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そのとき私 添い寝したんですよ 母のベッドに入って 
 A：お母様は、それじゃあどんどん進んで行かれたわけですね。最後にはまぶ
たの開閉が出来なくなってしまう。通常ですと、瞬きをすることで意志を伝える

ことが多いのですが、それもできなくなってしまう。 
 川口：そうですね。 
 A：そういうふうに知ったときは、どんな……。 
 川口：それはね、最初に、本当に発症した直後ぐらいに、実は主治医からそう
なるよって言われていたんです。言われていた通りになっちゃったんですね。そ

れで大変後悔したということもあったんです。どん底の気持ちになって、母に対

してすごく否定的だったのが、ある日を境に肯定に転じていって、母に対して死

んだほうがマシだと思っていた私が間違っていたと思って、ちょっと距離を取る

ようになった。そうしたら、母の全体像が見えてきたというか、殺意が薄らいで

いく。ではどういうふうにこの身体のコンディションを保とうかというふうに発

想が少し変わっていったんです。看護のまなざしが出てきたんですね。 
バイタルをきちっと測っていったら、体調はこう変化していくとか、私たちが

話しかけたことに対して母がちゃんと反応しているのがわかってきたんです。 
 A：今の科学技術ではお母様の意思を読み取る方法が言葉としてはなくなって
しまったけれども、バイタルっていうの、例えば血圧であるとか。 

これまで：1995年、母・島田祐子さんがALSを発症し、夫の赴任地
であるロンドンから子どもたちと帰国した川口さんは、父親と妹の3
人で介護を始めた。一時は家族がボロボロになったが、情報を集め、

制度を学び、ヘルパーを自分たちで育て始める。一方、人工呼吸器

を装着した母も、「ベッドの上から投票したい」という声が新聞に取

り上げられ、いまの身体で自分ができることを見いだしていった。 
 
 



 川口：血圧が上がったりとか、ドキドキしたりとか、脈が跳ね上がったりとか、
それから顔が紅潮したりとか。逆にそういう状況だったのがスーッと治まってい

くとかね。 
こういうことがあったんですよ。母の動悸が激しくて血圧も高くて、これはな

んか悶々としているなあと。頭の中でいろいろ考えちゃってるなと。そのとき私、

添い寝したんですよ。母のベッドに入っていって、母の隣で。私もちょっと疲れ

ていたからそのままグウグウ寝て。そうしたら治まったんです、母のそのドキド

キが。だから、ああ、こういうのが一番効くんだなと思って。 
 
母の身体をランのように大切に育てていこう 
 A：言葉では表せないけど感じているんだな、お母さんはと。 
 川口：お母さんは感じているなと。だからいろいろ考えたんですけど、人間は
意識がハッキリしていて、かつそれを言葉で表出しているけど、表現できなけれ

ば、要するに動物的に動いたりとか、そういうふうに出来なければ、生きている

価値がないものかなと、自分で問い直したときに、いや違うなあと思って。 
植物はどうだろう。そう言われてみればうちの父はもらいもののシンビジウム

とか、部屋いっぱいあるんですけど、一生懸命、丹精込めて育てているんです。

そうするとちゃんとわかるのか花が毎年咲くので、それを見て、母に対して、ラ

ン以下の扱いはないだろうと思って。せめてランぐらいの扱いをしないといけな

いと思って。母の身体を

一生懸命、ランのように

大切に育てていこうっ

て。そうしたら母の体調

が読めるようになって

きたんです。昨日はこう

だったのに今日はこう

だねとか。 
 A：そうすると、それ
は体調というよりもお

母様のお気持ちなんで

すね。 
 

 3 歳の息子は、毎日おばあちゃんを相手に 

 お医者さんごっこ 



いい音楽とか ベランダに出て日光浴とか  
 川口：気持ちも反映していると思います。だから、母に気持ちよく寝ていても
らうためにはどうしたらいいかという研究をみんなでするわけですよ。そうする

と、まず「お母さんが心配になるようなことを、お母さんに相談しちゃいけませ

ん」と看護師さんが言ってきた。何聞いても母は言い返せないでしょ。言わない

ですよ。でも母は聞こえているからってことで、みんな自分の人生相談を母にす

る（笑）。お地蔵さんに願かけるみたいに。 
もう母はね、みんなの秘密を知っている人なんですよ。それを看護師さんが感

づいて、ちょっと叱られて。あのね、みんな悩みはあるだろうけど、ママに相談

しちゃダメって。ママは言いたいことがあっても言えないんだから、深刻なのは

ダメよ、慎んでくださいと言われて。ああそうかと。 
それから、いい音楽とか、ちょっと今日みたいに天気がよくて、春の風が吹い

てきて、肌に触れるとわかる、そういうときにはベランダにちょっと出て日光浴

してみたりとか。母の身体にとって気持ちよさそうなことをたくさんしました。 
私、往診の先生に、呼吸器を外せないから、ずっと眠らせてほしいって言った

のね、モルヒネみたいなものを入れてと。 
 A：それは、もう意思表示ができなくなるとわかったときに。 
 
言葉を拾うためにどうすればいいか 大学院へ 
 川口：はい。母を深く鎮静してくださいって言ったときに、先生が「いや島田
さんはまだ頭ハッキリしているから、意識を引っ張り出すほうに考えるべきだ」

とおっしゃられたんです。ハッキリしているのだから話しかけてあげて、頭がち

ゃんと動くようにしたら、今度は言葉を拾うためにどうしたら良いかを考えなき

ゃいけないっておっしゃって。ああ、そうだと思ったんです。 
 A：それが転機だったんですか。 
 川口：それが転機、その研究をしなきゃいけないと思い始めて大学院に進むわ
けです。立命館大学、立岩真也先生もそういうことをおっしゃられた。 
 A：指導教授の先生ですね。 
 川口：そうです。そうしたら自分で研究しなさいとおっしゃられて、入学許可
出ました。院に入ったら、そういう悲惨な状況のALSの人に対して、実は私たち
に見えないところで倫理学者がすごい激論を交わし合っていたのが、後にわかる

わけです。呼吸器を取ってあげたほうがいいだろうと倫理学者が言っている。日



本で呼吸器外しができないのはおかしいという人たちがいて、片や、いやそうじ

ゃない、無言の言葉を拾ってあげるための研究をしなきゃいけないと。賛否両論。 
 取ったほうがいいというのと、取らないほうがいいというのと、意見は両方と

もあるわけで、そこの議論の真っ最中に、呼吸器当事者の娘として入っていった

わけです。もちろん私は、最初は外してあげる派だったんだけど、そのときは何

とかして読み取る派になっていたから、読み取る学派につくわけですね。なんと

か意思を読み取らなきゃいけない。 
 そう、できる限り読み取る。それが人類だろうと思ったんですよ。困っている

人がいて、その困っている人を助けるために何ができるかと知恵を出し合って考

えていくことによって、人類の科学が進歩してきた。かわいそうだからと殺しち

ゃったら、たぶん人類の進歩は止まるだろうね。だから人類として正しい方向と

いうのは、困っている人たちを助ける方向にみんなで協力していったり、みんな

のお金を費やすというのだとわかって、私はそっちにつくわけです。 
 A：意思が表明できないというのも、読み取れないと思っちゃうのは、相手に
責任を押し付けていることでもあるわけですよね。 
 川口：そうなんですよ。 
 
必死で何か語りたいと思っている それを拾えない私たちが未熟 
 A：わかるように言え、こちらに伝えてこいというような、考えてみたらちょ
っと無責任な。 
 川口：はい、意思伝達できないから死んだほうがマシだねというのは短絡的な
考え方。でもそうしがちですよね、人間は。何でもできない人はかわいそうだと

思っちゃうから。だけど必死でその人は何か語りたいと思っている。自分の中で

はちゃんと考えているのだったら、それはその考えを拾えない私たちが未熟なん

ですよ、こっちの倫理の考え方でいけば。じゃあ拾うと。拾うためにはどうした

らよいかと常に前向きの発想しないと、人は進歩しない。 
 A：それで、一生懸命拾うために、その血圧を診たり、顔色を見たりっていう
ことを。 
 川口：自分のできる限りはそれですよね。私はそんな科学者でも工学者でもな
いので。だけど、かなりのことが身体から拾える。その範囲で私たちのできるこ

とをしようと思ったんです。 
 A：お母様の身体と対話していくわけですか。 



 川口：そういうことでしょうかね。非言語的なコミュニケーションというふう
に言われますけど、母を抱いて寝たとか、そういうことも全部引っくるめて、そ

れをずっとやった。母はそういう状態になってからが長いんです。８年とか。そ

ういう状態の最初の頃は頭がはっきりしていたというのはわかるんですけど、だ

んだん深い昏睡に近い状態になっていって、ときどき脳波を測ったりするんです。

そのとき、何か問いかけると脳がピクッとなるのだけど、すぐまたスーッと収ま

ってどっかに戻っていっちゃうので、私としては、「ああ、母はもうこの世のこ

とにあんまり興味なくなったので、たぶん私たちが知らないところに、いまいる

のだなあ」と思うようになったんです。 
そこまで行くと、ある意味、母にとっては苦しい状況じゃないです。全然苦し

さを訴えないし、バイタルも安定してくるのです。いわゆる植物状態とか遷延性

意識障害というふうな状況になっていっていたんです。無理矢理、命を奪うとか、

そういうことではなくって、その状況で生きられるところまで生きさせる。細胞

レベルで崩れていくまで。だからそれをずっと見ていたつもり。 
 
母はおばあちゃんの役割をずっと果たしていた 
 A：そのときにお母様の存在というのは、川口さんにとってどんな存在だった
んですか。 

 川口：私にとってですか。外で仕事をし
たり、協会のお仕事や患者さんのところに

行ったりして、何か言われたりして傷つい

て帰ってくると、母がいて、母の周りにネ

コがいて、私の子どもがおばあちゃんと留

守番をしていて。母に「ただいま」と言っ

て触ると温かい。そういうふうに母が家の

中心にいつもいたんです。その周りにみん

ながいてくれて。 
 いま考えると、母は留守番ができていた

んですね。母が１人でいるっていうことは、

必ず家族のだれかか、ヘルパーさんがそば

にいてくれることだから、24時間温かい、 帰ってくると、母がいて、 
 母の周りにネコがいて…… 



いつも人がいる家だったんです。ですからうちの子どもたちは、おばあちゃんが

いつもいる家で、いつも誰かがいて声をかけてくれる家に育った。たいていは私

かヘルパーさんなんですけど、そういう環境を守ってこられたというのは、やっ

ぱりおばあちゃんの役割を果たしていたんですよ、母はそうなっても。 
 A：おばあちゃんの役割もあったし、川口さんのお母様としての役割もしてく
れた。 
 
病気になった姿で生きていくのが 一番教育になる  
 川口：そうですね、それを私は体験している。まだ３年生とか２年生とか小さ
な子どものいる若い母親が患者さんになると必ず、死ななきゃいけないとか言う

んですよ。私が死ねばたぶん新しいお母さんが来るから、その健康なお母さんに

育ててもらったほうがこの子たちは幸せとかバカなことを言うんです。何言って

んの、お母さんは病気になった姿で生きていくのが、一番教育になる、子どもた

ちにとって。どんどん悪くなっていったとしても、存在自体が子どもたちには大

事だから、とにかく頑張って生きていってというふうに言っちゃうんです。 
ただ、本人にしてみれば、その身体で生きていくことはものすごく辛いことだ

と思うんですよ。薬盛ってもらって眠るように死んでいったほうが楽といえば楽

ですし、本人は本心それがいいと思っている部分もある。でも、あえてお願いす

るんですよ。大変かもしれないけど生きていてほしい。 
それはね、自己決定を邪魔しているわけではなくて、私のお願いなんです。あ

なたに生きていてもらわないと困るから。子どもたちはまだそれが言えないし、

お母さんがいないなんてことはわからないから。私はやっぱり若いお母さん患者

には言うんです。子どもが成長するまで、せめて成人するまでは、植物状態にな

っても、ミイラになってもいいから生きててちょうだいって。お母さんというの

はそれぐらい大切な存在だから。それは私が母に対してホントにそう思ったこと

なんです。 
その代わり介護を引き受ける。家族だけで介護をやらせるわけにはいかないか

ら、なんとか私がヘルパーさんを連れてくるからね、というのが事業所を始める

動機。うちの事業所のみんなも頑張って、それでもうちの事業所で足りなかった

ら他の事業所を紹介したり。本当にさまざまな手を使って同じALSの家族を支え
たいと思ってやってきた。 

 



まだ温かい身体をさすって、ありがとうと言いました 
 A：お母様を12年の介護の末に看取りますけど、どういうふうに。 
 川口：あのころは……、母にベタッと密着していた妹に彼氏ができて、妹の集
中力が弱まったんですかね。 
 私はもう協会や介護の仕事をバリバリ始めていたから、ああ、母の役割はもし

かしたらそろそろ終わるのかな、と。 
 A：そういう予感というか。 
 川口：うん、予感がして。そうしたら、先生もそろそろかもしれないと言った
んです。そうしたら３か月後に多臓器不全というのになって、臓器が一度に働き

をやめてしまって。寝たきりの人の老化ですね。これはそろそろかなって。だい

たい１か月、２か月前ぐらいから本当に身体が細胞レベルで弱ってきているのが

わかったんです。経過を見ていたらどんどん悪くなっていって。10年以上介護
していると、いつかこの日が来ると思って、頭の中でシミュレーションができて

いるので、心の準備もできていたから、きちんと自分たちだけで看取ることがで

きたんです。 
 A：息を引き取られて、そのときはお母様にはどんな言葉を。 
 川口：ありがとうって言いました。妹も言いました。まだ温かいから、身体を
さすって、ありがとうと言って。泣かなかった、全然。そのときは、涙出なかっ

たです。それからお葬式の用意とか、バタバタして、涙が出なかったけど、お葬

式で初めて泣いた。火葬場でね、火葬場でまさにボイラーで焼かれるわけですけ

ど、そこは、私、地獄の釜みたいだと思って、そこに入れるときに棺のフタを閉

めて釘を打つじゃないですか。あれがね、ダメだったですね。そんなことしたら

母は出てこれなくなっちゃう。母の身体に対する愛着がすさまじくあるんですよ

ね。私たちそういう身体を24時間365日看て世話してきているから、母の身体が
焼けちゃうっていうのが、もう許し難かったんです。これはダメ、ちょっと待っ

て。打たないでクギを、って言って。そのとき涙が出てきて、ああ本当これで最

後だ、身体がなくなる、と思って。そのときにオイオイ泣きました。 
 
本当に良く生きてくれた 
 A：賢明に生きられたんですね、お母さん、その、最後までね。 
 川口：本当に良く生きてくれたし、家族に迷惑かけるから死ぬとか言ってたの
に、最終的には、家族だけじゃなくて社会のためにも生きた。みんなのために苦



しかっただろうけど、一生懸命生きてくれ

たんだと思います。逆だったんですね、最

初に思っていたのと。全然迷惑じゃなくて、

それどころか母が頑張ってくれたおかげ

で、在宅で郵便投票ができるようになった

し、介護が大変だったからヘルパーさんに

も痰の吸引をさせたいということで運動

して、それが法律になったり、それから素

人からヘルパーを養成するというのも、母

の介護をきっかけに始めて、全国の患者家

族に教えて歩いたのが、さらに広がっているし、あと尊厳死法制化に抵抗するこ

ととか、母を基点にして、死について考えてきたから。 
 私はときどき母が十字架にはりつけになっているキリストと重なるんです。ど

んなに辛かっただろうと思うんです。辛かっただろうけど、そうやってのたうち

回ってくれることによって私も含めてみんながわかった。頑張った。で、制度や

機械などよいものが出来てきたってことなのかな。だから患者さんは辛くても死

んじゃいけないと思うんです。自己肯定感がなくなっても、最初の数年間は死に

たくなっても耐えなきゃいけない時期で、だけどたぶんそうして長く生きていく

うちに、何か役割を発見して、みんなが協力してくれる。必ずそういうふうにな

っていく、それが人間の社会だと思えるようになりました。 
 
日本は代々ハッピーな患者さんが多い 
 A：川口さんのお母様が開かれた道によって、どんどん次の患者さんが続いて
きたんですよね。 
 川口：そうですよね、うちの母だけじゃなくて、いろんな患者さんが私たちと
同じような経験をして、そこから輪が広がっていって、日本各地で同時発生的に、

発展してきているものがあります。特にこの90年代の後半ぐらいから呼吸器を
つける患者さんたちがすごく増えてきた。で、2000年以降は制度もできた。介
護制度もできてきたことで、障害者がハッピーになって社会に出てくるようにな

ってきて、日本社会の中の重度障害の人たちの姿が見えるようになってきた。こ

れは変わってきたということなんだと思います。だから、日本じゃALS患者の3
割もが呼吸器をつけられるんです。ちなみに他の国は1割以下だとか、1％以下

（有）ケアサポートモモ 
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 代表 川口有美子さん 



だとか。ほとんど呼吸器はつけないんですよ。だけど日本はそうやって代々ハッ

ピーな患者さんが多いので、その人たちがALS協会などで活躍していますね。無
茶なパフォーマンスもいっぱいして。その新人というか、新患の新しくALSの発
症をした人たちにパフォーマンスを見せると、元気になるということで。 
 A：じゃあALS協会の新患コンパって結構すごい（笑） 
 川口：ああ、そう、新患コンパやってみたくなりますね。いいですね。 
 
患者さんたちは国境を越えて 限界にチャレンジ 
 A：みんなで富士山に登ろうとかは。 
 川口：みんなで飛行機に乗っていこう、はもう普通になってきちゃった。だか
ら３人呼吸器つけている人が1つの飛行機で移動するとかってやってます、最近。 
 2000年、オランダで安楽死法制化になったときに、日本ALS協会から３名の
呼吸器の患者さんが初めて飛行機に乗って、モノ申しに行ったわけですよ。なん

だ、そんな法律作っていいのかと、文句言いに行くために命がけで飛行機に乗っ

ていった。当時は呼吸器をつけて外出さえままならない時代。それが飛行機に乗

るなんてあり得ない。だけどやっちゃったんですね。そうしたら、欧州には呼吸

器をつけている人なんかそんなにいないから、医者までビックリしちゃって。日

本から、呼吸器をつけている軍団が来た。わざわざ寄ってきて、そんな身体にな

って生きていて楽しいのと聞いたって（笑）。怒られた家族もいる。患者の人権

を無視している、患者さんの自己決定を無視して呼吸器をつけちゃって、なんて

ことしているんだと言われた人もいる。だけど、日本の患者さん自らが、いや私

たちはこれで幸せです、楽しいと言ったんですよ、文字盤とかで。そうしたら、

ドイツで暮らしているALSの人たちが、ああそうか、僕もやりたい、呼吸器をつ
けたいと、そのとき言えたのね。治療してみたいと言えた。 
やっぱり、患者さんたちは国境を越えて人間の限界にチャレンジして乗り越え

ていくね。こんなことできないだろうって思われていることを、どんどんやっち

ゃって、制覇していくという快感があるんじゃないかな。オリンピックを見てい

るような感じですね、私たちからすると。しかも私たちも参加して一緒にそのプ

ロジェクトをやっているわけでしょ。 
 A：患者さんの中にはいろんな生き方をされている方がいて、無茶なチャレン
ジをしたりとか。 
 川口：そうそう。 



 A：1人暮らしをしながら自分で介護事業所を経営されている方とか。岡部宏
生さんは2006年にALSを発症、３年後ですね、呼吸器を装着されて、いま日本
ALS協会で理事をされてるんですが、都内で1人暮らしをされているんですね。 
 川口：はい。 
 
いろいろあるけど結構元気です 岡部さんからメッセージ 
 A：自分でヘルパーの方も育てたりして。その方がこの番組を聞いている方に
お伝えしたいということでメッセージをいただいたのですが、読み上げさせてい

ただきます。 
 「いろいろあるけど結構元気です。うれしいことも喜びもたくさんあります。

それを含めていろんなことがあるということです。キザに言うと、人の生き方に

はいろいろあることの体現者です」――という言葉をいただいたのです。 
 川口：うん。重いですよ。そういうふうにサラっとおっしゃられるようになら
れたけど、私は岡部さんを前から存じ上げているので、死んでしまいたくなるよ

うないろんな辛いこともあって、それを全部やり過ごして、いまの岡部さんがい

らっしゃる。いまのその明るい文章が書けたということは、私はもう感無量です。

走馬燈のように、2006年以降の岡部さんとの時間がクルクル廻って来ちゃった。 
 A：「いろいろあるけど結構元気です。うれしいことも喜びもたくさんありま
す。それを含めていろんなことがあるということです。キザに言うと、人の生き

方にはいろいろあることの体現者です」――人の生き方にはいろいろあることを

自分が体現しているという、すごく心強い、強い言葉ですね。 
 
自己肯定感が高まっていく 人間性の勝利 
 川口：そうですよね。それはたぶん、長生きの患者さんたちがみんな思ってい
ることで、自己肯定感を取り戻した患者さんたちの言葉ですよね、岡部さんがい

ま言われているのは。表現こそ違え、そういうことを言い出すんですよ、患者さ

んたちは。自己肯定感が強くなっていく、あんなに自分を卑下していたのに、長

生きしてくるとそういうふうに言い出すというのは、私は本当に素晴らしいこと

だと思っています。それはまさにその環境とか人との関係性によって自分を取り

戻しているんですよ。だって病気は悪くなっているから、できないことはどんど

ん増えていく病気でしょ。治らないし、後戻りもせずひたすら悪くなっていく。

だから身体は前より確実に悪いんですけど、なのに自己肯定感が高まっていくと
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いうのは、これはやっぱり人間性の勝利というか、自分でなんとかしなさいとか、

自分で責任をとか、そういうのとは違う次元の考え方に基づいて生きていかれる

ようになっているんでしょ、たぶん。 
 
そのまんまでいいよ 遠慮なく生きてちょうだい 
 A：自分でなんとかっていうのを、捨てるっていうことですか。 
 川口：捨てるし、それを許している。周りがいいよと言うし。そのまんまでい
いよって。だから病気は悪くなっちゃっても、いいのよ、あなたは変わらないか

ら、だから遠慮なく生きてちょうだいっていう、そういう周りの人たちや環境が

あるということですよね。 
それから自分がどれだけ貢献しているかということが岡部さんはちゃんとわ

かってきているから、こういう言葉が出てきているんだと思う。ALS協会の副会
長として、いま各方面と交渉しているし、それで大切な法律や制度が出来ていく

んです。実は一般の人からは見えないところで患者さんたちが政治家とか政策立

案者、厚労省の人たちと話をしていろんな仕組みを作っているのだけど、まさに

そういうところで岡部さんが一生懸命訴えているということもある。 
もうちょっと近くでは、ヘルパーさんたちがいて、ヘルパーさんたちに介護を



頼んでいることによって彼女たちの生活も支えているということもある。それか 
ら私みたいな岡部さんとの友情というか、辛いことがあると私は岡部さんにメー

ルして相談したりして、泣いたりしたこともあります、岡部さんのところで。で、

そういうときには話を聞いてくれて、私よりちょっと年上の男性なので、温かい

アドバイスをいただくとホッとしたり。 
 
ALSに勝利したと言えるんじゃないかな 
だから岡部さんだけじゃなくて、いろんな患者さんがいて、１人１人が、本当

に自分では何も出来なくなっちゃうけれども、いてくれることによって、みんな

が豊かになっていく、存在がかけがえがなく大切だということは、自然にわかる

んです、周りの人間にはね。だけど本人がわかるようになるというのが大事なん

ですよ。でも岡部さんはちゃんともうわかっておられると思うんですよね。 
ここまで来られるのに、辛いこと、いろんなことがあって、そのたびに、いつ

でも僕は死んでもいいよとか、呼吸器外せるんだったら外すよとか、そういうこ

とを私に脅すように言ったりもした。いまだって、そう思われることはあるんで

しょうけど。でも、さっきの言葉が出てきたということはやっぱり、私にとって

もすごくうれしいし、岡部さんにとっても、なんていうか、ALSに勝利したと言
えるんじゃないかな。 
 A：治らない病気だけど、勝利できるんですね。 
 川口：勝利できる、私、ALSだけじゃなくて難病の患者さんはやっぱり同じ経
緯を辿られると思うんですね。最初はもう、「ええっ、こんな病気になっちゃっ

たの、どうやって生きていったらいいの」「働けないじゃない」とか。「こんなん

だったら結婚もできないし」とか。いろんな悲惨なことがあって、そういう中で

も自分の存在価値というものに目覚めていく。自分に対しても肯定感をちゃんと

取り戻していかれる。最初が一番落ち込むんです。そこで自殺してしまったり、

死ぬ権利ということで安楽死ができるような国がありますけれども、そういう法

律を使って死んでしまったり。それはね、もったいないと思うんですよね。 
 
自分を否定すれば尊厳を失う 
自分が病気になったら自分でどうにかしなさいとか、自分で自分のことができ

なくなったら生きていてもしょうがないという考え方に基づいては生きられな

い。死ぬことになってしまうんです。治療をしないで死んでもいいと自分で決め



ておくということは、誰も助けなくていいということだから、それは死ぬしかな

いですよね。自己を否定すれば尊厳を失う。みじめな生だから死ぬということで

す。そうではない、病人はみじめではないという考えに基づけば、岡部さんみた

いな言葉を、全ての患者さん、全ての難病患者さんから引っ張り出すことはでき

るはずなんですよ。 
ただやっぱり格差がありますね。東京の患者さんだからこういうことが言える

と言われる。地方の患者さんには資源がなくて、人がいないとか、ヘルパーの制

度が使えなかったりとか、いろんなことがあってここまで自分を取り戻せない、

そうはっきりいう方がいらっしゃいます。でもそれはどうなのかな。岡部さんの

一番の目的も格差をなくすことなんじゃないかな。うちの母がベッド上で訴えた

ことも、やっぱりそういうことだったから。 
 A：在宅投票をするときに自筆で書かなきゃいけないっていうのはおかしいと
お母様がおっしゃった。何かしら方法があるということなんですね。 
 
やっぱり開かれていくことが大事なんですよね 
 川口：これもいろいろ意見があると思うんだけど、私もそうだったんですよ。
私ももうおしまいだと。私は「おしまい」と思ったときが何回かあって、私も死

んでしまいたいと思ったこともあったんだけれども。なんであそこから立ち直れ

たのかなと思う。それは前回お話ししたように、多方面から有益な情報が入って

きて、私にいろんな知恵を授けてくれる人たちがいたからということだと思いま

す。やっぱり開かれていくことが大事なんですよね。 
 A：開いていくと、思ってもみなかった御縁があったり、結構それで元気に生
きられていく。 
 川口：自分の考え方と違う考え方を持っている人と付き合うというのが宝でし
ょ。ああそうか、そういう考え方をするんだって思ったら、やっぱりそれを取り

込んでいきますよね。そうすると、にっちもさっきも行かなかったのに、なんか

道が、見えない所に道があったみたいに。そういう出会いが結構私の場合は本当

にありがたいことに多くって、もうダメだなと思ったときに、ああこっちに道が

あったと思って、そういうふうに思ってやってきてるから。だから、患者さんは

もちろんそうだと思いますけれども、介護をしている家族もそう。とにかくいろ

んな人の話を聞くというか、出会うとか、相談をするとか。自分だけで抱え込ん

で悩まないということが大事かな。なかなか出来ないんですよ、それが。 



 A：そうですねえ。 
 川口：出来ないんです。介護しながらだと。時間や余裕がないのと気持ちが落
ちこんでるのと。クタクタになっちゃうんです。振り返ってみると失敗だらけで、

ああしたらよかったとか、こうしたらよかったって。たくさんの出会いがあり、

情報が与えられても、そこでそのときの私が稚拙な取捨選択をしてることもある。

振り返ると、あのときは見向きもしなかったけど、あの人のあの考え方が、実は

尊かったんだなってわかる。で、気付いたら迷わずやり直すんです。人生に遅す

ぎたって言葉はないんで。 
 
情報の拡散 次の患者さん家族に伝えていく 
 A：今、川口さんはALS協会の理事として、患者さんとか患者の家族の方を支
える仕事をされていますけれども、どういう支援をされている……。 
 川口：一つは情報の拡散です。これはと思ったことは伝える。それから次の患
者さんと家族に伝えていくということは、絶対みんなにやってほしい。ALS協会
は不思議な患者会で、死生観の全然違う人たちが集まってそれでも存続している。

たとえば、私は自分の親には呼吸器つけてほしいと言ったけれども、呼吸器をつ

けないっていう人の選択も尊重するんですよ。それは誤解されているところなん

ですけど、あえて言わないけれども、私も何人か患者さんを亡くしています。絶

対呼吸器をつけなきゃいけないとか、そういうことは言わない。自分の選択に満

足している方に対してはそれを尊重する、すごく大事なことですね。 
だから、いらっしゃいますよ、私はいい人生だったので、ここで幕を引かせて

と。別に誰かの迷惑にならないために死ぬとか、そういうことじゃないんだと。

自己決定とか、そういうことでもないんだと。ただ私はもうここでいい。これで

命を閉じてこれですごく幸せだから、呼吸が止まるまで、楽しく過ごせるように

接して、という人はいます。それはそれでいいんです。ただ、この病気は呼吸器

をつけてからが長いんですよ。だからどうしても呼吸器つけた人の支援に一生懸

命になってしまうので、ALS協会というのは呼吸器をつけている人しか支援しな
い団体というふうに映っちゃうのだけれども。７割の人が死んでいくという̶̶̶。 
 
患者さんが公平に選択できるようにしてください 
 A：呼吸器をつけないという選択をされる。 
 川口：そう、要するに私の周りでも７割の患者さんが死んでいくということで



すから、それはそれでご遺族には「大変だったねえ、よく頑張ったね、ご苦労様」

と言って、天国からきっとずっと見ててくれるからね、患者さんの分まで生きよ

うねというふうに言います。でもそうじゃない人とは長い付き合いになる。20
年とか付き合って行くわけですよ。 
 A：呼吸器をつけてて。 
 川口：そう。だからそっちはしょっちゅうジタバタして生きていくわけだから、
そっちの支援がもう本当に大変なんで、どうしても声が大きくなるっていうか、

この人たちをなんとかしてーと言わざるを得ない。だからどういう選択も本人が

本当に満足であればそれは認めなきゃいけない。 
 ただときどき、ちゃんと説明もしないで、呼吸器をつけないほうに引導しちゃ

う医者とかいるから、それは怒ります。それはね、違うでしょうと。患者さんに

ちゃんと情報を提供してください。それから患者さんにとって公平に選択できる

ようにしてくださいと。死んだほうが楽だよとか、モルヒネ使ったら楽に死ねる

よっていうことを先に言わないでって。介護の人が足りないんだったら、なんで

介護制度が使えるように応援してくれないのと。やっぱり介護が問題なんですよ。

この病気は。 
 A：そうですね。ご本人が決めるというよりも、社会的なサポートがないとい
うことでそちらを選ばざるを得なくなったりということもあるんですね。 
 川口：そうなんです。呼吸器をつけないほうが選択しやすいというか、どうし
ても死ぬしか選択肢がないという状況に陥っていきます。だから、呼吸器をつけ

られるような選択肢を用意しておいて、呼吸器をつけてもいいんだよと、私たち

は大丈夫だからと家族が言えれば、フェアです。だから遠慮なく生きよう生きよ

うよと言っていい。それは患者さんの意志を尊重しないわけではなくて、それで

公正、フェアなんですよ。 
 
大丈夫 安心して。それでフィフティフィフティ 
 A：大丈夫、支えられるよということを言って。 
 川口：大丈夫。だから安心して呼吸器もつけていいよと。それでフィフティフ
ィフテイ。それをすごく誤解されていて、周りの人がね、そういうふうに生きよ

う生きようと言うのは圧力だというんだけど、そうじゃないですよね。みんなで

大丈夫と言ってもなおかつ、いや私はつけないという、それは本人の選択だから、

それはいいんじゃないかと思うんですよ。でも、周囲はみんな黙っちゃって何も



言わない。在宅介護なんて自信ないし、実際できないから言えないわけで。家族

を支えないといけないんです。家族は支えられると、安心して大丈夫だよと言う、

そこまでなんとか体制を整えたいんですよね。 
 
弱い自分を許す ALSから学んだこと 
 A：川口さんがALSから学んだことは。 
 川口：まあ、本当にいろいろあるんですけれど。ありのままの自分を認めると
いうことでしょうね。それは弱い自分を許すということでもあるし。私、本当に

真面目でガチガチの人間だったので、そういうのを全部脱ぎ捨てたときに楽にな

ったから。そういうことを重度の障害を持っている人たちから教わっていると思

います、日々。みんなすごく大変なんですよ。ベッドからトイレに移るのが大変

だったりとか。それからコミュニケーションが大変だったりとか、そういう日々

のいろんなことがある中で、だけどどこかで自分を許しながら、なんかもう出来

ない、もう出来なくていいやとなったときに、新たな発見があるというか、先に

進めるんです。 
そういうことを患者さんがのたうち回りながら、だんだん自分でもういいやっ

て、こう解除していくっていうのを、母もそうだったんだけど、他の患者さんの

そういうチャレンジを見ながら、私ももう頑張るのを止めなきゃと、ときどき、

いまだに思うんですよ。最初の解除は、自分で介護をして仕切っていた。あれを

止めてヘルパーさんに入ってもらった、それが最初の「まあいいや」です。 
 
私は出来ない でも私は素晴らしい 
 A：手放すっていうのが意外に自由につながっていくのかもしれないですね。 
 川口：そういうことでしょう。だから弱いっていうことは自由に近いんですよ
ね。要するに自分で全部やらなきゃいけないとか、立派な自分でいようと思うと、

自分に対して自分で圧力をかけている状況だから、自分を実は苦しめているんだ

けど、私はもう出来ないとか、私はもういいの、いいのと言っても、だから自分

はダメ、ということじゃないんですよ。私は出来ないんだけど、私は素晴らしい、

なんですね（笑）。そこが大事。 
出来ない私が好きとかね。出来ないことは出来る人にやってもらおうと、そう

いうふうになってくると楽に人とつながっていく。ずっとそうやってたぶん、私

はALSの母を見てきながら、そういう生き方を学んできたんだと思います。病気



や障害の重い人たちとの付き合いから学んできたと思うので。 
 
自分を大切にできないと 他人を大切にできない 
 A：その、手放しながらも自分のできることはこう、いまALS協会のことをや
ってらっしゃるようにやりながら、自分の人生を自分から自由にしていくと。 
 川口：はい、自分を大切にできないと、他人を大切にできないし、ある意味利
己主義で良いんだと思うんですね。自分が一番大事と思う人ばっかりだったら、

お互いに尊重できるでしょう。自分が大事、あの人も自分が大事、私も自分が大

事。だから誰かのために我慢しなさい、我慢させなさいよっていう緊張関係があ

るよりは、それぞれが自分が大事と思い合っている人たちが、互いに尊重し合う

という、ある意味個人主義ですよね。そういうところは日本人は一番苦手なとこ

なんだけれども、それができるとたぶん、個人単位の支援の必要性を考えるよう

になる。 
 日本の社会はいまもって家族単位だけど、家族でなんとかしなさいじゃなくて、
個人が尊重され、家族に縛られず、自分らしい生き方が達成できるような社会に

なっていくといい。それは日本がいま、一番考えなきゃいけないことだと思うん

です。 
 A：2日間にわたりお話を聞かせていただきました。ありがとうございました。 
 川口：ありがとうございました。（以上） 
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 2004年 訪問介護事業所「ケアサポートモモ」設立 
      橋本みさおさんの「さくら会」を NPO法人化 
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