
南相馬市立総合病院神経内科医師 小鷹昌明先生の講義 

 「医療的ケアを必要とする重度訪問介護利用者の障害及び支援に関する知
識」   難病の障害・南相馬市の状況 

    
 
 
 
 
 
 

   
     南相馬市立総合病院の先生方（小鷹先生は右端） 
  

「ALS という病気は、認知症状には問題なくて、脳はむしろ冴え渡るという

か、自分の判断はすべて自分でできる。だからやがて訪れる人工呼吸器を装

着するかしないかっていう生死の選択を迫られるというような、ちょっとが

んとか、そういう病気とは違う要素のある病気です」と小鷹先生。 

 

「深く、深く患者さんは生きるということと、尊厳というようなこ

とを、深く考えるのです」「だから ALS の患者さんを一人でも経験する

と、非常に深い、深い思いでやれるようになります。ALS という病気は、

やはり注目される病気なのです」 

 

 南相馬市立総合病院は、原発から 23km の地点にある。 

「岩手県、宮城県と比べて何が違うかっていうと、原発なのですよ、

やっぱり」 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 小鷹先生は 2012 年 4 月に南相馬市立総合病院に赴任。調べてもらったら

南相馬市に ALS の患者は 6 人（震災前は 3 人）いた。 

 早速 ALS の患者さんの診療に携わった。相馬市在住の 83 歳、お寺の住職

さん。夫と息子夫婦の 4 人暮らし。夫も障害者で介護認定を受けている患者

さんは入院して、こう訴えた。 

 

 「飲むことも食べることもできなくて、楽しみがなくなってきた。

それにこの体ではどうしようもない。頭が重くてふらふらする。口の

中がべたべたする。みんなに迷惑をかけて、これからどうしたらよい

のか。生きる張り合いがなくなった気がする。こんな息苦しい生活、

あまり長く生きたくない」 



  

 食べられなくなる、しゃべれなくなる、胃ろうになる。徐々に症状が重

くなるのに、受けられるサービスの幅がどんどんどんどん狭まっていくと息

子さんは言う。「もちろんこの辺りの相双地区に、神経内科医はゼロでした。

介護・福祉施設が圧倒的に足りません。要するにそういう介護・福祉を支え

る若い世代、担い手である女性がどんどんいなくなり、抜けてしまったので、

箱はあっても人がいないというような状況です」と小鷹先生。 

 
「ただ若い世代に帰ってくれとは、帰って来てくれとはなかなか言え

ない。だから村、町の人たちを、ちょっとリタイアした人でも、中高

年の方でも、働けるような人に。まあそういうヘルパーさんを養成す

る、まさにこういう会を、南相馬で立ち上げるしかないかなあと思っ

て、そんなような話をしております」 

 

 幸い、おじいちゃんおばあちゃんを、それぞれの家庭がケアしている。

その人たちは介護のプロになっている。そういう人にヘルパーの資格を与え

て、お金を払って、他の人の支援ができるように。「要するにヘルパーさん

の、僕、キャッチフレーズにしているのですけども“地産地消”を目指した

いなと思っております。“地産地消”その地元で産生して地元で消費する」 

 小鷹先生はそう語った。 



仙台往診クリニック院長 川島孝一郎先生の講義 
 「緊急時の対応及び危険防止に関する知識」   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 川島先生は、震災の一次被災地域、二次被災地域、安全地域という区分を

している。震災一次被災地域、つまり直接身体・住居などが破壊された地域

の被災者には、当然緊急搬送、自衛隊・消防・救急が必要になる。 

 今回問題になったのは、震災二次被災地域。住居や身体は確保されている

が、ライフラインが不完全なために逃げ惑った人たち。 

 
「つまり震災二次被災地域、ライフラインが不完全な人にどういう

風に手助けするかによって、支援方法がまるっきり変わっちゃう。つ

まり、この人たちがお家に居続けることができれば、ほんとに必要な

人たちに助けを出すことができる」 

 

「危機管理の初動として大事なのは、自助だということです。これ

はもう 3 日間を乗り切ることを考えなきゃならなくて、家庭における

対処マニュアル作っておいて、 

電力供給を自前で行えるようにしておくと。やっぱり、電気があるとない

とじゃ全然違うわけですよ。しかもこの頃はオール電化されていて、煮炊き

だって全部電気だったりするわけで、お風呂だって電気だったりするわけで

すから。ですから電力供給どういうふうに自前で行うかと考えておかなきゃ

ならないと。ということで、これは皆さんもご存知のように、車のソケット



からインバーター使ってそしてこうやって、家の人工呼吸器まで繋いでとい

うことです」 

 

 

「頼れるのは病院だという感覚をやめるというのが、一つの手でご

ざいます。つまり家でちゃんと自助ができてりゃ、それでいいのだよ

と。あとは在宅に来るような先生達にちゃんと来てもらえるようにす

ればいいってことで」 

 

 仙台往診クリニックには、在宅療養している方が 430 名おられて、震災前

に入院していた人が 15 名。残り 415 名のうち 1 名が災害死。9 名は病死。15

名が災害後にいろんなことで入院していて、390 名在宅療養中というのが、

災害後 12～13 日頃の状態だった。 

「電源・水道は○」「水とガスがダメ」とか、どの人には何を供給したら

いいのかというマップを作って、供給した。職員が動くために、「緊急通行

車両」の認定を受けた。この件に関しては厚生労働省が早く対応して、 

「在宅に往診する医者と看護師については、緊急通行車両の認定を

しますというお触れが通知で出てきまして」 



月曜日に 12 台の車を全部緊急通行車両にした。ガソリンスタンドで順番

待ちしなくてもガソリンを供給してもらえる。電気自動車も借りた。 

その結果、宮城県全体では、人工呼吸器の方々の 80%が入院したが、川島

先生のところでは、人工呼吸器をつけていた患者 44 人のうち 60%は在宅で維

持した。在宅医療は人口分のベッドがあるわけだから、 

 

「無用な避難を避けることが、これからの呼吸器をつけておられる

方々の、震災対策には非常に重要なのだということをわかっていただ

きたい。自助。家庭ごとの対処マニュアルや電力供給を自前で行うと、

これをがっちりやっておく」 

 

「当然ガソリン供給されなくなると困るので、共助として皆さんたちも、

ガソリンを供給できるようにする」「緊急通行車両の認定も、市の条例とか、

県の条例とかで、ちゃんと作っておくと。そういうことを皆さんのそれぞれ

の地域でちゃんと行政と話し合いをしておいて、そんな体制が作れるように

しておくということです」 

 

全国の ALS当事者によるシンポジウムでの発言から 

  

マンパワーを育てることが沿岸の支援になる 
              深谷圭孝さん（合同会社ほのか代表代行） 
 今現在も盛岡の病院に入院して、沿岸に帰れない方もたくさんいらっしゃ

います。中には沿岸に帰るのを諦めて、盛岡あるいは内陸のもうひとつ北上

とか、花巻とかに居を構えて、新たな生活をしていこうって決意した人たち

もいらっしゃいます。そういう方々に、僕、相談受けるのです。圧倒的にマ

ンパワーが足りなくって、和歌山の訴訟で重度訪問介護、時間数だけは交渉

すればもらえるようになりましたが、もらっても介護に入る人がいない。と

にかくマンパワーを育てるにはどうしたらいいかっていうのが今後の課題

だと思っております。 

 マンパワーを育てることによって、内陸が力をつけることによって、沿岸

の支援につながっていくであろうと思います。 



市民一人ひとりが真実を語るしかない 
         佐川優子さん（IL センター福島 在宅独居ALS患者）   
 放射能が福島県を覆い、草花の成長まで脅かしております。私は大好きな

自然鑑賞を全くしなくなったのです。部屋は線量が低いので、こもらざるを

えない現状です。理由は介護者の健康被爆を避ける。ALS 患者本人ですが、

自分の被爆を避けたい。福島県支部総会で、放射能の話は、内部で話すのは

よいが外で騒ぐのはやめたほうがよいだろうと発言をされた方がおられま

したが、そうだろうか、疑問が残ります。人は福島県を避けるだろうか。福

島県の放射能汚染は、地球まで汚染。過言ではないだろう。これもメーリン

グリストから引用します。福島美しい自然。県民の賢さ。文化人、芸術家の

輩出。自由民権運動発祥の地。 

 1．知らないって怖いこと。知らされないのは、知ろうとしないのは自分

の罪。 

 2．もはやマスメディアが真実を語らない今となっては、市民一人ひとり

が真実を語るしかない。 

 3．作るなら花を。作るなら子どもを、作るなら。 

 この言葉に共感する私です。 

 

そこそこの高齢者が本当の高齢者を介護するシステムが必要 
        橋本みさおさん（NPO法人ALS /MNDサポートセンター 
                           さくら会理事） 
 皆さんの思いのわりに、橋本は思いついたことをやっているわけですけれ
ど。実は放射能は太平洋岸。東北の太平洋岸の一帯を汚染しているわけです

ね。私は若い人に帰れと言えません。だから、そこそこの高齢者が本当の高

齢者を介護するシステムが必要だと思います。 

 
「海を見て死にたい」っていう人たちを連れて帰るつもりです 
                          鈴木るり子先生 
 私が 28 年間保健師やっていた大槌町というのは高齢化が進み、それでそ

の今、内陸に避難している人たちも「海を見て死にたい」っていう人たちを

私は連れて帰るつもりです。 



 そこには重度の方たちだけではなくて、高齢化を迎えて介護が必要な人た

ちを連れて帰り、24 時間の体制で、彼らたちのその死に場所探しっていうこ

とから、死に場所を保障してやるところまで今私の計画の中に入っています。

そこで亡くなりたいっていう人たちをケアできる集団っていうは必ずでき

る。その一人になろうと私自身は考えています。 

 

大事なのは一つ。ちゃんと情報を教えてほしい 
                            川島孝一郎先生 
 ただ大事なのは一つ。まあすごく単純で、ちゃんと情報を教えてほしいと

いうことですよ。情報を伝えられる機関は、それは政府であっても行政であ

ってもそれから新聞・テレビ・ラジオなどのそういうメディアであっても、

ですね、インターネットでも。とにかく全員がちゃんと均等にそういう情報

をくまなく知っていること。まずこれが基本にないと。じゃあ自分はどこで

死にたいの、どこで生きたいの、どこへ移り住みたいの。あるいは元の場所

に帰りたいのっていう判断ができないじゃないですか。だから判断するため

には、もう十分な情報がちゃんと正確なですね、十分な情報を僕達に開示し

てほしいという。もうその一点です。 

 あとはみんな自分で考えればいいと。 

 
楽しいです。町を復興させるっていう作業がね 
                         小鷹昌明先生 
 周りの同僚達と、この町の復興に対して色々協力を、支援をいただいたり

とか、一緒に頑張っていけるっていう環境が、こういう言い方は非常不遜に

感じられるかもしれないけど、楽しいです。町を復興させるっていう作業が

ね。だからずーっと、ということは約束しませんけれども、少なくとも 1～2

年は町のために働こうかなと今思っているところです。 

  
いまさら動じるような者たちではございません 
        川口有美子さん（NPO法人ALS /MNDサポートセンター 
                           さくら会理事） 
 原発止められたら電気が足りなくなるから、ＡＬＳ患者が困るって書かれ



たこともありました。新聞の報道で。で、川口の本音はどうなのかって聞か

れて。まあ私はなんか言うまでもないなあと。ちゃんと備えがあれば。ALS

の患者さんたちは発症したときから被災したようなものです。今更、動じる

ような者たちではございません、ときっぱり言い返そうと思っているのです

よ。 

 

  

緊急・災害時対応について 
   「医療的ケアを必要とする人の実態調査」から 
    
    「被災地」として、岩手県、宮城県、福島県の３県と、「被災地以 
    外」の都道府県の ALS療養者 94名（うち被災地 54名）を対象に、 
    調査員１~２名による質問票に基づく聞き取り調査。 
     2012年 7月~2013年 2月実施。 
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緊急災害時に研修を受け

ていない方に人名救助の

ための吸引を行っても罪

に問われないことを知っ

ていた方は、被災地で 18

名（33%）、被災地以外で

19 名（47%）。 

 

緊急・災害時の備えが「あり」と回答した方は、被災地で 45 名（83%）、

被災地以外で 33 名（82%）で、100%には届きませんでした。準備している内

容としては、バッテリーやシガライターケーブルなどの医療機器を稼働させ

るための器材や、発電機、衛生材料などがあげられ、被災地ではより具体的

にお金、通帳、ガソリン、おむつ、食糧などがあげられました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



また、今年度の診療報酬で、人工呼吸器加算に蘇生バッグ（質問表にはア

ンビューバッグと記載）と外部バッテリーを含めることが明記されたことを

「知っていた」方は、被災地で 8 名（15%）、被災地以外で 21 名（52%）、「知

らない」方は被災地で 46 名（85％）、被災地以外で 16 名（40％）と、被災

地以外で周知度が高い状況にありましたが、被災地以外でも約半数を超える

程度にとどまりました。 

 

現在、近隣へのケアへの参加協力をしているかどうかについては、被災地

で 27 名（54%）、被災地以外で 10 名（25％）で、被災地の方が近隣への協力

関係に関して意識が高いことが明らかとなりました。内容としては、病気の

ことを知らせたり、自家発電のガソリンを届けてもらったりしていました。 

 



 
         

 

 

 

    
 
 
 
 
 

 避難訓練に関しては、被災地で「経験あり」が 4 名（5%）、被災地以外で 5

名（12%）で、どちらも経験が乏しいことが明らかになりました。しかし、「避

難したいか」どうかについては、被災地で 19 名（35%）、被災地以外で 12 名

（30%）とお住まいの場所にとどまりたい方の方が多く、避難場所に関して

は被災地で「あり」が 25 名（52%）、被災地以外で 18 名（45%）とどちらも

約半数でした。 

 

コミュニケーション方法に関しては、「あり」が被災地で 42 名（78%）、被

災地以外で 37 名（92%）で、被災地ではコミュニケーション手段がなく過ご

している方が 12 名（22%）いらっしゃいました。また、その手段として、コ

ミュニケーション機器にたよっている可能性も推察され、電気の不安定さに

よっては、手段が厳しくなる方もいらっしゃることが推察できました。 

!"#"$%&'()* !"#"$%&'()+,*

- ./"0123456 - 7891:;<=

- >1?@A456 -

- 789 -

- BCDE - BCDE

- F./1GH"IJKLA456

-

-

- ./"M1NOPQRA4STUV

-

-

-

F"F"W1XYZYUVT[\1

Z]6^25KA4_A5J234

56`

abVcdefghKAiYTj

kRlmnKoU45pqYrrr

stKSTUVuaWvwxKyu

V`z{|O}~4��V`

./"MY��������~4�

�6

����1�i5Y��1��K

�~4STUVuq6

�$���BCDE1�����

:;A4��6��=�d56



「有」とお答えした方、それは何ですか？ 

被災地 

 ＊アンプリコード 

 ＊口頭で「あかさたな」と読み上げ、本人が眉毛を上下させ反応 

 ＊文字盤 

 ＊口文字 

 ＊伝の心 

 ＊眼の動き 

 ＊顔の表情 

 ＊パソコン 

 ＊声の文字盤（介護者がアカサタナと言って 

         本人が該当のところで瞬きする） 

 ＊コール 

 ＊まばたき 

 ＊マクトス 

 ＊PC（オペレートナビ） 

 ＊紙めくり 

 

 

 

 

 編集後記 “耳を傾けること”からはじまる…  から一部抜粋 
  

 この事業で見えてきた新たな課題として、そろそろお疲れがみえてきてい

る現地支援者のエンパワメントがあります。また、2 年経っても先が見えな

い人々は引きこもり、自殺の危機に晒されています。悲劇は予防したいです

し、診療所や看護や介護など在宅ケアに係る人々の増員は全国的にも必要で

すが、被災地では緊急性を帯びています。現地での草の根の訪問活動に対し

て、きちんとした「手当」がでるようにしたいとの思いを強く持ちました。

これらの課題の解決にむけて、鈴木るり子先生のお言葉を借りれば、私たち

は、たとえ遠く離れた場所にいても、現地の支援者と「長く、しっかり、つ

るんでいくこと」を続けます。 

                       さくら会一同 

被災地以外  

 ＊文字盤 

 ＊口文字 

 ＊PC（オペレートナビ） 

 ＊伝の心 

 ＊トピー 

 ＊感情表現のみできる 

 ＊眼の動き 

 ＊音の出るブザー 

 ＊意思伝達装置 

  

「被災者に聞け！進化する介護 2012」の報告書は、さくら会のホー
ムページに掲載されています。 
  http://www.sakura-kai.net/wp/category/events/ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


