちっと言える人たちが多いですか？ 

 

帰山 ：あ、一人はかなり細かく言わはる。やっぱ時間をかけて、そこは。 

 

長谷川：なんとなく今まで、ＡＬＳのケアを考えたときに、ＡＬＳって進行していくから、

ケアのかたちはたとえば決まったとしても、それは変わっていくというか、じゃな

いですか。そうするとその本人も別に、してほしいことっていうのが具体的に言え

ない部分が出てくる人たちがあると思うんですけど。そういうその難しさみたいな

のって、やっぱりちょっと特殊ですか？ 

 

帰山 ：そう、ＡＬＳはそこが特殊で、進行によって変えざるをえない、お互いが、部分が

大きいでしょう。だから誰が入ってもいいっていう状況になくならないじゃない？ 

進行の途中で新しい人投入されるってすごくお互いにとって難しいから、ＡＬＳの

難しさの一つだとは思う。今の、 

 

長谷川：きみこさんのときは？ 

 

帰山 ：うん、やっぱあったよ。最後の方はね、難しかった。だから人数が減ってったわけ

なんだけど。その進行の度合いに合わせてヘルパーがついていくことによって、Ａ

ＬＳの介助者のクオリティが保たれる。でも途中から投入されると、ついていけな

いわけだよね。難易度が高い。難易度Ａから始めてるのに、いきなりＣとか、Ｅと

かなるわけだから。難しいね。相手の要求、リクエストの数も増えてってるし、質

も求めるしね。脳性まひだったら、たぶん生まれた頃からこういうことになってて、

身体のその、もうデフォルトの状態ってのがあって、それが70年間、基本的な身体

の構造は変わってませんみたいなことなわけよね。そうすると別に、別にじゃない

けど、ＡＬＳと比べれば、まあ途中から投入されてもなんとか対応できるし、介助

を受ける人もまあプロなようなもんだから、介助を受ける歴70年とかなわけだから。

でもＡＬＳだと、たかだか3年、5年、10年でしょ。まったくちょっと土台が違うっ

ていう感じするけど。 

 

♯そういった関係は私は望まない 
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長谷川：なんかその今、たとえば甲谷さんとのケアのことを振り返って、そういう側面とい

うか、甲谷さん自身がその体の変化だったり、なものについていけなかったからと

か、そういうふうな、その態度が変わったことも含めて、そういうふうな、なんか

こう見方ってします？ できます？ 

 

帰山 ：うん？ うん？ 何、何？ えーと、 

 

長谷川：帰山さんとだからああなったっていう話だけではなくって、ＡＬＳっていうその、

進行していって、甲谷さんも40代後半というか50代ぐらいになって、そのとき初め

てなるわけじゃないですか、障害というか病というか。その中で混乱していって、

だけどもなんかわからないまま進んでいって、求められることはでも求められてき

て、何をしてほしいのかもわからないっていう状態が実は自分にもあって。それが

うまいこと表出できないままみたいなところが、そういうスケープゴートみたいな

なってるようなところが出てきて。杉江さんに対しても、そういうことがあったの

かなあと思ったりもしたんですけど。そういうふうな見方って、今できます？ い

ろんな人たちと関わって。 

 

帰山 ：うんうん、甲谷さんの場合はもちろんそういった要素は多分にあると思うけど、プ

ラスアルファでやっぱり「お前ならわかるはずなのに、なぜだ」みたいな、いきな

りこう、なっちゃったのはあるだろうねえ。うーん。 

 

長谷川：でもそれは裏を返せば、それぐらいの信頼度があるってことですよね？ たぶん。 

 

帰山 ：ああ、でもやっぱその関係性がいびつだなとは思うけど、今から振り返ればね。い

びつですよ、それは。そういった関係は私は望まないし、向こうも、うーん、それ

は違うということになるんじゃないかなあ。関係性として、そりゃあちょっといび

つすぎるやろうっていう。ほんとよくわかんなかったけどね、その渦中にいる時は。

「はてな」みたいな、「はてな」。今から思うと、やっぱそこじゃないかなあ。こ

れは私の憶測かもしれないけど。うん。 

 

長谷川：なんかある意味で、なんていうか、違った依存っていうか、そんな感じですね。 

 

帰山 ：うんうん、そうそう。私も依存してたと思うし。うん。甲谷さんから得たいもの、
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教わりたいことってのあったわけだから。もう今はないけど、私は私でやるからい

いんだけど。 

 

長谷川：そういうふうにぱーんと今、なんかいろんなことを、「私は私で」とか、いろいろ

こう、帰山さんの話聞いてすごい思ったのは、ぶれないなあと思って。すぐ、すぐ

私なんかは、あ、「私なんかは」ってあのときぐらい、知らないのもあったけども、

やっぱり障害者運動とか、そういうのを聞いてても、「あ、そうなんだ」と。どこ

行っても「健常者」で批判されたし、私も。ＪＣの人たち、当事者に言われるとい

うよりかは、そこの、そこにいる健常者、どっちかと言えば当事者に近い人たち、

支援者に、「え、あんた今の発言」とか、「上から目線だよ」とか、なんかよく言

われたんです、ほんとに、「健常者だから」とか言われたことがあって。それって

でも、私考えたら、今、今の今までというかその時期までも含めて、健常でしかい

なくって。 

 

帰山 ：ねえ(笑)。 

 

長谷川：そういう世界で来たわけで、だからそういうふうなところで、すっと、だから逆に、

受け入れられない場面もあるんだけど、でもなんか自分に対して、そういうふうに、

「あ、そういうことがあるんだ」っていうふうな、なんていうかな、自分を責める

と言うか。私今まで普通にこうしてたんだけど、「あ、こうなんだ」みたいなふう

に、すぐそっち側寄りに行きそうな、障害者の言ってることに行きそうな場面がめ

っちゃあって。もうすごく、むしろ受け入れちゃうっていうかね、そういう意味で

は。 

 

♯ちょっと違うんだよね、っていうのは私はわかるけど 

 

帰山 ：具体的に、たとえばどういう指摘だったりしたのかな？ 

 

長谷川：たとえばですね、ああ、差別をずっとしてないと思って…、「してる」だなんて思

って生きてないじゃないですか。で、私の幼稚園って小さいときに、ほんといろん

な人が来てたんですよ、教会だったから。クリスチャンではないんですけど、教会、

キリスト教の幼稚園だったから。日曜日にお昼みんなでうどん食べるんですけど、

そこには足が悪い人もいたし、知的の子もいたし、ダウンの人もいたし、いろんな
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人が来てたんですよ。その幼稚園で、そんないろんな人がいたもんだから、こう大

人になってもそういう人たちに対してあんまり何も思わなかったんですよね。いる

っていうのは普通だったし。だからそういうことを逆になんか知ってたというか、

あんまり気にせずに生きてきたんだけど。それが実は、それを私は「同じだ」って

思ってたんですよ。「あなたも私も同じだ」っていうか、「みんな同じだよね」っ

て思うんだけど、それが実は「みんな同じだよね」ってのが逆に差別になってるっ

ていうことに、すごく言われたことがあって。配慮の問題だとか。特に合理的配慮

なんて言葉が出てきて、そのね、差別解消法のあのあたりの前後っていうかな、私

は同じように扱う、扱うっていうか、「同じ人間でしょ」みたいなところが思って。

差別なく、差別って言葉あんまり、そこもなんか落ちてなかったけど、付き合って

るつもりが、一つ一つの言動っていうのが実は同じじゃないっていうところで、す

ごく言われたりとか。「上から目線だ」って言われたことがあって。 

 

帰山 ：ああ。それ、でも上からか？ (笑) えー。 

 

長谷川：すっごい言われた。だから杉江さんに対してだって、私が、何の話か忘れたけど、

杉江さんに対する私の態度がすごく上から目線だっていうのを、ＪＣの人から言わ

れたんですよ。 

 

帰山 ：えー？ 

 

長谷川：ＪＣの介助者からね。だからそういう、そんときにやっぱり、そんときの時代もあ

ったんでしょうけど、まだまだなんか今みたいに開けてなくて、医療とかそういう

の全然開けてなくて。だからＪＣの介助者たちも、何こう、もうちょっと、たとえ

ば、あのときなんか私杉江さんに対して不満すごい持ってたから、特に学生さんだ

ったし、私も学生の立場だったし、別にアイデンティティのある介助者じゃないん

ですよ。だから「何あのおっさん」みたいな、それこそ関係性だけど、もうその病

院からずっと通って、全然そういう介助っていうので入ってない時から杉江さんと

ころに通って、作ってきた関係の中の延長線上だったから。だから杉江さんの悪口

も学生と集まっては、「いや、こないだこういうこと言われて。ちょっとなあ」み

たいな話をすると、なんかちょっとＪＣの介助者としてはそういう、本人がいない

とこでそういう話をするっていう、私たちはどういうふうにたとえばそれを解決し

たらいいか、だとか、そういうような思いでしゃべってはいるんですよ。いるんだ
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けど、でもそれがＪＣの介助者からしたら実は違うっていう、そうしたらだめだっ

ていう。 

 

帰山 ：そこは厳しいね、ＪＣＩＬは。うんうん。 

 

長谷川：言われて、ああって思った。そんな時期が。 

 

帰山 ：そこはでも唯ちゃんの立場としては、ちょっと違うんだよね、っていうのは私はわ

かるけど。ただ本人のいないところでこう本人のことを話すってことに関して言う

と、それをきっかけに介助体制も崩れる可能性もあるからっていうのはあるんだと

思うんだよね。お互いにそれがデメリットであるっていう経験がたぶんあって。そ

う、それもあるとは思うんだけど。それにプライベートのこと話されたくない人と、

むしろ「しゃべってくれ」、山田さんとこなんかそうだけど、個人差もある。山田

さんとこなんかもう、「どんどん言ってください」みたいな、うん。「そうするこ

とによって問題共有できるから」みたいな人もいる。でも、うん、個人差もあるし

ね。だから「ＪＣの見方」ってことでいいとは思うんだよね。そっから参考にでき

ることはあるし。それがＪＣ的には上から目線っていうのはわかるんだけどね。う

ーん。 

 

長谷川：ＪＣがそういう考えをしてたかどうかはさておき、そこの介助者はねっていう、 

 

帰山 ：まあそこはね、けっこう厳しいと思う。うん、うん。 

 

♯介助者がどう思ってるかっていうことを話す場所なんてなかったから 

 

長谷川：なんかそう思ってました、そのときは。でもいろいろとなんか最近の、小泉さん、

小泉さんもだから私丸くなったなあとかってすごい思ったりもして、思ったりもす

るんだけど。なんかね、ＪＣじたいがなんかすごく丸くなったなあっていう。 

 

帰山 ：変化してる。だいぶ、だいぶ変わってるんじゃないでしょうか。 

 

長谷川：それは中に、中にというか、そこに所属してからもそう思いましたか？ 「変わっ

てるなあ」って。 
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帰山 ：それもさっき言ったように、関わるさ、分野がさ、ちょっとコアから外れてるから

さ、実感としてはないんだけど。その、私、あ、そう、ちょっと文章で送っておく

ね。 

 

長谷川：送ってください。 

 

帰山 ：ちょっと小泉さんにそれこそちょっと許可を取るけれども。その、私がまあ杉江さ

んに「帰れ、帰れ」って言われてこっちもぶちぎれるとかね、そういったことをＪ

ＣＩＬの介助者に対して「こういうことを私は思ってた」みたいな発表をできるこ

と自体がやっぱ変化だと思った。うん。介助者に向けて介助者が何かを言うってこ

と自体が、ＪＣＩＬの理念っていうか、これまでのあり方からするとなかったこと

だからね。それが、しようと思ったのはＪＣにもきっかけがあるんだけど、だいぶ

変わったんじゃないかと。画期的なこと。うん。で、介助者がどう思ってるかって

いうことを話す場所なんてなかったから。うん。 

 

長谷川：そうですよね、たしかに。 

 

帰山 ：うん。それこそ個人の生活にまつわるプライベートなことを話さざるをえない局面

っていうのが、ぎりぎりでも出てくるわけで、まあそこを注意しながらなんだけど。

特にそこは厳しいところだから、今でもね、ＪＣＩＬはね。うんうん。 

 

長谷川：たしかに。だってまだ増田さんとか全然雰囲気が違うもんね。ほんとに違うよね、

きっと。 

 

ユ  ：今聞きながら、感じてました。 

 

♯じゃないとまわんなかったね、きっとね 

 

長谷川：甲谷さんとことも違うでしょ、杉江さんとことも。何が違うんだろね。 

 

ユ  ：なんか増田さんの場合は、やっぱり奥さんが少しサポートをしてくれるじゃないで

すか。パーソナルがあっても、その間にまた奥さんがなんか調整する役割があるか
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ら、やっぱりＪＣＩＬのやり方はちょっと違う感じが私は思っていますね。私がヘ

ルパーとして入っている立場だと。 

 

帰山 ：そうそうそう、うんうんうん。 

 

ユ  ：あと甲谷さんはもともと知り合いから始まった、縁で、だからみんな個人なりに違

うかたちでやってるのかな、と今、聞きながら感じています。 

 

帰山 ：そうですね。うんうん。 

 

長谷川：コーディネーターが違えば全然違うような気もしますしね。 

 

帰山 ：それもあると思います。コーディネーターのね、あり方。 

 

長谷川：志賀さんはだって、基本的には甲谷さんに興味を持つかどうかってところ、その介

助者に応募してきた人たちがというか、そこが一番という。 

 

帰山 ：ああ、うんうん。 

 

ユ  ：杉江さんは？ 

 

長谷川：杉江さんは、だから難しい時期があって、そこからは投入型になってったんですよ

ね。 

 

帰山 ：そうそう。じゃないとまわんなかったね、きっとね。 

 

長谷川：だから本人が嫌とか、合うとか、興味があるとかそんなんではなくて。もともとは

もちろん、そのときはやっぱり甲谷さんしかいなかったから、私たちの目の前に具

体的にね。で、甲谷さんところはもう、やっぱ私たちから見たら、すごくもう、す

ごいいいチームワークとして見えてるわけですよ、こう結束した、すごく。本人も

安心してるし、知ってる人たちがたくさんいて、その人たちが自分を支えてくれて

るんだっていうのは、すごくいいこと、 
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ユ  ：家族がいなくても。 

 

長谷川：そうそうそうそう。だってもう、しかもそのときはもう、そのときのパーソナルの

意味が、みんな甲谷さんしか入らないって私は思ってたんですよ。だからみんなそ

こに入ってる介助者の人たちが、帰山さんにしろ他の人にしろ、甲谷さん専属って

いうようなことをすごい言ってたんですよね、前。 

 

帰山 ：そうだった。最初はそうだったね。うんうん。 

 

♯実際の介助内容にまで影響が出てくるとやばい 

 

長谷川：だから、ＡＬＳのケアってすごく特殊なんだけれども、その本人のケアに合わせた

ものができるんですよね。だからそれには事業所型みたいな派遣じゃなくて、本人

のことよく知ってる人たちがいるからできるっていうのが、一番はじめのその甲谷

さんができてたときにすごく思ったし、そう言われてた。で、私たちもそれを杉江

さんのときは目指そうとした。だけど実際蓋を開けると、濃い関係ができるのは濃

い関係ができるんだけれども、その関係っていうのは一方で、ね、依存関係ももち

ろんそうだけど、すごくしんどくなる関係でもあって、 

 

帰山 ：そう、そうなんだよね。 

 

長谷川：そこにまたそのＡＬＳの難しさって言っていいのかわかんないんだけど、ＡＬＳの、

進行していくとかいろんなことがあると、どうしても攻撃みたいなふうにとらえて

しまう、介助者との関係とかそうなったりとかすると、そこで破綻する危険性があ

るんですよね。よく知ってて、中心だったから、中心になるようなぐらいのレベル

の人たちだからこそ、1人欠けたり2人欠けたりすると、すごくもたなくなるし、だ

めになったときってのは本当にだめにしかならないっていうのかな。なんていうか

帰山さんみたいな、たとえば今の帰山さんが思ってるような「これは仕事だから」、

そう、「言われるまで」とか、「仕事だから」っていう感覚が、どんどん違うよう

な感覚ですかね？ ああいうのってね。もちろんあるんだよ、その「仕事だから」

って、もちろんあったとしても、でもそれとはまた違う、なんかほんとに「その人

のために」ってところがすごく強くなっていくって、それがなんかお互いに良くは

たらく場面もあるけれども、それがほんとに良くなくなると、良くなくなる。 
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帰山 ：そうやね。 

 

長谷川：続けられへんっていうのは。 

 

帰山 ：そう、実際の介助内容にまで影響が出てくるとやばいね。 

 

長谷川：そう。またなんかそのね、なんていうかね、その「あの人のほうがいい」とか、な

んかこう、やっぱりたぶん、今の前川さん見てても、前川さんも出てくると思うけ

ど、介助者ってみんなが同じレベルじゃないから、やっぱり。そうするとやっぱり

ね、「ケアを受け入れる、受け入れない問題」とかって。で、本人がたとえばね、

難しいその、言葉でのコミュニケーションが難しい人であればあるほど、「あの人

に教わって」とか「あの人を見て」とかなるとすっごい難しいっていうか、介助の

中でも差が出てくるというか。そういうところが一つ一つ響いてきたりとかするの

かなあと思ったりもしました。そしたらその、「結束力だけでいこう」みたいなも

のがけっこう難しくなって、全然知らない事業所でも何でもぱっぱっぱっぱっ入っ

て、とにかく投入して、やめても投入してっていうやり方にならざるをえないとこ

ろが実はあったり出てきたりもするなって。何がいいかはわからないけど、なんか

そういうのがあるな。 

 

帰山 ：きちんとそれが、個人が、まあ増田さんみたいにマネージメントできる人ならいい

んだけどね。でも必ずしもそうじゃないから。周りの人がそこやらないといけない

となると、難しい。 

 

長谷川：それ、そういう場面を、帰山さんもたくさんというか、経験してるでしょ？ 

 

帰山 ：そうやね。 

 

♯なんとなくは続けてこれてるかな、やめようとも思わずに 

 

長谷川：でもそれでも、そこはやっぱり嫌にならないっていう、介助は「仕事だから」って

いうとこですか？ 介助をやめようとかいうのはないとか。 
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帰山 ：なんかこう、ちょっとさっきの話とだぶるけど、もう40も半ばになるとできること

とできないことが出てきて。うーん。それに私の場合はもう身体のレベルで。うー

ん。だからもう今は、たとえば夜勤は週一だけとか、しかもまあ仮眠が取れるとか、

そういう制約が出てきて、そういうところかな。うーん。やりたくてももうできな

いという。 

 

長谷川：今までにやめたいとは思ったことはないんですか？ 

 

帰山 ：あー。一回あるけど。ないなあ、特には。一回あるけどね。 

 

長谷川：一回あるのは、それ過酷な場面でってこと？ それとも別にな感じな、 

 

帰山 ：うーん、そう、それやっぱりちょっと難しい局面があって、あんまりもう意義を見

出せないみたいな感じにもなったりもしたけど。まあでもなんとなくは続けてこれ

てるかな、やめようとも思わずに。うーん。なんとなくだけど(笑)。うんうん。 

 

長谷川：でもすごいなんかかっこいいなと思っちゃった、いろいろと。 

 

帰山 ：そんなことない、もう。 

 

長谷川：帰山さんにとっての経験、経験っていうか、そのときはすごくしんどい思いはあっ

ただろうけど、でもすごいかっこいいなと思いました、一つひとつ。 

 

帰山 ：そんなことはないよ、もう(笑)。「とりあえず生活しなきゃいけないんだよ！」っ

ていう、みたいなのもあるよ(笑)。それで食べてるから。うーん。 

 

長谷川：でも絶対あれですね、曲げないっていうか。そういうふうに芯持てるってすごいで

すね。 

 

帰山 ：でもこれが、でも嫌な人もいるよ。 

 

♯ほんの一部分しか担うことしかできない 
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長谷川：いやいや。だって私甲谷さん、私ね、伊藤敦子さんが、私介助っていうか杉江さん

に入ったときというか、それもあんまり介助っていう、介助者っていうものがすご

く認識として全然低かったと思うんだけど、それでもなんかやっぱり杉江さんとの

関係って、病院にいたときから変わるじゃないですか。 

 

帰山 ：うん、変わるよね、やっぱね。 

 

長谷川：シフトがちゃんとできて、そこに入って、やることがちゃんとあって、他の人と協

働してかなきゃいけないってなったときに、そしたらなんか途端に杉江さんに対し

てなんか距離ができたっていうか、なんとなくね。そしたらなんか、なぜか、今ま

でだったら冗談とかでも何でも、なんか怒ってもそうだし、「なんでこんなこと思

うの」とかって素直に言えてたことが、なんか「怒っちゃだめ」みたいな。 

 

帰山 ：そうそうそう。 

 

長谷川：利用者にこんな…、確実に「おかしい」って私は思ってるんだけれども、それを言

うこと自体がはばかられるというか、そういう、 

 

帰山 ：うんうん、になっちゃうんだよね。 

 

長谷川：なっちゃった時期があって。そんときに、甲谷さんとこにたまたまスイッチ研で、

甲谷さんのなんかこうね、支援に行ったことがあって。そしたら甲谷さんは行くた

びに、私たちが行くと、その日約束してるんだけど、全然違うことを言うんですよ。  

 

帰山 ：ほー。 

 

長谷川：なんか私たち来てるのって、スイッチのじゃあ今日はどういうことができるかとか、

そういうその甲谷さんがしたいことだとか、甲谷さんの動く部位を確認しに行った

りとかをしに行って、その日程とかを合わして行ってるのに。行ったら全然その話

題じゃなくて違う。あのときは甲谷さんとは直接私たちは文字盤を取ることがなく

て、やっぱり間に介助者が入ってたんだけども、「スイッチ研のみんなが来ました

よ、今からこれやりますよ」、「甲谷さん今日はどうですか？」みたいなこと言う

と、普通だったら、普通の会話だったら、「あ、じゃあ今日ここが動きそうかどう
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だか見て」とかスイッチに関わるというか、私たちに関わる事象の言葉が来ると思

うじゃない？ だけどそうじゃなくて、なんか「あずきがたべたい」とかなんかそ

ういう、すごいもうほんとにまったくもって違うね。そういうことがあったんです

よ、何回もそれが。別にあずき以外にもあったんだけどもね。そしたら、伊藤敦子

さんが甲谷さんに対して、「自分のことなのにちゃんと取り組まないってどうする

んだ」って怒ったんですよ、そのときに。それを見て私、「ああ、介助者って怒っ

ていいんだ」ってすごい思ったことがあって。なんか帰山さんが甲谷さんにキレて

言うこととかって、すごくなんか新鮮っていうか、かっこいいなって思う。なんか

その、今は帰山さんは介助って「仕事だ」って言うけど、なんとなくやっぱり介助

ってどうしても人間関係の部分って外せないって思ってて。特に学生さんとかを見

たときに、いいなって思うのが、増田さんとかでもそうなんですけど、介助者とか

仕事とかっていうその確固たるアイデンティティを持ってないから、すっごいフラ

ンクなとこがあったりとか、許されるところがあって。でもそれがすごくなんか日

常のゆるさっていうのを生み出してるような気がして。張り詰めたその空間だけじ

ゃなくて、なんかこう、介助って本人からしたら日常生活のやっぱり一部だから、

その日常生活の部分を仕事として捉えるんじゃなくて、なんかこう「お互い興味あ

って一緒にいるんです」みたいな、そんなふわっとしたようなところがまだ出てる

ような気がして、それもなんかいいなって思うとこがあるんですよ。なんかそうい

うその人間関係的なところがその甲谷さんとの、わーって言ったっていうのがなん

か、私にはなんかそう思えて、なんかすごいかっこいいなって思いました。 

 

帰山 ：まあでもさ、もうできればさ、そういった局面はもうさ、避けたいというか、生き

てるうえでもう「ほんまに要らんわ」って思うけどね(笑)。 

 

長谷川：それはたぶん置き換えたら、介助なんて間は挟まなくても、きっと起こりえたのか

もしれないけど、その関係ではね。 

 

帰山 ：あー、あるかもしれないね。ただやっぱ介助者は歯車の一つっていう感じはあるか

なあ。うーん。ほんとチームで、シフトワークだからさ。うんうん。そう、そこで

の意識っていうのは今バリバリあるかもしれない。うーん。すべて私の、とその関

係性の中で完結はできない。ほんの一部分しか担うことしかできないからね、介助

ってことに関して言うと。うーん、なんか無理もやっぱできない、じゃないかなあ。

うーん。しないほうがいいこともあるし。うーん。 
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長谷川：すごいそれはそれで合理的ですね、でも。 

 

帰山 ：じゃないとお互いがやっぱもたないんじゃないかなあ、と思うけど。 

 

長谷川：そういうのが今わかってきたってこと？ 

 

帰山 ：あ、その、やる中で、仕事する中で。うん。 

 

長谷川：いや、でも、そう言われたらそうだな、と思います。歯車だって言われたら、そう

だなと思います。なんかそれがね、なんていうの、主体が絶対本人にあるってみん

な言うじゃないですか。 

 

帰山 ：うん、うん。それはそうだと思うんだけどね。 

 

長谷川：その裏側で……、なんかそしたら今まで介助者って、すごいその、ＪＣの中でもそ

うだろうけど、障害者の前には出ないっていうかね、っていうとこがあるじゃない

ですか。なんかそれが、 

 

帰山 ：うんうん。それはそうね。 

 

長谷川：それがなんか歯車の一つだって思うと、そうなんだなっていうか。 

 

帰山 ：うんうんうんうん。そうそう。うーん。 

 

長谷川：ふーん。そうですね。ありがとうございました。 

 

帰山 ：ありがとうございました(笑)。 

 

♯いろんなことあったんだねえ(笑) 

 

長谷川：すっごい楽しい話をうかがいました。 
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帰山 ：大丈夫かな、これで。 

 

長谷川：(笑) 

 

ユ  ：私、同じ時期に同じところで、でもみんななんか考え方とかが違うんだなと思って。

責任感とかも違うし、感じることも違うし、 

 

帰山 ：そうね、きっと。 

 

ユ  ：うん。と思いますね。インタビューをどんどんしてくると(笑)。 

 

長谷川：で、私もあのときはほんとにそんなふうには全然見えてなかった。 

 

帰山 ：あー、そっかあ。 

 

長谷川：だって、あ、帰山さん覚えてるかわからないけど、私一番初めてバスの乗り方とか

外出を教えてもらったのって帰山さんなんですよ。 

 

帰山 ：ふーん、そうだったんだ(笑)。 

 

長谷川：杉江さんが、梁山会のところのリハがもうあんまり好きじゃないっていうので、な

んかココペリもそのときすごく「杉江さんが動けるうちにいろんなとこ行こう」み

たいなところがなんかあって、もう梁山会から、朝は梁山会だけど昼からはいろん

なところに外出してたんですよね。そのときに私初めての外出で、ちょうど重訪取

って次の日ぐらいだったと思うんですけど、そのときに帰山さん一緒で、 

 

帰山 ：えー。 

 

長谷川：バスの乗り方と車いすの押し方とかすごい教えてくれたんだけど、その時の帰山さ

んの杉江さんへの接し方ってのがすごく丁寧で。でもその丁寧さって、甲谷さんと

こでもそういう丁寧さを見てたから、すごくもうできる人だとずっと思ってたんで

すよ。まさかそんな師弟関係とか知らなかったし、なんかそりゃ甲谷さんとこに入

ってるから、ダンサーではあるんだろうなとか、そういうのはわかってたけど思っ
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てたけども、すっごいケアが細やかだったから。確認もするし、「こうですか、あ

あですか」って、それがすごい穏やかだったし。なんかＡＬＳの人って難しい…、

やっぱ文字盤とか読めなかったらわーってなって、こっちも焦るじゃない。でも帰

山さんは一緒のときになかったから、そういう場面を、だからずーっと一緒に入っ

てるわけじゃないから見てないし。とにかくいいとこしか見てないっていうか、で

きるとこしか見てなかったんですよ。しかも教えてもらってるから。そんなあんな

ときにいろんなことが起こったなんて、誰も想像してなかったです。 

 

帰山 ：ああ、そうか。ねえ。いろんなことあったんだねえ(笑)。 

 

ユ  ：一緒に働く期間はどれぐらいでしたか？ 

 

長谷川：働く、一緒に、帰山さんと働いたことはないと思います。ないというか、それぞれ

のところで、でも介助者ではたぶんあったと思うんだけど、でも全然そんな考え方

がほんとにできてなかったから。だからあの、帰山さんが立命出身だったおかげで 

 

帰山 ：そうそう、そうだった。 

 

ユ  ：メールで、 

 

帰山 ：うんうん。だいぶ前だけどね(笑)。 

 

長谷川：うん。なんかこう、なんていうか、 

 

ユ  ：立命でも、 

 

長谷川：うん。で、私はその介助者っていうそのことで見たらすごい人だなと思ったけど、

でもやっぱりその前にすごくダンサーだっていうイメージがめちゃくちゃあって。

特に甲谷さんところなんか、なんていうかな、みんな介助者っていうよりかは、介

助で入っているっていうより、介助者として入っているっていうよりかは、なんか

ダンサーでつながり、支援者でって、なんかそういう延長線上で入ってるってイメ

ージだから、 

 



322 

 

帰山 ：もともとはね、うんうん。 

 

長谷川：だから、みんなそれぞれの活動をしてるイメージのほうが強かったんですよ。帰山

さんが新体道してるのも、草本さんか何かのパーティーか何かで新体道を見たのか

な。 

 

帰山 ：ああ、なんかあったな。うんうん。あ、ちょっとトイレ行ってきますね。そうそう、

あったな。それがやっぱり、新体道が一番のベースにあったんやね。うーん。って

感じ。うん。 

 

長谷川：だからかっこいいイメージしかないんですよ。でも素敵な人だよね。かっこいいね。

なんか振り返る旅してるみたいな気持ち。振り返る、「あのとき」って、ずっと前

からしてるじゃない。うん。 

 

帰山 ：大丈夫？ なんかこんなんでいいかなあ？ 

 

長谷川：大丈夫です。全然大丈夫です。 

 

帰山 ：あの、西田さんにはくれぐれもよろしくお伝えください。 

 

長谷川：いえいえ。ほんとに西田さんも来れたらよかったんですけど。 

 

帰山 ：そうですね。今の時期、ほんと大変やねえ。ほんとに。 

 

長谷川：よかったです、今日話聞けてとっても。また公演あるんですか？ 

 

帰山 ：えっとー、あ、今年はまだ、今年の秋ぐらいからもう一回大きなのをやるから準備

して。ちょっと病気をしたからちょっとセーブして。夏ぐらいには1本ぐらいはや

りたいけどね。ちょっと去年が忙しかったから(笑)、そう、ぼちぼち。 

 

長谷川：ありがとうございます、 

 

帰山 ：ありがとうございます。 
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長谷川：今日はほんとにお会いできて嬉しかったです。 

 

帰山 ：ほんとに、こちらこそ。 
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中西竜也さんの話 

 

――1年間はもう自分は勝負やって、その1年間まあ無事に終えて。まあそれが

また一つ自分の中で自信になる。 

 

 

 

中西竜也さんは、ＳＭＡ(脊髄性筋萎縮症)の当事者である。約30年ものあいだ病院

で暮らしていた。病院での生活は自分で選んだわけではないが、地域で暮らすとい

う「選択肢はあったけど、なかった」という。今は人工呼吸器をつけて24時間他人

介助で地域生活を送っている中西さんに、「いかにその場でふさわしい生活を送る

か」を考えながら過ごした病院での生活や、地域生活を実現するまでの過程などに

ついて話を聞いた。 

 

 

 

 

中西竜也さんからの聞き取りは、2021年1月23日に、オンラインで行なった。 

2021月1月23日(土）オンラインにて、107分 

聞き手：坂野久美 
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♯なんかわけのわからん間に入ってたって感じ 

 

坂野 ：ちょっと詳しく聞きたいところがあって。 

 

中西 ：ああ、全然もう何でも聞いてください。 

 

坂野 ：中西さんもまた筋ジス病棟に入院されていたということで、 

 

中西 ：ああ、はい。 

 

坂野 ：昔、昔というか。で、その頃の生活のことなんですけど、はじめのうちは「こんな

もんか」と思ってみえたんですかね？ 

 

中西 ：病院に入った頃ですか？ 

 

坂野 ：はい、そうです。 

 

中西 ：いや、僕その入った頃はまだ物心ついてすぐぐらい、6歳かな、なので、まあ僕の

希望というよりも親が入れたみたいな感じですね。だからもう、なんかわけのわか

らん間に入ってたって感じやったですけど。 

 

坂野 ：なんか「いろいろ違うな」とか、ちょっといろいろ不満が出てきた頃っていうのは、

何歳ぐらいからなんですか？ 

 

中西 ：あー、それはやっぱり中学校ぐらい。小学校高学年から中学生ですかね。中学生に

なってからやっぱりこう、自分の意見がどんどんね芽生えてきたというか、意見を

まあ主張できるように、自分なりに考える力がついてきた年齢でもあるんで。まあ

だからその頃ですね。 

 

坂野 ：はい。反抗期が重なる頃ですかね？ 

 

中西 ：あ、そうですね。反抗期、反抗期はもう、自分であったっていう記憶はあんまりな

かった。 
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坂野 ：記憶はないですよね。 

 

中西 ：はい。ないです。まわりから見たらどうかわからないですけど。僕としては。 

 

坂野 ：たとえばどんなことで腹が立ったりしたのですか？ 

 

中西 ：ああ、もうそらあれですよね、もう親に対して。特に親が言うことに全部腹が立ち

ますよね、やっぱし。だからなんか言うこと言うこと、なんかもう「わかってるわ

ー！」みたいな。親ってなんかあれじゃないですか、やっぱりまあいくつになって

も親子関係って一緒やし、年齢関係なく。まあ特に思春期のときってのはね、子ど

ものことは気になるしみたいな。心配になるのもわかるし。まあけどなんか、なか

ったですか？  

 

坂野 ：ありましたけど、我慢してましたね。 

 

中西 ：へー。 

 

坂野 ：でもきょうだいいたので、そちらは反抗して怒られてましたよ。 

 

♯「ませガキ」って、僕言われてた 

 

中西 ：あー。僕もそや、反抗…、そやね、けっこうまあまわりの状況とかでも。けっこう

ね、なんか「ませガキ」って言われてたんで。 

 

坂野 ：うん？ 

 

中西 ：「ませガキ」って、僕言われてた。ませた子どものことを、関西では、「ませガキ」

って言うんですけど。そちらで「ませガキ」って言わないですか？  

 

坂野 ：ませた。ませガキ？ 

 

中西 ：ませた子どものことを「ませガキ」って言うんですよ。 
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坂野 ：ませガキ？ 初めて聞きました。中西さんがそのタイプだったんですか？  

 

中西 ：って言われてました。ええ。自分では思わないですけど。 

 

坂野 ：ちょっと大人っぽかったんですね。 

 

中西 ：そうですね。目上の人とばっかりしゃべってたんで。まあ入った頃って、小学校入

って入るから、もう全然、入ったら全員もう、僕が一番年下になるから、患者の中

でも。まあ当然職員は全員大人やからね、大人としゃべることになるから、それで

自然とこう口調もなんか大人っぽくなるっていうか。 

 

坂野 ：一番年上の人はどのぐらいの人だったんですか？ 

 

中西 ：え、当時ですか？ 

 

坂野 ：当時。 

 

中西 ：ああ、当時はね、二(ふた)病棟あったんですよ。まあ今もありますけど。ただ僕が

いた病棟はまあ子ども、えーと20歳まで患者さんが受け入れてる病棟で。で隣にも

う一つ、そっちは成人、20歳、20歳以上の人っていう感じでしたね。だから僕がい

た病棟はだいたい20歳ですよね、一番上は。 

 

坂野 ：で、中西さんが一番小さい。 

 

中西 ：隣の病棟でも 

 

坂野 ：隣の病棟 

 

中西 ：隣の病棟やったら、もうちょっとはい、40歳とか50歳とかいてましたね。 

 

♯満床でした 
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坂野 ：じゃあわりかし若い人を集めた病棟だったってことですか？ 

 

中西 ：そうですね。まあいわゆる小児病棟。小児センターっていう建物だったんですよ、

名前が。小児センターっていう建物で。 

 

坂野 ：小児？ 

 

中西 ：小児センター。そこに病棟が3つあって、重心と筋ジスが2つあったと。ああ、あと

もう1つあった。もう1つはあの、喘息。喘息の患者さんがいる。4つありました、

僕が入院したときには。 

 

坂野 ：4つ？ 

 

中西 ：はい、4つ病棟が。小児センターに病棟が4つ入ってました。 

 

坂野 ：重心と筋ジスと、 

 

中西 ：と、あと喘息。 

 

坂野 ：で、筋ジスが2つ？ 

 

中西 ：はい。そうです。筋ジスはだから80床ですね。40床40床。40床と40床で80床。 

 

坂野 ：80床。で、満床だった。 

 

中西 ：そうですね。満床でしたね。 

 

♯高校生でもやってましたね、プラモデル 

 

坂野 ：ふーん。これって小さいときは先輩たちの様子を見ながら過ごすってことですか？ 

 

中西 ：様子も見てたし、子どもながらに距離感はかってましたね。距離感はかりながら、

今思い返してみたら。あとまあ年上やけど、友だちみたいな感覚でもあったんで。
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なんか当時はまあ今みたいにスマホもなければインターネットもないし、何して遊

んでたかっていうと、まあそれこそトランプやったり、オセロやったり、あとはプ

ラモデルが好きで、プラモデル作ってました。 

 

坂野 ：そのプラモデルは自分もちですか？ 

 

中西 ：ええ、自分もちで。 

 

坂野 ：じゃ、親が差し入れる感じ？ 

 

中西 ：ああ、親に買ってきてもらう。 

 

坂野 ：そのときは手が動いていた？ 

 

中西 ：動いてましたね。 

 

坂野 ：作って見せ合いっこしたり？ 

 

中西 ：はい、そうそう。 

 

坂野 ：ふーん。でもさすがに、中学・高校ぐらいの人はそんなことしないですか。 

 

中西 ：いや、えーとね、中学、まあそやね、小学校。プラモデルは小学…。まあ学校は行

って、養護学校が隣接してるんで、養護学校は全部ある。小・中・高までまあ養護

学校があるんで。まあその、高校生まで、そうですね、高校生でもやってましたね、

プラモデル。はい。 

 

 

坂野 ：またちょっと高度な？ でも、だんだんと動かなくなってきたりするから、難しい

んですかね。 

 

♯車いす野球やってました 
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中西 ：そうですね。動かなくなってきた患者は、当時はそこまで重度な人がいなくて、呼

吸器を使ってる人はもうほぼいなくなったっていうのと、まあ小児やから、だいた

い重度化するってだいたい高校生から、20歳ぐらいから重度化してくるんで。まあ

たいがいみんな自分で着替えもできたりする人もいたんで、比較的動ける人ばっか

りでした。手動の車椅子。電動より手動のほうが多かったです。 

 

坂野 ：電動がけっこう流行りはじめたのは，もっとあとですか？  

 

中西 ：えーと、そうですね、あとまあ、やけど、乗ってた人もいるんですけど、まあ高価

なもんやったし、制度がその当時どうやったかちょっと僕もはっきり、制度のこと

までわからないんですけど。だけど僕は小学校2年生から乗ってましたね。 

 

坂野 ：え、電動に？ 

 

中西 ：はいはいはい。電動車椅子に。 

 

坂野 ：えー、あれって高いんですよね？ 

 

中西 ：あれはね、えーと、リクライニングがついてるタイプと、リクライニングがないタ

イプで値段が違いますね。リクライニングがないタイプで当時30万ぐらいかな。30

万から40万。リクライニングついてたら5、60万、それぐらいします。 

 

坂野 ：中西さんの時代はサッカーとかはなかったんですか？ 

 

中西 ：えーと、僕らのときはサッカーはなかった。はい。野球をやってましたね。 

 

坂野 ：え、野球？ 

 

中西 ：はい。車いすで。 

 

坂野 ：車いす野球？ 

 

中西 ：車いす野球やってました。 
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坂野 ：どうやってやるんですか？ 

 

中西 ：えーと、網、あの、虫捕る網あるでしょ。その網を使ってボールを拾うんです。 

 

坂野 ：えー！ 

 

中西 ：ほんで、まあ当時はみな、手上がる子はピッチャーやって。ああ、そのときの写真

もあるかな。画面共有できたらぜひ見てもらいたいぐらいです。写真この前にスキ

ャナーしたやつがあるから、お見せしたいぐらいです。 

 

坂野 ：ありがとうございます。へえ。じゃあバットで打つっていうのはどうやってやるん

ですか？ 

 

中西 ：バットは普通に、だから両手で持って、 

 

坂野 ：両手でこうやって持って？ 

 

中西 ：そうそうそうそう。 

 

坂野 ：で、こうやってやるんですか？ 

 

中西 ：そうそうそう。 

 

坂野 ：へー、すごいですね！ 

 

中西 ：(笑) 

 

坂野 ：え、ボールはどういうボールなんですか？ 

 

中西 ：えーと、ボールは庭球ですね。庭球ってわかります？ 

 

坂野 ：柔らかいやつ？ 
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中西 ：はい。あの、ゴムのボールですね。 

 

坂野 ：拾いに行くのが大変じゃないですか？ 

 

中西 ：ああ、そう、だから車いす、手動の人はこいで、網を膝の上に載せて、で、車いす

こいで、で、網でボールを拾う。 

 

坂野 ：網で？ 

 

中西 ：ああ、そうそう、網で、 

 

坂野 ：持って。 

 

♯卓球とバレーを融合させたスポーツ 

 

中西 ：そうそうそう。それは何でやってたかっていうと、近畿の4療養所が、あ、養護学

校4つ5つかな、年に1回スポーツ交流会っていう、交流あったんですよね。で近畿

のやつは、刀根山、鳴滝、七条、上野、あと三重のね、杉の子養護学校っていうの

あるんですけど、鈴鹿病院に併設してる。その5つの学校がたいがいまんなかの大

阪で集まって、毎年5月にスポーツ交流会っていう集まりがあって、そこでスポー

ツを通してまあ交流を深めてたんですね。それで卓球バレーと野球があったんです。  

 

坂野 ：卓球バレー？ 

 

中西 ：はい。卓球バレーってご存知ないですか？ 

 

坂野 ：卓球みたいな、バレー、え？ 

 

中西 ：卓球とバレーを融合させたスポーツです。 

 

坂野 ：バレーボールを卓球のラケットで打つんですか？ 
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中西 ：いや、あのね、卓球台で、バレーボールのルール。ルールはバレーボールみたいな。  

 

坂野 ：柔らかいボール？ そっちも。 

 

中西 ：いや、ピン球ですね。卓球やから。 

 

坂野 ：ピン球？ 

 

中西 ：はい。ピン球です。ピン球で、ラケット、木のラケットで、 

 

坂野 ：ラケットは卓球のラケット？ 

 

中西 ：えーとね、卓球のラケットだと、ちょっとあの、ラバーとか引っかかって、 

 

坂野 ：そうですね、ちっちゃいから。 

 

中西 ：はい。卓球バレー用に細ーい板を作って、それで打ってました。 

 

坂野 ：ちょっとこう長い感じの？ 

 

中西 ：えーと、だいたい長さで言うと20センチぐらいですかね。 

 

坂野 ：それ、特注？ 

 

中西 ：特注。学校で先生が作ってくれて。で、それぞれの障害に応じてまあ持ちやすい…、

持ちにくい手もあるんで、分厚いやつやら薄いやつやら、ちょっと大きいやつやら、

まあいろいろ。ラケットに関してはちょっとルールはなかったんで。 

 

坂野 ：わかりました。うちわみたいな感じで、とにかく当てられるようなやつを作ったっ

てことですね。 

 

中西 ：そう。そうそうそうそう。 
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♯どっちか選べるんです。野球か卓球バレーか 

 

坂野 ：それも、種目がどれに出るかっていうのがあるってことですか？ 

 

中西 ：そうそう、どっちか選べるんです。野球か卓球バレーか。 

 

坂野 ：これ男女混合ですか？ 

 

中西 ：はい、男女混合ですね。はい。 

 

坂野 ：じゃあ、野球に女子もいた？ 

 

中西 ：えーと、野球はやっぱり女子は、えーっとね、僕のときは、まあそもそも女子が少

なかったんで、だから女子は卓球でしたね。野球はなんか「男のスポーツ」みたい

な、そういう風潮があの時代はあったかなと。 

 

坂野 ：卓球はダブルスとかあったんですか？ それとも一人。 

 

中西 ：えーとですね、それがルールが面白くて。だから卓球バレーやから、６対６です。 

 

坂野 ：どうやってやるんですか？ 

 

中西 ：ああ、ちょっ、ちょっと…、時間は大丈夫ですか？ 

 

坂野 ：私は大丈夫ですけど、大丈夫ですか？ 

 

中西 ：ああわかりました。ちょっとね、まあしゃべりながら、まあいっぱい写真もパソコ

ンにたぶんあったと思うんで、見せたほうが早いんかなっていうイメージですね。

いや、今ちょっと探しますわ、写真をね。ちょうど僕、資料を作るのに、昔の写真

を取り出して、ちょっとスキャナー、パソコンに今日入れたんですけど。まあまあ

しゃべりながらでいいです。探しますので。 

 

坂野 ：ぶつかったりしないんですか？ 
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中西 ：卓球バレーは、卓球台に車椅子で6人入るんですよ。で卓球台の上に手をのせて、

そのテーブルの、卓球台の上でラケットを振って、だからラケットどうしはめちゃ

当たるんです。 

 

坂野 ：じゃあ、車いすは固定？ 

 

中西 ：はい。固定ですね。 

 

坂野 ：あー、はいはい。じゃあぶつからないですね。 

 

中西 ：はい、ぶつからないですね。手はぶつかります。 

 

♯勝負は楽しい 

 

坂野 ：それって専用の部屋があるんですか？ スポーツができる、 

 

中西 ：えーと、その大会のときは、大会というか交流会のときは体育館で、体育館でやっ

てましたね。 

 

坂野 ：で、日頃の練習は、 

 

中西 ：日頃の練習は学校の、えーと、僕がやってたんは、なんかそういう体育する部屋が

あったんです、その、ちょっと広めの部屋が。ほんで、そこで僕はしてたんですけ

ど。 

 

坂野 ：ああ、そうなんですね。じゃあ病棟にいる人がやるっていうよりは、学校に通って

る人がということなんですね。 

 

中西 ：そうそうそうそう。学校の行事ですよ、だから一応。学校の行事でやってたから。 

 

坂野 ：じゃあ練習は、体育の時間に練習するんですか？ 
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中西 ：そうそうそうそう、体育の時間に。あー、どっか1枚、 

 

坂野 ：これはけっこう楽しみだったんです？ みなさん。 

 

中西 ：えーと、そうですね、楽しみに。やっぱり勝負やから。まあ勝負は楽しいですよね。

はい。 

 

坂野 ：そっか。でもこれ高校生まで？ 

 

中西 ：はい、小・中・高で、高校生まで。 

 

坂野 ：出れるのは。 

 

中西 ：はい。 

 

♯指導員が付き添って 

 

坂野 ：そうなんですね。でも、そのあとは病棟にいて、そういうスポーツする機会とかは

あったんですか？ 

 

中西 ：えーっとそれ以外は、まあなんか僕がもう卒業した頃にはもう、いやー、なかった

ですね。はい、なかったです。学校に行ってるときにそういう大会があって。ああ、

けどちょっとあったかな、体育館で。学校の体育館借りて、なんか野球大会を1回

だけしたような記憶があります。 

 

坂野 ：そういうときは病院からも誰か付き添ってもらえるんです？ 

 

中西 ：そのときはもう病院関係者は来れなくて、なんか保護者とかが。あ、指導室から来

てたかな。 

 

坂野 ：指導員？ 

 

中西 ：指導員が、はい。指導員が付き添って、指導員がそういえば一回、なんかアンパイ
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アやってましたね、そういえば。 

 

坂野 ：なるほど。指導員って何人ぐらいいるんですか？ 

 

中西 ：えーと、指導員は、当時は1、2…、当時は3人かな。2人か3人か。はい。 

 

坂野 ：男の人？ 

 

中西 ：男ですね、まあその当時は。で、女性が入り出したのがもう、なんか僕が20歳越え

てから女性のかたも来られて。なんか保育士が、「保母さん、保母さん」って言っ

てたんですけど、保育士のほうが多かったですね。 

 

坂野 ：そうなんですか。何人もみえたんです？ 

 

中西 ：保育士が、のほうが多かったですね。6人ぐらい。 

 

坂野 ：えー、ほんとですか。 

 

中西 ：だから合わせたら10人ぐらい。それ2病棟、筋ジス病棟2つあったんで、両方の病棟

を担当みたいな。 

 

坂野 ：その頃の保育士さんは女性？  

 

中西 ：はい、女性ですね。はい。 

 

坂野 ：年齢もいろいろ？ 

 

中西 ：年齢はそうですね、いろいろ。当時そうですね、若い人でまあ20代から、年配の人

はまあ40代越えてる、50過ぎとか。 

 

坂野 ：指導員のかたも？ 

 

中西 ：指導員のかたは30歳ぐらいとか40歳とかですね、50歳ぐらいとか、多いですね、は
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い。 

 

♯僕らが作業棟って言ってた患者が集まる活動室みたいなのがある 

 

坂野 ：その当時、保育士さんたちは主にどういうお仕事をされてたんですか？ 

 

中西 ：えーとその、僕らが作業棟って言ってた患者が集まる活動室みたいなのがあるんで

す。活動室っていう、「作業棟、作業棟」って僕ら言ってましたけど。まあそこで

まあ主に、たとえば学校行ってる人はグループワークをここでやったり、なんかま

あ雑誌が置いてあったら雑誌を読んだり、新聞読んだり、あと行事、行事をそこで

やったり。だからそういうお手伝いをまあ保母さんとか指導員、指導員、まあ児童

指導員ですね、がやってくれて。で、あとは書類関係とかはまあ治療室が基本的に

やってる感じですね。患者と関わるのはその、そこで日中活動か、いわゆる日中活

動の「手伝い」。それ以外のときは病棟に行って「食事」介助、食事介助もやって

たし、あと入浴介助もやってました。 

 

坂野 ：なるほど。その作業棟って、ある病院とない病院があるのかもしれないんですけど。

あとで聞くと、はい。一人ずつ机とかあったんですか？ 

 

中西 ：ああ、えーとね、病室にありました、病室に。 

 

坂野 ：病室にあって、作業棟では、 

 

中西 ：作業棟には長机があって、そこに入って、まあ。個人のテーブルはなかったですね。

はい。患者がたくさんいるんで。 

 

坂野 ：はい。で、そこで1日1回同じ病棟のいろんな人と会うって感じですか？  

 

中西 ：ああ、そうです。だからそこに隣の病棟の患者さんも来るんで、そこで隣の病棟の

患者さんとしゃべったり。 

 

坂野 ：そうなんですね。じゃあ気が合うとか気が合わないとか、そういう人もできるわけ

ですね。 
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中西 ：はい、当然あります、あります。 

 

♯やりたくなかったんですけど、やる人がいないんで 

 

坂野 ：はい。なんかこのあいだのインタビューの中で、部屋長みたいなのがあるって。 

 

中西 ：ああ、はい、部屋長。はい。 

 

坂野 ：それはお部屋？ お部屋というか、その病棟長になるんですか？  

 

中西 ：病室。えーとね、まず縦割りというか、役割としては、患者自治会っていうのがあ

るのね。筋ジス病棟2つ、両方共通の自治会が1つあって。で、その下に病棟長って

いうのが、それぞれの病棟、病棟長があって、で、その下に部屋長、各病室の、が

あって。 

 

坂野 ：部屋っていくつぐらいあったんですか？ 

 

中西 ：部屋はね、10室ぐらいかな。 

 

坂野 ：10室ぐらい。 

 

中西 ：いや。当時、6人部屋で10室なんで。でもまあそれでいくと60人になるから、そん

なにはいない。だからまあ部屋によって4人部屋も、5、6、7部屋か。7部屋と、あ

と2人部屋と4人部屋かな。 

 

坂野 ：それで、その部屋長はどうやって決めるんですか？ 

 

中西 ：部屋長はね、部屋の中で「誰がやる？」みたいな、部屋の中で話し合いするんです。

だからもう、なんかまあ持ち回りでやったこともあったし。 

 

坂野 ：はい。年上っていう理由でやることもあった？ 
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中西 ：それはあんまり。どっちか言うたらその、何て言うかな、こうおとなしい人もけっ

こういるんですよね。自分のことをこう発信しにくい人。問いかけても、だまーっ

てしまったり恥ずかしがったり、まあ社会経験がやっぱり少ないから、あんまり人

と接するのが苦手な人もいてはるから。まあそこ、そういうのもまあ部屋によって

いてはるんで、そうなってくると同じ人がずっとやる感じです。だから僕がほぼや

ってましたね。 

 

坂野 ：中西さんはほぼやってた？ 

 

中西 ：そうです。 

 

坂野 ：やるタイプ？ 

 

中西 ：ええ。やりたくなかったんですけど、やる人がいないんで。 

 

坂野 ：これは任期は1年ですか？ 

 

中西 ：はい。任期は1年です。 

 

♯たいがい入院する理由は、養護学校に通う理由で入院 

 

坂野 ：で、部屋長会っていうのもあるんです？ 

 

中西 ：えーとね、それ部屋長会じゃなくって、えーとね、何ていう名前やったかな、生活

連絡会っていう名前で、 

 

坂野 ：生活連絡会。かっこいいですね。 

 

中西 ：それは各病室の部屋長と、病棟の師長と、あと指導室の人誰か1人。それが月に1回

あって、生活で何か困ってることとか、まあなんかいろいろ行事の報告とか連絡と

か、そういうのをまあその場でそれぞれ話(はなし)して。で、あとその情報を各部

屋に部屋長が持って帰って、部屋の患者に伝えるっていう。 
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坂野 ：そうなんですね。小学生がやることはない？ 

 

中西 ：ああ、それはもうたいがい上の人に。 

 

坂野 ：小学生はない。 

 

中西 ：小学生はないですね。 

 

坂野 ：中学生もない？ 

 

中西 ：そうね、はい。高校生から大人。そんでまあ、だいたい中学ぐらいになってくると、

成人のかたもそこに入院するように。徐々に患者数も減ってきて。僕らの世代が一

番学校行ってる、いわゆる小児が多かったんですけど、だんだんその、まあインク

ルーシブが進んできたのかどうかはちょっとわからないですけど、まあ普通の一般

校に行く時代にちょっとずつなってきたんかな。養護学校に来る人が、まあたいが

い入院する理由は、養護学校に通う理由で入院する人もいてはったので。 

 

坂野 ：そうですよね。じゃあ高校卒業するときには、病院から出る人も、そのタイミング

でちょっと減るってことですね。 

 

中西 ：ああ、そうですね。 

 

♯選択肢はあったけど、なかった 

 

坂野 ：中西さんは、病院に残られたんでしたっけ？ 

 

中西 ：僕は、だから35歳まで。34歳か、34歳までいましたね。 

 

坂野 ：そのときは自宅に帰るとか、そういうのはなかったですか？ 

 

中西 ：ああ、選択肢はあったけど、なかったんですね。それなぜかっていうと、なんかま

あもともとこう、たいして体があんま強くないので、風邪をひいて肺炎起こすって

いう。で、家帰ったらたぶんそうなるから、そうなるから病院入ったんですね。だ
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から結局そうなったときに大変な結果になるのもわかってたから、「じゃあここは、

じゃあまあ病院で」、まあ。僕が二十歳でまあ、学校卒業した頃はそこまで病院の

ルールも厳しくなかって、まあ厳しくなりはじめた頃で。比較的まあ自由にできて

たんで、外泊もしてたし、旅行も行ってたしね。だからそんなんで、「まあここで

いいんじゃない？」みたいな。 

 

坂野 ：そうですよね。いざっていうときには医療も受けられるし。 

 

中西 ：そうですね。 

 

坂野 ：そうなんですね。病院にいたときには、あんまり風邪はひきませんでした？ 

 

中西 ：いや、ひきましたね。病院でもひいてました。 

 

坂野 ：病院でもひいてた。 

 

中西 ：はい。もう24時間…、なんか昔、あの、今でこそなんか感染の関係とかで、24時間

の持続点滴ってあんまり、よっぽどじゃないとしないじゃないですか。僕ら子ども

のときってもう、まあちょっと肺炎、感染症というか、ちょっと風邪のひどい状態

やったら、もう24時間持続点滴、ずーっとやってたんで。だから、風邪はけっこう

半年に1回くらいはひいてましたね。はい、はい。だから病院に入院してからも肺

炎も起こしたこともありましたし。だから1本7万円の薬も打ったこともあるんです

よ。そう覚えてます、そのときなんかナースが、「これ7万円もするんや」って言

ってましたね、それね。 

 

坂野 ：じゃあまだその頃は、まだいても悪くない環境だったってことですね？ 

 

中西 ：まあ悪くないかどうかはちょっとわからん。なんかそれなりに、なんか受容してた

んですね。なんかもうそこでしか、まあ選択肢がないっていうこと、おっきいです。

いかにその場でふさわしい生活を送るか、いうことを考えてましたね。 

 

♯自治会長は選挙 
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坂野 ：これ、自治会長はどうやって選出されるんです？ 

 

中西 ：自治会長は選挙ですね。 

 

坂野 ：選挙。中西さんもされたことあるんですか？ 

 

中西 ：ああ、僕ありますよ、はい。自治会長。 

 

坂野 ：自治会の役目とか役割は、 

 

中西 ：役割は、えーと、行事、えーと、自治会の集まりの、えーと、何やったかな。まず

行事が、まあ両方の病棟の、二(ふた)病棟、筋ジス病棟の行事で、たとえばカラオ

ケ大会とか、クリスマス会の開催、 

 

坂野 ：月1回、何か考える感じですか？ 月1回ぐらいあるんですか？ 

 

中西 ：月1回…、まあ、まあ不定期でしたね。なんか曜日も…、はい、不定期で。で、あ

とわりと、えーと会長、副会長、書記と会計と 、 

 

坂野 ：(笑) はい、すごい組織ですね。 

 

中西 ：すごいでしょ、一応、名前だけ聞くと。 

 

坂野 ：これは、病棟にも知らせてあるってことですよね？  

 

中西 ：ああ、もちろんもちろん。 

 

坂野 ：病棟師長とかみんな知ってるってことですね。 

 

中西 ：そうそうそう。で自治会の総会もあって、総会で選挙して、ちゃんと会計報告。で、

会費も徴収しなくちゃいけないと。 

 

♯1年で千円 
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坂野 ：会費はおいくらぐらいだったんです？ 

 

中西 ：会費はね、安いですよー。あの、1年で千円です。 

 

坂野 ：1年に千円。で、主に何に使うんですか？ 

 

中西 ：主にね、たとえば、慰問とかにこう来てくれるんです。ライブから、こう演奏会と

か。 

 

坂野 ：ボランティアみたいな。 

 

中西 ：ボランティアで来てもらう人に対しての謝礼、たとえば交通費とか，少ないですけ

ど、まあそういうのに使ったり。あと、その行事で、たとえばクリスマス会で、出

しものとかするときの備品を買うとか。あとなんかそう、行事のものね。患者に直

接関わる行事に使うもの、関係するものを買ったりとか。カラオケ大会の景品とか。  

 

坂野 ：トロフィーみたいな？ 

 

中西 ：はい、えーとね、順位は特に決めなくて、参加賞みたいな。 

 

坂野 ：参加賞。 

 

中西 ：はい、なんかそんなんですわ。 

 

坂野 ：カラオケの音楽鳴らす機械みたいなのっていうのは。 

 

中西 ：ああ、あの、それも買ってましたね。 

 

坂野 ：それも、買うんですか？ 

 

中西 ：はい、買って…、当時は、えーとね、昔はあの、レーザーカラオケ。今は通信カラ

オケとかあるけど、当時はレーザーカラオケ、はね、買ってましたね。 
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坂野 ：そうなんですか。それは病院が準備するんではなくて、自治会費で買ってた。 

 

中西 ：はい、自治会費。はい。 

 

坂野 ：この自治会費は、会員は小学生とかも入るんですか？ 

 

中西 ：会員は当時は、そうや任意やけど、はい、入ってましたね。一応親がお金出してみ

たいな。 

 

坂野 ：まあ年千円だから、っていうのもあるのかな？ 

 

中西 ：ああ、そうですね。はい。 

 

坂野 ：で、この買い物はだれがどうやってしてたんですか？ 

 

中西 ：買物するのは指導室、指導室の人に頼んで買ってきてもらったりしてました。 

 

坂野 ：じゃあ企画して、これがいくつ、これがいくつ、みたいな感じで？ 

 

中西 ：そうそう。 

 

♯病院の中にも社会がある 

 

坂野 ：すごいですね。病院の中で組織が、 

 

中西 ：そうそう、ちゃんとあるんです。だから内情は、病院ではあるけど、まあこんなん

もね、今日しゃべらないとわからない。ちゃんとだからそういう、ちゃんとね、病

院の中にも社会があるんです。はい。 

 

坂野 ：これ任意なので、入ってない人もいるってことですか？ 

 

中西 ：あ、いますね、はい。 
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坂野 ：そういう人はやっぱり一人がいい人とか、そういうような人？ 

 

中西 ：ああ、そうですね。 

 

坂野 ：これ、割合的にはどれぐらいの割合のかたが入ってみえるんです？ 何パーセント

っていうか、何割？ 

 

中西 ：まあほぼ入ってますね。はい。で、えーと、筋ジス協会と親の会と自治会とまあ、

この3つの会が大きくあって。で、その、えーと、筋ジス協会と親の会は、年度始

めに集金するんですよね、会費を。そのとき自治会費も一緒に千円集金してもらっ

てて。で、あと、会計が。まあ集金を回るんは、「もう千円やから」ってついでに、

親の会の会計と一緒にまあ千円徴収してきてもらって、で、会計の患者が受け取っ

て、それでまあちゃんと管理する、みたいな感じでしたね。 

 

坂野 ：そうなんですね。このお金はどこで管理してるんですか？ 

 

中西 ：管理は本人が持ってました。 

 

坂野 ：持ってました？ 

 

中西 ：はい、持ってました。僕も会計やってたことあるんですけど、まあ今考えたらずさ

んでしたね。 

 

坂野 ：え、引き出しに入ってるってことですか？ 

 

中西 ：そうです。引き出しに入れてましたね。まあ鍵もかかってない。鍵も、施錠もでき

てない。それで普通のお金も、普通に引き出しに入れてましたけどね。 

 

坂野 ：そうなんですね。 

 

中西 ：子どものときはお金とか持ってないです。 
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♯基本院内ですね 

 

坂野 ：たとえば、出しものっていうか、催しものするときにはポスター作ったりするんで

すか？ 

 

中西 ：ああ、しますね。 

 

坂野 ：それも分担してっていうか、みんなで、 

 

中西 ：得意な人が書いてたり。で、僕が子どもの頃は、小学校のときはパソコンとかもな

いんで、画用紙にマジックで書いて、ポスター作って、で、貼りだしたりしてまし

たね。 

 

坂野 ：で、そういう大きい催しのときには、親御さんがみえたり、あと地域の人とかもみ

えたんですか？ 

 

中西 ：いや、えーとね、そこはね、文化祭だけは一応院内…、えーと、基本院内ですね。

まあ職員、対象は職員。あとまあその、今言った慰問に来てくれた人たち、連絡先

はわかるんで、そこにまあ案内状送ったりとか。あと昔いた職員とか。まあそうい

う、もともとつながりがある人たち。不特定多数には出すってことはなかったです

ね。はい。 

 

坂野 ：まだその頃は、そういう案内状出して、外の人を病院の中に入れるっていうのはな

かった。 

 

中西 ：ああ、ないです。なかったですね。 

 

坂野 ：そうなんですね。へー、ちょっとまた違う感じですね。今では考えられないかもし

れないですけど。 

 

中西 ：ああ、そうかな。ですね。 

 

♯ちゃんと社会はできてます 
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坂野 ：そうですか。なるほど。こんなような楽しい話もあったということなんですけど、

子どもどうしというか、患者どうしでいざこざがあったりもしたんですか？ 

 

中西 ：ああ、しましたね。 

 

坂野 ：そういうときは、仲介じゃないですけど、どうやっておさめるんです？ 

 

中西 ：まあたいがい職員が、たとえばある患者、まあたとえばＡさんとＢさんがけんかし

てたら、それを見ているまわりのＣとかＤがたとえばナースステーション行って、

「けんかしてる」とか言いに行ったり、ちょっと意見がしっかりした患者がおった

ら、仲裁に入って「もうやめとけ」みたいな感じやったりとかはありましたね。 

 

坂野 ：はい。やっぱり社会があるんですね、病院の中に。 

 

中西 ：社会ありますね。ちゃんと社会はできてますね。上下関係もちゃんとあったし。は

い。年下には、年下は基本呼び捨てですね。年下は呼び捨て、上は「くん」つける。 

 

坂野 ：「さん」呼び？ 

 

中西 ：「くん」です、上は、年上の場合は。で、大人は「さん」ですね。20歳越えると

「さん」づけで、20歳までは「くん」づけで、年下は呼び捨て。なんか暗黙のルー

ルみたいな、 

 

坂野 ：上下関係がね、ちゃんと。 

 

中西 ：そうそう、上下関係。 

 

坂野 ：なるほど、すごい。そういうとこで、でもそういうのは学んでいくんですね。 

 

中西 ：まあそれはもう、そういう社会に置かれて、誰に聞くわけでもなくもう体感で覚え

る感じ。 
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坂野 ：勉強を教えてもらったりとか、そういうのもあるんです？ 先輩に。とか、先輩が

教えるとか。そういう、あまり勉強はない？ 

 

中西 ：あー。あんまり勉強はしたイメージはないですね。もう遊んでばっかりいました。 

 

坂野 ：そうなんですね。 

 

中西 ：悪いことばっかりしてました。 

 

♯ああ、もういっぱい見送ってきました 

 

坂野 ：でも、みなさん筋ジスの人ばっかりではなかったかもしれないですけど、病棟でや

っぱり亡くなられていくかたも、そういう人にお目にかかったりもするんですか？  

 

中西 ：ああ、もういっぱい見送ってきました。はい、たくさん、もう数えきれない。だか

らもう特に昔は、呼吸器もなかったんで、たいがいもうみんな死ぬ理由は、痰つめ

て、風邪ひいて、結局、排痰できないから窒息で亡くなったり、はい。心臓が止ま

って死ぬ。まあ筋ジスは心臓弱いんで。まあそんな感じの人多かったです。 

 

坂野 ：そういうかたが少しちょっと病状が…、何て言うんですか、体調崩されたりとかす

ると、違う部屋に行ったりするんですか？ 

 

中西 ：はい、しますね、個室に。 

 

坂野 ：そうすると、まわりは察する感じですか？ 

 

中西 ：ああ、もう全員…空気を…、 

 

坂野 ：空気を読むということ？ 

 

中西 ：はい。もう「誰々が」、もう患者どうしで、「ああ、誰々くん体調悪いんやな」み

たいに。だからもうだいたい急変すると、持ち直すこともあるけど、まあそのまま

もう亡くなる。たいがい夜中、だいたいバタバタバタバタ。あの、えーと、医療用
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の赤いワゴンがぶわーっと押されてきて、で、もうバタバタして。そしたらもう当

直のドクターみたいな、走って入ってきて、 

 

坂野 ：親も呼ばれる？ 

 

中西 ：そうそう。で、そのときは僕らナースコール押しても誰も来ない。まあ当たり前と

いうか、もうこうなってくるとこっちもね、「ああ、もうしょうがないな」ってな

るし。 

 

坂野 ：もしそうやって亡くなられたかたがみえたときって、病院のスタッフからは，教え

てもらえるんですか？  

 

中西 ：えーとね、僕たちがやっぱり小児、その学生だった病棟では教えてもらえませんで

した。たとえばこっちから聞いて、看護師さんによっては個人的に「ああ、亡くな

ったよ」とか、そんなんはありますけど。公に、 

 

坂野 ：基本的には知らせない、 

 

中西 ：公にはないです。逆に成人のほうの隣の病棟はお見送りっていうのがあったらしい

です。僕はやったことないですけど。お見送り、亡くなったら、みんなその、病棟

の裏に勝手口みたいなのがあるんですけどまあそこに、えーと、なんか病院でも霊

安室があるじゃないですか、霊安室に行く前とか、あともうご家族がそのまま連れ

て帰るパターンもあったんで、ご家族が迎えに来るまで、そこらみんな並んで待っ

ててお見送りとか。 

 

坂野 ：そうなんですね。ちょっとそれは、つらい、つらいはつらいですね。 

 

中西 ：つらいですね、やっぱりね。やっぱり病棟の、こう一気に空気変わりますから。み

んなもそれわかってるんです。「ああ、誰々さん亡くなった」とか。でも誰一人そ

れは口に出さない。出してもまあ患者どうしでちょっと小声で確認し合うぐらい。 

 

♯何かきっかけがあるごとにだんだん厳しくなっていく 
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坂野 ：なるほど。そうなんですね。病院がいやで、途中で退院する人もみえるんですか？ 

 

中西 ：えーと、それはいなかった、 

 

坂野 ：あんまりそういう人はいない？ 

 

中西 ：学校があって学校に行くのと、あと、ほかに行くとこないから。 

 

坂野 ：じゃあやっぱり高校までは、 

 

中西 ：そうですね。学校、ほんで就業…、学校教育終わったらまあ家帰るっていう人もい

ましたね。家帰って、まあ家帰ってやっぱり亡くなる人もけっこういました。 

 

坂野 ：なるほど、そうなんですね。あと、ちょっと途中ぐらいから、途中というか、ちょ

うど統廃合のあたりからですかね？ ちょっといろいろと病院のほうの体制も変わ

ってきたのは。 

 

中西 ：まあそやね、制度が、えーと、2003年か、自立支援法っていうこと、まあそこも一

つ転機であったし。あとその前で言うたら、まあ措置入院やったんですけど、だん

だん病院の経営もまあ圧迫してきたのか、なんかだんだん僕たちに対する締め付け

が肌身に感じてくるようになって。 

 

坂野 ：たぶん外出の制限とか、時間が短くなったり、あと、持ち込み？ ごはんとかの食

べものに関しての管理が厳しくなったんですよね。 

 

中西 ：そうそう、Ｏ１５７ぐらいからね、あれからがらっと変わりましたね。で、あとな

んか、一人患者がたとえば何かやらかす、やらかすっておかしいけど、たとえば喉

つめたとか、何かきっかけがあるごとにだんだん厳しくなっていく。そういう感じ。  

 

坂野 ：リスク、 

 

中西 ：はい、リスク、リスク管理、 
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坂野 ：そういうことが理由にされちゃうんですよね。 

 

中西 ：そうそうそう。だからそうならないために気をつけてましたけど。 

 

坂野 ：そうは言ってもね。 

 

中西 ：まあ僕がきっかけにならないように、慎重に。 

 

♯患者が訴えても「ああ、だめですよ」みたいな 

 

坂野 ：たぶん、ごはんにふりかけとか、そういうのも自由に選べたときもあったかもしれ

ないんですけど、 

 

中西 ：ああ、ありましたね。 

 

坂野 ：それは大丈夫だったんですか？ ふりかけかけて食べるとか。 

 

中西 ：えーと、いや僕は、そやね、高校ぐらいまではふりかけ持ち込み、食堂に、それこ

そ当時は食堂にみんな集まってごはん食べてた。そのときふりかけとか、あと、え

ーと、味つけ海苔を置いて、食事のときかけたりとか。 

 

坂野 ：そういうのもだめになっちゃったんですか？ 

 

中西 ：そういうのはだんだんだめに。だから出されたもの以外は。まあ常食食べてる人は

ぎりぎりオッケーやったかな。だからそれも、それが病状に、その状態によってま

あ個別で違うみたいなかたちはありましたね。 

 

坂野 ：じゃあ、「あなたはこれはいいけど、あなたはだめ」みたいな？ 

 

中西 ：そうそうそう。 

 

坂野 ：で、間違わないように書いてあるとか？ 
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中西 ：まあそれは病院が把握してるっていう感じ。まあ貼りだしてるパターンもあったし、

まあ受け持ちナースが決められてるから、患者が訴えても「ああ、だめですよ」み

たいな。で、こう、職員の連携がたまにとれてないときは、「あれ、それってこう

じゃなかった？」みたいに。「ちょっと確認してくるで」言うて、確認してきて

「はい、だめですよ」みたいなことになって。 

 

坂野 ：そうなんですか。家族が持ってくるものとかも、よかったり、「こういうものがだ

めですよ」とか？ 

 

中西 ：それはね、最終的にはだめになったけど、黙って食べてました。はい。 

 

坂野 ：じゃあ、楽しみがあんまりなくなってきちゃったんですね？ 

 

中西 ：そうそうそうそう。そういうことです。 

 

♯自動販売機さえなかった 

 

坂野 ：お金の使い道もなくなってきた？ それはない？ 

 

中西 ：お金の使い道はね、えーと、僕はけっこう使ってましたね。僕あの、立岩さんとき

に僕話したかな？ ラジコンやってたんですよ、小学校4年生から。ラジコンが趣

味やったんで、そういうのやってたり、僕は音楽聴きます、基本的に。今も好きで

すけど、音楽を、ＣＤを買ったり、そういうことに使ってました。 

 

坂野 ：ラジコンは、さっきの作業室みたいな部屋で遊ぶんですか？ 

 

中西 ：ああ、そのラジコンは外で走らすんです。すごいスピードが出るんで、大人が遊ぶ

おもちゃです。ホビー。こう子どもが遊ぶようなトイラジじゃなくて、全長30セン

チぐらいあるおっきな車で、昔、大会とかも出てましたね。だから基本、外で走ら

せて、でまあ作業棟でセッティング、なんかいじったりはしてましたね。はい。 

 

坂野 ：すごいですね、なるほど。そういうお金とかっていうのは、普段買いものとか行け

ないので、現金は実際にはあまり持たず？  
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中西 ：そうですね。えーと、実際所持金としては1万円ぐらいじゃないかな。持ってたと

しても。 

 

坂野 ：売店とかで何か買ったりするんですか？  

 

中西 ：えーとね、売店がね基本的にね、場所が遠かった…、僕らのところは変わってて、

当時は本館、外来とかがある本館の病棟からちょっと離れた場所に筋ジス病棟があ

ったんですね。筋ジス病棟の中には、その今言ったその小児センター、小児センタ

ーが売店はなかったので、売店に行こうと思ったら、その道渡って本館のほうに行

かないと売店に行けなかったんです。 

 

坂野 ：遠いんですね。 

 

中西 ：で、道渡るのが、遠いし、道渡るなら外出になるんですよ、言ってみたら。 

 

坂野 ：えー、同じ敷地内じゃないんですか？ 同じ敷地内ではないんですか？ 

 

中西 ：同じ敷地内ですけど、やっぱり道路を危ないから。職員がついてきてくれたらいい

けど、基本的にそれはだめやったんで。 

 

坂野 ：外出。 

 

中西 ：私用では、はい。検査とかでは行くけれど。だから売店に行くことは、まあ日曜日

とか面会に来たときに親と一緒に行くとか、まあそんな感じでしたね。だからお金

はほんまに、使うことはほぼなかったです。で、もうそれは自動販売機が、自動販

売機さえなかったから。自動販売機ができたのが僕が20歳過ぎたぐらいかな？ 震

災後ぐらいから自動販売機が玄関口に1台置かれるようになって、まあそのときに

はまあジュース買ったりした。 

 

坂野 ：なるほど、そうなんですね。今でこそネットでいろいろ注文したりとかできるかも

しれないんですけど。 
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中西 ：ああ、今、病院ですか？ まあできるんですかね、一応？ 

 

坂野 ：でも、あんまり届くとだめなんですか？ 

 

中西 ：ああ、その、食べるもんですか？ 

 

坂野 ：あ、食べるものはだめなんですよね。 

 

中西 ：食べるもんはだめではないです。あとまあ僕もラジコンをやってたから、当時は通

販って通信販売で、ラジコンのパーツとかは買ってたんで、それが届いたり、 

 

坂野 ：そういうのはオッケー？ 

 

中西 ：はい。オッケーですね。荷物が来るのはぜんぜんオッケーですね。 

 

♯僕の中では全部できてきて、で、もう「いついつで退院したい」って 

 

坂野 ：そうなんですね。で、あと、「自分も出ようかな」って思ったきっかけが、Ｄさ

ん？ 

 

中西 ：ああ、はい。 

 

坂野 ：で、そういう人たちとの情報交換とかっていうのは、どこでやってたんですか？ 

 

中西 ：あの、Ｅさんと？ どういう情報交換？ 

 

坂野 ：Ｅさんは同じところにみえたんでしたっけ？ 

 

中西 ：はい、もともと同じとこいて、Ｅさんが先、出たんです。 

 

坂野 ：で、先に出て、外との情報、外からの情報はどうやって？ 

 

中西 ：ああ、まあメールですね。 
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坂野 ：ああ、その頃にはもうメール、 

 

中西 ：はいはい、メールで。はい。 

 

坂野 ：そうなんですね。で、そういうようなことを計画してるっていうことは、知られな

いようにやってたんですか？ 

 

中西 ：そうそうそう。 

 

坂野 ：知られてなかったです？ 

 

中西 ：はい、知られてなかったですね。 

 

坂野 ：なんかけっこう「出たい」と思ってから、まあまあ早く出れたんですもんね。 

 

中西 ：そうですね、9か月ぐらい。 

 

坂野 ：これは何がそろったから出れたんですか？ 今思うと。今みなさん、苦労されてみ

えるかたも多いかと思うんですけど。 

 

中西 ：何がそろった…、えー、まあ一番は介助ですね。介助者、介助がいないと地域で暮

らせないから。その介助者の確保ができるのを待ってたんです。で、介助の確保が

できたから、まあメインストリーム、今、僕メインストリームでやってるんですけ

ど メインの人が来ていけるよ」ってなって。それまで、できることはすべてやっ

て。まあ医療的な面も自分で電話して、病状とか言って「診てほしい」って話をし

て。でまあ、一回外泊したときに病院も受診して、でまあ「診ましょか」ってなっ

て、で、やっと整えて。で、1か月前ぐらいかな、えーと、病棟師長に「話がある

から時間作ってくれ」って。で、師長とドクターとうちの両親と、だから僕と、三

者か、四者か、で面談、時間取ってもらって。で、師長さんが「何？」ってなって、

「いや実は」って。「ああ、いつかやるんちゃうかなーって思ってた」って言われ

たけど。 
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坂野 ：(笑) もうそろえてあったんですね、もう準備が。 

 

中西 ：僕の中では全部できてきて、で、もう「いついつで退院したい」って。 

 

♯「お前の人生やから、お前が好きなようにしたらええ」 

 

坂野 ：びっくりされました？ 最初は。初めて、 

 

中西 ：いや、なんか「ああー」って感じ。「ああ、そういう覚悟なんやー」って。 

 

坂野 ：でも、一応出たい、 

 

中西 ：そんな感じなんで、まあやる、まあ先に出てた人も何人もおったし、まあ僕がもう

こういう感じやから、「まあいつか…、まあそんなことかな、まあ言いだすとした

らそれぐらい」。驚かれはしなかったけど、まあ言われたら、聞いたら納得して。

そういう反応でした。 

 

坂野 ：そうだったんですね。全員がそうでした？ 

 

中西 ：ああ、けどうち親は知ってたんで。親には言ってたから。親にはもうその9か月前

に、「今、出たいから準備しようと思ってる」っていうふうに。 

 

坂野 ：親御さんは、はじめはびっくりしました？ 

 

中西 ：親は、まあ体のことは一番心配してましたね。 

 

坂野 ：ああ、弱いから。 

 

中西 ：肺が弱いんです。風邪ひきやすくて、肺炎起こすから、それが理由で病院に入れた

から、そこだけ親としては、そこだけが心配やって。 

 

坂野 ：で、そこはどうやって説得したんですか？ 
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中西 ：まあ事例があることと、まあそのＥさんのこともよく…、僕、Ｅさんの同級生なん

で、Ｅさんのことをうち親は知ってたし、まあＥさんの…、そやね、それも大きい

かなって。それとあとは僕が、僕が一回言うんで「やる」って言うたらもう聞かへ

んのわかってるっていうか、だったんやと思うし。あと、まあ親父が「お前の人生

やから、お前が好きなようにしたらええ」とか、まあ「体だけは心配や」とか。な

んかそれ覚えてますけど。 

 

坂野 ：じゃあＥさんの親御さんと、情報は親どうしでやってたってこと？ 

 

中西 ：いや、やってないと思います。まあ親どうし知ってるけど、もう基本ね、僕、うち

ね、僕になんか、基本親が動くことあまりないんです。子どものときは親動いてく

れてたけど、基本的に、まだ自分も、自分が行きたい日にちに、「買い物に連れて

ってくれ」って。いついつ何時どこどこ、全部自分で決めて、親父に車乗せてって

もろて、そこへ連れてってもらって。ていうことも、言うたらアテンダントみたい

なもんですよ。親がアテンダント。だから言う通りに親父はなんか動く。まあそれ

はもちろん親やから意見もするし、けんかもするし、文句も言いますけど、まあそ

うやって僕のやりたいことをサポートしてもらってたんで。 

 

坂野 ：お母さんはどうだったんですか？  

 

中西 ：母親も別に。母親はね、おとなしい性格で、僕が言うと、「大丈夫なん？」みたい

な感じで言うてましたけど。まあ別に反対はしなかったです。だから「風邪が心配」  

 

♯「呼吸さえできたら、なんとかなるか」 

 

坂野 ：そのときにちゃんとかかりつけ医じゃないけど、「診てくれる人がいるならいいよ」

っていう感じ？ 

 

中西 ：いや、それも言わなかったです。だから僕がもう全部材料そろえて全部提示して、

「これはこうで、これはこうで」。ちゃんと訪看もまあ24時間で電話一本で何かあ

ったら来てくれるし、僕、重度訪問介護取ってるんで、まあそのこととか。医者も

電話したら来てくれるし、あと点滴も家でできるし。で、何かあったら入院も、近

所の病院でできるように、まあ救急車…、まあここはね、あんまりマイナスなこと
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は言うと、まあ結局は不安にさせるだけやから、まあ基本プラスのことしか言わな

かったです。 

 

坂野 ：中西さん自体は、そういう「こういうときはこうできるし」とかっていう、自信も

って言えるその理由というか、それは話を聞いたからなのか、見てきたからなの

か？ 

 

中西 ：ああ、それも…、ああそれ、両方。両方と、あとまあ呼吸器も僕24からつけてて、

呼吸器を在宅で、まあコンパクトになって家でも呼吸器を使えるってなったのが一

番おっきいですね。まあ呼吸ができたら基本死ぬことないからね。 

 

坂野 ：ああ、はい。 

 

中西 ：だから「呼吸さえできたら、なんとかなるか」みたいな。けどやっぱり風邪がネッ

クで、環境が変わるわけですから、まあ1年、春夏秋冬通してまあどうなるか、一

番最初の1年間が勝負って。まあこの話よくするんですけどね、研修とかで。1年間

はもう自分は勝負やって、その1年間まあ無事に終えて。まあそれがまた一つ自分

の中で自信になる。 

 

坂野 ：季節も変わっていきますからね。その1年、1回うまくいけば。 

 

中西 ：そうそう。 

 

坂野 ：そうなんですね。たぶん今、出るのに苦労してみえる人たちって、親のことと、あ

と病棟から賛成してもらえないっていうのがけっこう大きいかなと思うんですけど、

両方ともうまくいったってことですか？ 

 

中西 ：両方ともうまくいきましたね。 

 

♯なんかやっぱりある程度勢いも大事だから 

 

坂野 ：これ病棟の師長さんとかは何で…、「中西さんならそうすると思った」みたいな感

じだったんですよね？ 
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中西 ：看護師長…まあ部屋長もやるし、自治会長もやるし、まあ自分で言うのもおこがま

しいですけど、まあ社交的って言われるんで。まあね、自発的ではあるし、まあ自

分がリーダー的な感じでずっと病棟でもやってきたんで、まあ自己管理能力が高い

っていうのもたぶんわかってくれてはったんかなって思う。その点かなと思います

けど。 

 

坂野 ：メインストリームのかたから情報とかもらってたんですかね？ 

 

中西 ：えーと、どういう情報？ 

 

坂野 ：出るときのっていうか、いろいろ、 

 

中西 ：ああ、そやね。事業所、使うのメインストリームって決めてたんで。まあ実家が、

メインも西宮なんで、まあ実家、まあ地域に戻りたいってのがあった、西宮に帰っ

てきたかったっていう。で、メインストリーム、まあＥも使ってたっていうメイン

ストリームで相談したら。 

 

坂野 ：やっぱりいろいろ考えると、そういう交渉力とか実践力とか行動力とか、中西さん

すごそうですもんね。 

 

中西 ：いや、全然すごくないです。 

 

坂野 ：けっこう躊躇したり、 

 

中西 ：躊躇しますよ。 

 

坂野 ：消極的だと進めないじゃないですか。 

 

中西 ：ああ、そうですね。なんかまあ基本、石橋を叩いて渡るタイプなんですけど。 

 

坂野 ：すごいですね。 
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中西 ：いやいや、なんですけど、なんかやっぱりある程度勢いも大事だから。勢い。まあ

そこはバランスですかね。 

 

坂野 ：やっぱりでも外出とかいろいろされてたんで、外のこともいろいろ、まったく知ら

ないわけじゃないしっていうところも大きかったですかね？ 

 

中西 ：ああ、それはあると思いますね。だからやっぱりその、まあラジコンもやってて、

ラジコンで全然知らない人と話も、 

 

坂野 ：大会とかで？ 

 

中西 ：一般の大会に出てたんで。その大会で、また知り合いもできて、話も、 

 

坂野 ：一般の人ですよね。 

 

中西 ：ああ、そうですね。 

 

坂野 ：やっぱり「病気さえなければ、外はいいな」みたいな感じになりますね？ じゃあ。 

 

中西 ：そうですね。まあけど僕、そう、で、そうですね。まあ基本的に人としゃべるんは、

人見知りやけど、だけどしゃべるのは好きなんです。人見知りなんですね。人見知

りですけど、 

 

坂野 ：そうですか。 

 

♯「それはちょっとかっこ悪いやろ」 

 

坂野 ：はい。あ、そうか、ちょっと聞きたいことがもう一個。最初のうち、出たころって、

まだ24時間、重訪が全部整ってないときでしたよね？ 

 

中西 ：はい、そう。 

 

坂野 ：で、足りないところをうまい具合にやってたっていう話なんですけど。そのときに
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親御さんに助けてもらおうとは思わなかったんですか？  

 

中西 ：いい質問ですね。それはいい質問ですね。 

 

坂野 ：え？ いい質問？ 

 

中西 ：それはすごくいい質問です。 

 

坂野 ：(笑) 

 

中西 ：あのですね、正直それは、僕はそれでいいと思ってた人なんです。だからもう、あ

いだの時間、で親もそこは心配してて、2時間人がいないときやったから、「そん

なら2時間ぐらいやったら出て…、行けるから行くわ」って母親は言ってくれてた

んですけど、一応まあメインストリーム協会はまあ自立生活やから、だから「それ

はちょっとかっこ悪いやろ」って。 

 

坂野 ：ああ、そこはプライドですか？ 

 

中西 ：まあプライドですね。早い話が。 

 

坂野 ：えー、なんか頼ってもいいような気もするけど。 

 

中西 ：まあ自立障害者運動って、結局そういうとこみたいなん。今はたぶんそんなことは

ないと思うんですけど、ただ僕が出てきた頃はそういうのがすごく強かった時代で。

身を削って自分の生活をつくるっていうスタンスがあって、まあほんと、事業所の

まあ当事者が言ってたんですよ。「かっこ悪ないか？」っていう話です。「かっこ

悪いやろ」みたいな。まあたしかにかっこ悪いなと思って。だからまあその2時間

ほど、じゃあ過ごそかなって。でも今よりも状態もまだよかったんですね。だから

この状態でたぶん2時間は、難しいですね。あと当時、今はもうなくなったんです

けど、生活保護受けてたら他人介護料っていうのが別で申請して通れば、お金とし

て入るんですね。で、そのお金を使えば介助を、その分で介助を自費で何時間か回

せるから、まあそういうこともできたんですけど、まあそれはしないで。それやっ

たら交渉して、必要な時間を取りに行くっていうほうに力を注ごうということにな
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って。だから交渉、交渉、交渉。 

 

♯親がわざわざ介助には来ない 

 

坂野 ：交渉力、交渉能力。 

 

中西 ：交渉、全部先輩。今のＤＰＩの事務局長で、Ｆさんが一緒に他人介護の交渉に行っ

てくれましたね。それも勉強させてもらいました。 

 

坂野 ：なるほど。そういうことなんですね。 

 

中西 ：だから親は、親は一回も来てないです。 

 

坂野 ：はい。あ、一回も来てないの？ 

 

中西 ：そうですよ。 

 

坂野 ：見にも来てないんですか？ 

 

中西 ：ああ、その、あいだの時間です。 

 

坂野 ：今は何回かお会いされるんですか？ 

 

中西 ：ああ、全然普通に会いますよ。だから介助を理由には来ない。親がわざわざ介助に

は来ない。 

 

坂野 ：会いに来たりはする。 

 

中西 ：はい、それは全然。だからそういうこともあんまり親に心配させないように、まあ

ずっとやってました。 

 

坂野 ：じゃあ逆に、お父さん、お母さんは介助はできない？ やったことない？ 
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中西 ：できますけど。いや、できます、できます。できますけど、けど今はもう、えーと、

そうや、病院いたころ外泊とかしてたんで、外泊したらもう親父がお風呂入れて、

着替えも母親と両方で、食事介助も母親がやってくれて、やってたんで、まあ寝返

りは基本母親がやってたんで、まあできるんですけど。まあ、やけど高齢になって

きたし、あとまあ今はもう自立生活してからはアテンダントはずっといるから、親

もほぼしないんで、介助も忘れてます。 

 

坂野 ：そうなんですね。ごきょうだいもみえましたよね？ 

 

中西 ：はい、弟がいます。 

 

坂野 ：は、今の中西さん見て、今のっていうか、まあ出られたときからもそうですけど、

何かおっしゃっているんですか？  

 

中西 ：いや、別に特に何もないですね。まあ干渉しない感じかな。まあ別に「元気にしと

るか？」とか、僕は話はしますけど。まあけど、まあ別に、まあ家もちろん。なん

か家のことを話したりとか、世間話もしますけど、まあ僕をたとえば特別心配する

とか、養護的な目で見ることはないですね。まあけっこうドライな、 

 

坂野 ：そうなんですね。わかりました。ちょっと長くなっちゃったので、今日はこのあた

りで終わりにしますね。ありがとうございました。 
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わからないことをわからないままにせずに、何とか乗り越える 

 

この冊子は、「院生プロジェクト助成金」の予算によって製作された。先端総合学術研究

科長には、この研究の意義を認め、資金を拠出してくれたことにお礼を申し上げたい。ここ

に収録されている人たちには、未熟な私たちの研究を理解し、調査を受けて入れてくれたこ

とに、心からの感謝を申し上げたい。本報告書では収録しきれなかった人たちもいる。その

方たちの生活は、必ず何らかの形で発表することをここに約束したい。 

私たちの研究は、じつにたくさんのさまざまな人たちの助けと経験によって成り立ってい

る。たくさんの人たちが、これまでの経験を、時間をかけて一つひとつ丁寧に教えてくださ

った。そこでは、研究だけではなく、それを超えてこの社会を生きるひとりの人として大切

なことを教わった。今でもすぐに表情や様子、その場面を鮮明に思い出すことができる。そ

れぐらいとても充実した人生の時間を持てたことに、なにより話を聞かせてくださった人た

ちに、格別の感謝を捧げたい。 

本報告書に収録されている人たちの聞き取り調査では、私は実際には経験していないのに、

その場面が色鮮やかに目に浮かんだ。話を聞きながら、当時と現在、立場とが交錯する瞬間

が何回もあり、心が震えた。私もだけれど、誰もその本人にはなれない。だからこそ、少し

でも本人に近づきたくて、何とかしたいと思うけれども、それが本当によいかわからなくて

胸を痛めている。近づきすぎて傷つくこともある。だけれども、そのときそのときを、本人

と一緒に息を止めずに精一杯乗り越えてきた。じつは、私はその当時にすでに知り合ってい

たのに、まったく見えていなかった景色がそこにはあったのだ。 

由良部さんは「選択的言語がなくなった」甲谷さんと、甲谷さんのベッドで二人で添い寝

をする。「添い寝してるほうがわかるやん」と言語ではなく、身体からコミュニケーション

を開いている。それが由良部さんと甲谷さんの積み重ねてきた日常だ。 

伊藤敦子さんは、「甲谷さんに対してすごい憎しみみたいな感情を抱いたりだとか、そう

いった時期も経験してみると、「ああ、そんな淡々と上手くやってけるものじゃないなぁ」

っていう、なんか自分の限界を見たというか。」と話す。それは人と人が真剣に向き合い信

頼し合いお互いの領域を共有するからこそ見えてくる限界だ。そこをあえて公共という大き

なフィールドに問題をあげてしまうと、かえってその関係性を侵食していき、景色がぼやけ

てしまうのかもしれないと思う。 

志賀玲子さんは、「積み重なってくる絶望感っていうのは、病気そのものよりも大きい」

と話す。その絶望感は「本当は変えていける、改善していける部分」だと言う。そして、Ａ

ＬＳは治せないからこそ「そんなことで絶望感を抱かせてはいけないと思う」とはっきりと

言う。ＡＬＳによってもたらされるインペアメント――痛みや生命の不安など切迫した苦痛
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や苦悩などの残酷さは、生活の中にたしかに存在し、私たちは知らず知らずのうちにそれに

触れている。それに志賀玲子さんは気付いているからこそ、その絶望感を引き受けてきたの

だ。それはまさに、自身の取り組みによって裏付けられている。だからそこに迷いはない。 

帰山玲子さんは、「甲谷さんとの関係性と、仕事としての介助が折り合いがつかなくなっ

た。「違うぞ」って思って」と話す。「仕事としての介助」では折り合いがつかないのは、

帰山さんの甲谷さんへの思い――帰山さんの言葉を借りれば「稽古」――が、それまでの甲

谷さんとの関わり、生活のあり方、その生き方そのものに根差しているからだ。言い換えれ

ば、それらが渾然一体となって、甲谷さんの生活が形作られていたということだ。 

田中直樹さんは、医療者として「立ち位置が違う」と言う。「障害者の自立」は「命あっ

てのこと」だから、それを「担保するのが医療」だと自分の立場を明確に示す。たしかに、

医療を必要とする人たちの生活の場では、本人に対する向き合い方において、しばしば医療

者との観点の違いが明確に立ち現れることがある。それは小泉浩子さんも「もともとの障害

者運動では「管理されたくない」っていうスタイルで、そこの格闘がけっこう各現場でもあ

って」と話す。しかし、そこで示される観点の相違を読み取ることが、向き合い方の方途を

探ることでもある。 

小泉浩子さんは、本人の家に行って話をしながら生活のことを本人と一緒に考えてきた。

それがひとつのピアサポートの形だと話す。それができたのは「歩けたからやと思う」と言

う。「障害者のなかで中途障害者はやっぱり違うっていうか、考え方が違うやろってイメー

ジは持ってて、それで向こうも「あんたらとは違う」って思ってる」と話す。そしてそうい

う見方をしていいのかどうか「私のなかでもわからん」と言う。 

障害者と健常者、障害者の間でも生じている違いを肯定的に捉えることが平等の根拠――

差別を解消する方途であるとはいっても、それにどのように取り組めばいいのかについては、

互いの「違い」を主張するだけでは開かれない。間で生じる「違い」を肯定的に捉えること

が重要であることと、本人たちが抱える問題――障害や病によってもたらされるインペアメ

ントを「違い」として受け入れることの間には距離がある。 

中西竜也さんは、「僕の希望というよりも親が入れたみたいな感じ」で「なんかわけのわ

からん間に入ってた」病院で約30年過ごし、「介助の確保ができた」から地域生活を開始さ

せることができたという。そして今は、親がわざわざ「介助を理由」には来ないと話す。そ

してそうしたことができるのは、一つには人工呼吸器が家でも使えるようになったことが大

きいといい、「呼吸ができたら基本死ぬことないからね」と話す。 

歩くこと、食べること、話すこと、息をすること、地域で生活すること。どれもこれも、

私（たち）にとってはあたりまえのことだ。だが、障害や病を抱える本人たちを前にしては、

そのあたりまえが崩れてしまう。私たちはそのことにとても鈍感だ。そのことに対する向き
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合い方が本人と私たちでは違う。そしてこの違いゆえに――違いに気付かないからこそ、

「本人の決定」として突き放してしまっているように思う。そうやってわからないままにし

て閉ざしているのだ。 

読者は読み進めていくうちに、それぞれの経験が重なり合って、真剣に向き合っているこ

とが伝わると思う。それだけに「介助」という言葉が重く響くかもしれない。それがなけれ

ば生きられないけれど、互いに向き合おうとすればするほど、苦しみ、悲しみ、怒り、応え

られないことへの無力感が強まってしまう。それらすべてを理解して、解き明かすことはで

きない。だからといって、わからないことをわからないままにして、生きていけるのかわか

らない。 

ここには、わからないことをわからないままにせずに、何とか乗り越えようとしている日

常が詰め込まれている。それは、ありのままにその人たちが生きることを否定した社会に対

して、生きている／生きようとしている本人の存在を決定的な事実として突き付けている。

社会は、この事実を認めるならば、もう「本人の決定」だからと突き放すことはできなくな

るはずだ。日常から、何が問題なのか、何が必要なのかを考える。その本人にはなれないし、

すぐに解決もできないけれど、本人やその周りの人たちに話を聞くことは、私にもいますぐ

できると思った。まだまだ聞かなければならない人がいる。 

生きている／生きようとしている本人がいて、そのことに真剣に向き合っている人が確か

に存在する。これはとても大切なことだと思う。そして字義通りの意味で、ありのままに生

きられる社会を目指したい。言葉にするのが難しい日常を少しずつでも記述しながら、私も

その日常に巻き込まれながら、方途を探りたいと思う。 

 

長谷川唯 
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