
    『生命のコミュニケーション』にみる「告知」 
 

 

 『生命のコミュニケーション－－－筋萎縮性側索硬化症

（ALS）患者の記録』（豊浦保子著、東方出版、1996 年）。 

 近畿ブロック設立以来 7 年間、水町真知子さん、豊浦

保子さんが中心になって、ALS 患者さんの自宅や入院先を

訪問し、呼び鈴やナースコールのスイッチの設置、パソ

コンの貸し出し・使用の援助などのコミュニケーション

支援を試行錯誤してきた活動の記録です。その中から、

「告知」に焦点をあてて、ALS に直面した患者さん、ご家

族が、それでもなお生き抜く意欲を高めていく姿をご紹介します。 

 

 

 病名告知のみで、病状も予後も知らされないまま 
 不安にふるえる 
             松山健一郎さん（仮名・66歳） 

 

 1994 年（平成６）8 月、大阪府のある保健所の保健婦さんより、予後を知らさ

れないまま退院した患者さんのコミュニケーションの件で電話相談が入った。 

 1 か月後、介護者の妻 E 子さんから「声が出なくなりました……」という電話

があったので、郊外の閑静な住宅街にある松山さん宅を訪問。 

 

「病院を紹介します」と逃げる医師 
 病歴を聞かせていただいた。 

 去年の 93 年５月に、肩が上がらない、物が握りにくいという症状が現れたた

め、五十肩かなと思い、近所の医院で受診。湿布薬をもらい貼用するも、効果な

し。 

 ９月、ペンが持ちにくくなり、接骨医やカイロプラクティクスに通うも、効果

なし。 

 11 月、握力がなくなり、ゴルフが不可能に。 



 12 月、T医大神経内科を紹介され受診。頭や頸椎の MRI を撮っても異常がなか

った。筋電図の結果、運動ニューロン疾患と告げられる。不安になり、いろいろ

質問すると、医師はめんどうくさがり、答えるかわりに、S 病院や K 病院など神

経内科のある民間病院の名前を挙げて、「紹介します」と逃げる。 

 翌 94 年３月、S 病院に検査入院。ALS と病名を告げられた。本人には病名告知

のみで、病状の説明や予後は知らされないまま５月に退院。退院後は２週間に１

回、タクシーで通院（料金は往復１万円余り）をしている。 

 94 年７月下旬ころからしゃべれなくなり、８月からは散歩ができなくなる。 

 

思い詰めた表情で質問を始めた 
 私たちが訪問した９月には、この半年間の体重減少が 10 キロ以上にもなって、

首を支えるのが重いという訴えがあった。しかし、座位から立ち上がるのには介

助が必要だったが、室内での歩行は何とか一人でも可能で、トイレも介助があれ

ば用が足せる。 

 １時間近く話を聞いてから、パソコンの説明に入る。スイッチは、足が動くの

で足踏み用のペダルスイッチを利用。比較的容易に使えた。次にパソコンの使い

方の説明。真剣な表情だ。足で打ってもらった。大丈夫、使えそうだ。次の訪問

時に、プリンタを貸し出すことを約束する。 

 帰り際になって、松山さんは思い詰めた表情で質問を始めた。文字盤を足の指

で差し示しながらだ。 

 「この病気は手足の麻痺と言葉だけですか。その他の症状はないのですか」 

 座り直して、覚悟を決めた。松山さんがどこまでご存じなのか正確に知りたく

て、 

 「医学書は読まれましたか」 

 「いいえ、読みたいと思っています。今後どうなるか不安で」 

 「病院では何と言われましたか？」 

 「退院のときは手だけと言われました。こんなことになるとは夢にも思わなか

った」 

 「こんなこと、というのは？」 

 「言語障害と足のもつれが出てきました。飲み込みも悪くなったし、むせるこ

とも多くなって……。精神状態がものすごく不安定で、夜は安定剤を飲んでいま

す。起きているときも、一人でいると不安で、身震いが起こります」 



心を鬼にして答える 
 松山さんの恐怖心が私たちにも伝わってくる。ALS は体力が落ちたときに、症

状がすべて一度に出そろうことがある。 

 心を鬼にして答えた。自覚のある病識を認めてあげることが、せめてものいた

わりになるような気がしたからだ。 

 「上肢が動かないことも、足のもつれも、おしゃべりができなくなったことも、

むせることも、すべて筋萎縮という原因があって起こってきていることです。い

ま不安に思っておられることは、ALS という病気の症状なのです」 

 松山さんは子どものように素直に聞いてくれる。胸がいっぱいになった。 

 「ALS という病気は筋肉以外は健康です。内臓には問題がありませんし、頭脳

や感情が衰えるということもありません。人によっては呼吸にくる場合もありま

すが、それも治療法はあります。最悪の場合も知った上で、ご自分で考え、生き

方を選択されることが、ご夫婦二人の生活には大事なことかもしれません」 

 

妻は静かに涙ぐんでいる 
 残酷と知りつつも、言わないわけにはいかない。 

 「周囲の人にはかえって、そう深刻には見えないかもしれません。わりに元気

に見えて、大事をとりすぎて臆病になってるように見える場合もあるのです。し

かし自覚症状のとおりですから、できること、できないことをご自分で判断され

て、ご家族もそれを大事に聞いてあげるといいと思います」 

 妻の E 子さんは静かに涙ぐんでいる。そんな E子さんを目にして松山さんは、 

 「妻は観音様と思っている」 

 と、文字盤を足の指で指し示した。 

 「大変な病気ですけど、栄養が十分とれなくなったり、困ったことが起きても、

対症療法はあります。この病気と闘っている人もたくさんいます。一緒にがんば

りましょう」 

 と声をかけると、松山さんはうなずく。心の動揺を必死に抑え

ておられたのだろう。 

 帰りの挨拶をして玄関で靴をはいている私たちの後ろへ、松山

さんはひょろひょろと歩いてこられ、見送ってくれた。上肢が動

かず、頭が重そうに前に垂れている。不安定な状態で立っている

にもかかわらず、何度も何度も頭を下げて挨拶をしてくださった。 



 病気の渦中にいて不安に苦しむ患者さんが病気の中身を聞いてこられたとき

は、できるだけ正確に注意深くお話しすべきだと思う。逃げることは、その手を

振り放すことになる。それでも私たちは、松山さんがどう受け止

めてくださったか、心配だった。今夜は特に松山さんは眠れない

だろう……と思うと、胸が痛んだ。 

 

早く孫に手紙を出したい  
 私たちは数日後、松山さんの件で担当保健婦さんに、 

 ○意思伝達装置を申請の際に言語障害３級が必要なので、身障

手帳の書き換えが必要。 

 ○吸引器が必要な状態と思われるので、申請を手伝ってあげてほしい。 

 ○往診医が必要な時期と思われる。 

 ○当面は栄養が十分とれるよう、患者さんの目標をそちらへ向けてほしい。 

 というような話をした。 

 同じころ、妻の E 子さんから電話がある。会報が届いたこと、昨日は痰が切れ

ないので S 病院で点滴と血液検査をしたこと、そしてパソコンを練習している、

といった内容だった。 

 初回訪問から１週間後の９月 10 日、私たちは松山さんのことが気になり、プ

リンタを持参して再度訪問。松山さんはテレビ画面いっぱいに、 

 「今日は御苦労様です。色々とご配慮いただき厚く御礼申し上げます。その後、

毎日練習させていただいております。早く手紙を出したいと思っております。よ

ろしくお願い申し上げます」 

 と書いて、待ってくれていた。早く、S 県に住む孫に手紙を出したいというこ

とだった。 

 E 子さんが「毎日、２時間夢中で打っていて、その間に大急ぎで買物に行って

も主人は何も言わなくなりました」と笑うと、松山さんも穏やかな笑顔を見せる。 

 

亡くなる前日までパソコンを愛用 
 しかし 11 月になると松山さんは、経口摂取のみでは必要カロリーが摂れなく

なり、経鼻管からの栄養剤摂取に切り替えるため S 病院に入院した。予定は１、

２週間だったが、体力が衰えていたのか、肺炎に感染してしまう。それでも 12

月にいただいた手紙では、 



 拝啓 晩秋の候、皆様にはお元気で、ALS のボランティア活動の由、承わり

感動致し、頭の下がる思いです。何時も色々とお世話になり、また病院に二

度もお見舞い頂き、厚く御礼申し上げます。パソコンは早速息子に運んでも

らい、便利に使わせて頂いております。有難うございます。入院も、短期間

の予定が肺炎にかかり、高熱が三週間続きました。やっと熟も下がり、痰も

減り、近く退院出来ると思っておりましたところ、一寸の油断から再発しか

かり、朝晩点滴を受けております。今度は完全に退治して帰りたいと思って

おります。今後ともよろしく御指導の程お願い申し上げます。皆様によろし

くお伝えください。                      敬具 

 
 と意欲的だった。 
 ……けれども、年が開けた 95 年１月、松山さんは亡くなった。入院後ずっと

病院に寝泊まりして介護されていた E子さんの話では、松山さんは家に帰ること

を楽しみにし、そして貸し出しのパソコンは亡くなる前日まで愛用されていたと

いうことだった。 

      

 私の病気は何ですか 
 情報は閉ざされ、予後を知る権利も奪われている 
                 
                 辻本弘子さん（仮名・49歳） 

 

 午前 10 時半過ぎ、府県の境を三つ越えた JR の駅に到着。改札口を出たところ

で、今回の訪問の依頼者である A 病院の医師の出迎えを受けた。病院へは、車で

約 10 分。車中、辻本さんの夫の強い希望で、本人への告知はされていないこと

を知った。病院に着き、車を降りるときにもう一度、「本人は病名を知らないの

で気をつけて」と、念押しがあった。 

 

妻には告知していない 
 病院に入ると、ロビーでタバコを吹かしている中年の男性がいた。医師と目が

合うと立ち上がり、歩み寄って来る。その人がこれから訪問しようとする患者さ

んの夫であるとは、医師から紹介されるまで思えなかった。なぜか家族に見えな

かった。 



 病室へ向かう前に、看護婦詰め所で夫の Nさんと話をした。そのときも Nさん

から、妻には告知していない旨の念押しを受けた。 

 N さんは「患者会に入りたいとは思わない、妻と娘には病名を隠したままでや

っていきたい」という。辻本さんの病気が ALS であると知っているのは、夫と妻

の母親と東京に住む息子さんの 3人。N さんは「患者会には関心はないが、サー

ビスは受けたいというのはエゴだと思う」ともいった。Nさんには、自分の言い

分だけをはっきり告げると、それ以上の会話を拒否する雰囲気があった。私たち

も言葉の接ぎ穂がない。だれもしゃべらなくなって、こちらのため息だけが大き

く響く。 

 「……とにかく、行きましょうか」 

 重苦しくなった空気から逃れるように、病室に向かった。 

 

まだ若く 好奇心も旺盛 
 病室は個室。辻本さんは 49 歳。初発は 1992 年（平成４）4 月。まず下肢の脱

力と球まひ症状が現れた。同年７月、B 大学病院で確定診断。12 月下旬、呼吸困

難のため A 病院に入院して気管切開。翌 93 年１月に人工呼吸器を装着した。使

用している人工呼吸器は LP6、栄養は経鼻管にて摂取。 

 全身の中で動くのは、あご。右手親指も多少動く。そこで遮断型光センサーを

利用し、右手でスイッチの入力ができるように援助。そのスイッチを使い、Pワ

ードソフトの使用方法の説明をした。辻本さんはまだ若く、好奇心も旺盛で、パ

ソコンの習得には熱心だった。 

 現在の介護体制は、週日の昼間は 70 歳過ぎの辻本さんの母親、夜は娘さん、

週末は夫の N さんと、交替で 24 時間つき添っている。辻本さんの母親はそれま

で四国に住んでいた。娘さんも四国の短大を卒業し、そのまま地元で就職してい

たが、辻本さんの入院とともに呼び寄せられた。 

 辻本さんの母親は糖尿病を患っており、一時はストレスなどで血糖が上がり、

入院が必要な状態だったという。現在も毎日インシュリン注射が欠かせない。こ

のため週２日は昼間だけ家政婦を頼み、その日は自身の外来受診と休養日にあて

ている。 

 辻本さんの入院によって、家族の生活はすっかり変わってしまった。これほど

家族を巻き込んだ闘病生活を送っているのに、本人と娘さんには病名が知らされ

ていないのはやはり不自然に思われる。夫の N さんは、告知による本人の精神的



なショックを懸念し、また娘については縁談に差しさわるのではないかと思って

いるとのこと。 

 

知らされていないことが痛ましく 
 しかし辻本さんはもちろん娘さんも、主治医にどういう病気なのかと何度も尋

ねたという。辻本さんが聡明で、好奇心旺盛な人であるだけに、よけい知らされ

ていないことが痛ましく思えた。家族が 24 時間介護にかかわりながら、どこか

バラバラな様子に見えるのは、このためかとの憶測もわく。 

 だれよりも患者である辻本さん自身が、いまの状態は納得いかないだろう。病 

気の情報は閉ざされ、予後を知る権利も奪われている。病

気を知ることは、大きくは、これからの人生をどう生きる

かを考え、生かされている時間を支え合い、励まし合って

生きることにつながっている。 

 とはいっても、告知の問題は本当にむずかしい。ALS の場

合はただ単に病名を告げればよいというものではない。そ

の時期や患者の精神状態はもちろんのこと、どこまで説明するのか、どういう話

し方で告げるのか、といった配慮もしなければならない。さらに、告知をした医

師がそれ以後、患者さんにどうかかわっていくかが重要になってくる。 

 しかし、いまや専門病院などでは入院は短期となり、診断だけの「高度医療分

化」になってきている。そんな中で、告知は優れた「医療技術」を必要とし、か

つ患者と人間的に対することが求められ、その後の責任も患者に対して担うこと

になる。その負担をどれほどの医師が積極的に担おうとするだろうか。 

 

告知後も医師は精神的援助を 
 告知後も、症状の進行に合わせて、それぞれの段階に応じた説明と、対症療法

についての説明が必要だ。患者さんは症状の進行により、いくどもの試練、危機

に直面する。初めて病名を告げられたとき、歩けなくなったとき、食べられなく

なったとき、しゃべれなくなったとき、呼吸が苦しくなったときなど、さまざま

な進行の局面で、戸惑い、苦しむ。それだけに告知後も医師は、

患者さんと対話する習慣を持ち、精神的援助を続けていってほ

しい。 

 今後、この告知とインフォームド・コンセント（十分な説明



に基づく同意）、および QOL の問題は、医療の領域においてますます重要視され

てくることが予測される。大阪のある大学病院では積極的な告知に伴って、家族

会の設立などの動きもある。告知が今後は増えていくにしても、その後の患者の

療養を支援するメニューが十分に用意されなければならない。患者会は支援ネッ

トの一員であろう。 

 

 

 診断、即退院を言い渡された 
 私たちは情報を欲しかったのです 
                 

                 三宅武司さん（仮名・53歳） 
 

 1993 年（平成５）７月中旬のある夜、夫が大阪府立羽曳野病院に ALS で入院

中という女性から、「ナースコールが押せなくなった」とせっぱつまった声で電

話がかかってきた。私たちは翌土曜日、朝から兵庫県姫路市の患者さんにパソコ

ン貸し出しの件で、午後からは大阪でもう一件スイッチ変更の件で訪問予定があ

った。で、「夕方になりますが、いいですか」と時間が遅くなることを了承して

もらい、訪問の約束をした。 

 その患者、三宅武司さんは 53 歳の男性。休日にはゴルフに行くのが楽しみと

いう、ごく普通のサラリーマンだった。それまでは風邪もひいたことがないほど

頑健で、病院とは無縁な生活。子どもはなく、公務員の妻 N 子さんと二人暮らし

という気楽さと、健康への自信から、生命保険にも加入しなかったという。 

 そんな三宅さんが異変に気づいたのは、92 年の 10 月末。親指が動きにくい。

食べる量は変わらないのに、３、４か月の間に７、８キロも体重が減少。また、

しゃべりにくく、何となく口の周りがおかしかった。 

 

似てるなあ ひょっとしたら 
 初めての病院受診は、A 脳外科病院。検査のため５日間入院したが、どこも悪

くないとの診断。２か所目の B 大学付属病院でも同様だった。不安な日々を送っ

ていたちょうどそのころ、新聞で、国立療養所南九州病院の福永秀敏医師が書い

た ALS についてのコラムを見つけた。N 子さんは、「似てるなあ。ひょっとした

ら恐ろしい病気かもしれない」と思った。もう暮れも押しつまっていた。 



 三宅さんはその翌日、いてもたってもいられず、鹿児島の福永医師に電話をし

た。症状を話すと、ALS の可能性が高いといわれた。自宅に近い国立病院に行く

と、紹介状を持っているかと聞かれたが、福永医師から教えてもらったことを話

すと、「その先生なら知っている」と診察してくれた。 

 その日は、簡単な問診と入院の予約だけだった。N子さんは、早晩歩けなくな

るのではと予感し、いまのうちにと思い立って、正月の休暇に二人で夫の郷里に

帰省した。三宅さんはこのときすでに、駅の階段は N子さんの肩を借りて昇り降

りする状態だった。その後、歩けなくなるまでに時間はかからなかった。 

 

パニックに陥りました 
 正月明け早々、入院。検査の結果、15 日目に ALS という診断が下され、その

日のうちに退院を言い渡された。「入院させといても何もすることがないからと

いって、結果の出たその日に退院しろというの。パニックに陥りました」と、N

子さん。 

 医療法の改正により、大学病院や専門病院は検査や研究、手術等、高度の医療

の提供を行うことが役割分担の上ではっきりした。これらの病院は急性期の入院

治療に対応するというたてまえ上、入院が長期化すると診療報酬（入院時医学管

理料）が急速に減らされるようになっている。診断がついたら即退院も、めずら

しくはない。 

 しかし、それだけで専門医療の役割が果たせるのだろうか。責任のある告知は

一体だれがなせるのだろうか。患者側に立てば、本当にわからないことだらけだ。

関西には。神経難病を扱うセンター病院がない。東京には都立神経病院や、それ

に隣接して神経科学総合研究所があり、一大センターとしての機能を担っている

のと比べれば違いがある。 

 

 退院後、妻の N 子さんは特定疾患医療受給者証を受けるため保健所に出向き、

現在までの経過、人工呼吸器の問題など、不安な思いを

相談した。そして、担当保健婦から大阪府立羽曳野病院

の木村謙太郎医師を紹介され、２月末に受診の機会を得

た。そのとき、１か月後に再受診の約束をしていたにも

かかわらず、３月８日夜、三宅さんは呼吸困難に陥る。

府立羽曳野病院への入院を希望したが、救急では入院で



きない。夫妻の意に反して、近所の救急指定病院に搬送され、即、口に気管内チ

ューブを挿管され、人工呼吸器を装着。その状態で１週間経過したころ、医師か

ら、気管切開して人工呼吸器を装着した方が良いと説明された。 

 

あまりにも知らなさすぎた 
 三宅さんは ALS の告知をされてから、「呼吸器をつけて生きているだけの、そ

ういうむごいことはしてくれるな」と再三口にしており、N子さんもその願いど

おりにすることを約束していた。しかし医師の説明で初めて、いまの夫がすでに

人工呼吸器をつけている状態であることを知った。それまで N子さんは、人工呼

吸器をつけるということは、気管切開した状態でのことと思い込んでいた。 

 「人工呼吸器についてあまりにも知らなさすぎました。救急で搬送され、意識

のないときに処置されたので、夫の意思をはっきり確認することもできなかった

……」 

 と、N子さんは嘆く。その上、気管切開の選択を迫られて、数日間眠れぬくら

い悩んだ。夫との約束を破ってしまったという悔いと同時に、「人工呼吸療法に

よってこれだけ意識がはっきりしてきたのに、その装置を外すなんて……」と思

った。 

 一人では決断しかね、木村医師に電話で相談した。木村医師は「気管切開は、

患者さんの呼吸を楽にするためのものだから」と話してくれた。N子さんは気管 

切開をして人工呼吸器を装着することを選択。翌月、三宅さんは府立羽曳野病院

に転院した。 

 転院後、三宅さんは「もっと栄養のある物を食べさせろ」と生きることに情熱

を燃やし、経口摂取をぎりぎりまでがんばり続けた。しかし、のみ込みが困難と

なり、食べこぼす量が増えていく。空腹感にさいなまれるようになり、経鼻管栄

養を選択した。 

 

指を握り込むとスイッチの入力ができる 
 三宅さんの残された機能は右手。その手は第二指から第四指まで屈曲している

が、握るような動作でわずかに手のひら側に動く。親指はまっすぐにもかかわら

ず、動かない。そこで、発砲スチロールを手の置き台にし、下部の中央をナイフ

で削り、第二指から第四指までの３本の指が入るようにした。指を握り込むとス

イッチの入力ができる。 



 スイッチのセッティング方法をその場でポラロイドカメラで撮り、看護婦さん

に手渡した。看護婦さんから「だれの目にも留まるようにカルテに貼っておきま

す」といわれ、ほっとひと安心。 

 三宅さん夫妻は近々、在宅療養に移る意思を固めている。N 子さんは、87 年か

ら在宅人工呼吸療養をしている同病の杉原充晃さん宅も訪問した。木村医師が気

管カニューレと胃チューブの交換のために２週間に１回、杉原さんを往診してい

るのに同伴させてもらったのだ。その後も杉原さんの妻・恵美子さんから、多く

の情報を提供してもらっている。 

 「これほど残酷な病気はないと思います。一つ一つの機能が失われていくたび

に、患者本人も介護者も落ち込みが激しくなっていきました。私たちは情報がほ

しかったのです。話を聞いてもらえる人がほしかったのです」 

 と、N子さんは語った。 

 

 

  平然とカッコよく死にたい 
  夫婦はお互いを気遣って病名に触れなかった 
      

                            高田俊昭さん 
  

 1951 年（昭和 26）生まれ、京都府立医科大学付属病院の人事課に勤務してい

た高田さんの場合、電話交換手に４桁の内線番号を告げようとしても、一気に言

えないことから、からだの異状に気づいた。88 年秋、37 歳のとき。 

 「おかしいなあ」と思いながらもさして気にならずにいたが、そのうち日常生

活においても言葉のはしばしで、ろれつが回らない。１年後には足に、さらに手

にも異状を感じるようになった。 

 診察を受けた勤務先の病院では告知されなかったが、医学書を見て自分で ALS

と判断した。妻の厚子さんは医師から知らされたが、夫にはいえなかった。夫妻

はお互いのことを思い、病気のことには触れないまま苦しみ通した。 

 そのころを振り返って、高田さんは近畿ブロックの会報にこう書いている。 

 

 病院へ行って頭部の MR（磁気共鳴診断装置）検査を立て続けに３時間受け

たことがありました。精神的にもくたくたになったその帰り道、漠然とした



不安の中で何の前ぶれもなく『自殺』という二文字が頭をかすめました。し

かしそれは即座に打ち消しました。いつまでも妻や子に過去の重荷を背負わ

せることになる。それだけは絶対にすまいと心に誓いました。どんなにつら

く苦しくても死ぬときは病死だ。そして出来れば、せかず、騒がず、うろた

えず、平然とカッコよく死にたいと思いました。 

 

 症状は次第に進行する。職場でも転倒を繰り返すようになり、90 年（平成２）

春、ついに休職せざるを得ない状況になったとき、高田さんは厚子さんにいった。 

 「ALS という病気のようだ。これ以上仕事を続けることは出来ない。これから

は、病気は病気として認め、それに見合った生き方をしようと思う。お前にも働

いてもらわなければならない」 

 言ったことによって、病名を隠し続けていたゆえのわだかまりが解けた。この

ときから夫婦が共通認識の上に立って ALS に向かい合うことができたような気

がするという。 

 付属病院に１年間通院したあと、90 年３月から、リハビリができる第二岡本

総合病院に通う。最初のころは週２回、自分で車を運転して通院。運転ができな

くなってからは、厚子さんの運転で通院した。症状の進行にともなって徐々に 

通うのがむずかしくなる。週１回が月２回に減り、92 年 11 月末には、とうとう

通えなくなった。このため、月１回の角谷増喜医師の往診と週 1 回の訪問看護を

受ける。 

 

心象風景そのままの水彩画 
 ALS の発病後、絵を描き始めた。繊細なタッチと淡い色彩の水彩画である。最

初は、鴨川をモチーフにした風景と醍醐の四季を描く。鴨川べりに一際そびえる

府立医科大学とその付属病院。そこは職場であり病気の進行を確かめる病院でも

あった。仕事を終えた帰り道、思いのほか早く職場に着いた朝、病院に診察に行

った日、高田さんは鴨川堤を歩いた。「いつまで歩けるだろうか……」という不

安を抱えながら、一人で、あるときは妻と二人で。また醍醐寺は、醍醐に生まれ、

醍醐に育った高田さんの思い出がいっぱいつまったところ。参道に続く白壁と桜

並木の長いトンネルは、高田さんを少年時代にタイムスリップさせる空間だった。 

 高田さんが描く風景画には、時の流れが止まったような静寂さがあった。人物

は背中を向け、影のように描かれている。物静かな透明感のある絵は、人を包み



込むような優しさを漂わせながらも、どこか寂しげである。そこには、高田さん

独特の静謐な世界があった。それらの絵は、「時よ止まれ、いましばらくはこの

ままで……」と願う、高田さんの心象風景そのものだった。「いかに死ぬるか、

その瞬間までいかに平常心を保てるか」が、そのころの高田さんを苦しめる大き

な命題であった。絵を描くことは、過去から現在への自分自身の足どりを振り返

り、立ち止まり、内省の中で病を静かに見つめていた時期かもしれない。 

 

 91年 9月には、第二岡本総合病院リハビリテーション科の尽力で個展を開く。

同時期に絵はがき『かもがわの堤に立ちて』『ふるさとに続く道』の 2 セットを

自費出版した。 

 その後、高田さんの手は徐々に萎縮が進行し、やがて絵筆を持てなくなった。

発語障害も顕著になり、92 年 7 月から、近畿ブロックが貸し出したパソコンを

使うようになり、これ以後、高田さんはパソコンで非公開の日記を綴り続けた。

それは“精神安定剤”の役割を果たした。 

 

おまえにはエネルギーが与えてある もっと生きろ 
 94 年２月には緊急入院で気管切開、人工呼吸器を装着。7 月、5 か月ぶりに自

宅に帰った。そのころ私たちは、京都難病連絡会と共に、在宅人工呼吸器の貸し

出し制度を京都府に陳情していた。府への説明に同行した角谷医師に、高田さん

夫妻は文章を託した。そこに高田さんは、こう書いた。 

 

 この病気と出会ったのは今から六年前、医学書にはこう書かれてありまし

た。「数年で結局は死に至る」。その言葉が脳裏に焼き付いて離れず、いまま

でずっと引きずってきたような気がします。 

 じっとしてたら医者が治してくれる病気ではありません。自分の気力で治

すしかしようがありません。しかし、これほど頼りないものはなく、それで

もわが内なる未知の治癒力を信じて、幾度

闘いを挑んだことでしょう。その結果は全

戦全敗、病状は医学書どおりの進行過程を

たどり、疑うことの容易さと、信じること

の難しさを、いやというほど体験した６年

間でありました。 



 いかに生きるかというよりも、いかに死ぬるか、その瞬間までいかに平常

心を保てるかが大きな命題でありました。 

 やがて最も恐れていた、呼吸筋も侵され、呼吸困難に陥り、病院へ。気が

ついた時には耳元で「シュー・ガチャン、シュー・ガチャン」という人工呼

吸器の音がしていました。「胸いっぱい息ができるって、ああ、なんて楽なん

だろう」と、あのうるさい人工呼吸器の音を、何とも力強く頼もしく感じた

ものでした。 

 今まで、数年後の死を肯定することに心を砕いてきただけに、にわかには

信じ難いものがありましたが、ドクターやナースの励ましの声、もちろん妻

の声も通して、神の声が聞こえたような気がします。「おまえにはそれだけの

エネルギーが与えてある、もっと生きろ」。 

 今まで、42、3 歳で途切れて見えた人生が、この先も、細く長く続いている

ような気がして、その先にほの明るい希望の灯りが見えるような気がします。 

 

 

 会報で患者さんの生の声を聞くことができた 
 そういう知識があるとないとでは大きな違い 
 

                          奥村 敏さん 
   

 大阪府和泉市に住む奥村さんは 1956 年（昭和 31）生まれの 39 歳。発病時は

NTT に勤務。旅行中に知り合って結婚した１歳年下の妻佐智子さんと、一人息子

の歩君との３人暮らし。奥村さんはアウトドア志向で、渓流釣り、キャンプ、オ

フロードバイク、ドライブなどを趣味とする行動派だった。 

 奥村さんが「これはおかしい」と思い始めたのは、あまご釣りの解禁を待って

渓流釣りに出かけた 90 年（平成２）の春から夏にかけて。去年は簡単に飛び越

えられた岩と岩の間が、今年はどういうわけか飛び越えられない。竿を持つ手が

とても重く感じられた。 

 夏には家族でキャンプに出かけた。キャンプ場でテントを張るためにペグを打

ち付けているとき、なぜか手が震えて力が入らない。フライパンや鍋を持ち上げ

るときも同様だった。 

 秋には、オフロードバイクで林道を走っていて転倒。バイクをいくら力を入れ



て起こそうとしても起こすことができなかった。 

 そのころから自分のからだが気になりだした。妻に隠れて、近くの図書館や本

屋で医学書を読み、自覚症状と照らし合わせてみた。どうも筋肉の病気のような

気がする。その年の暮れころには、ますます手に力が入らず、ボタンやジッパー

が外しにくい。歩いていても、つま先が上がらず、転ぶことが何度もあった。 

  

 翌 91 年１月、かかりつけの医院、市民病院を経て、隣の市の市民病院神経内

科へ。医師から「筋肉の神経がおかしいようだ」とだけ聞かされた。 

 ３月末、１週間の検査入院。本人には検査結果のはっきりした説明はなく、「医

療費が無料になるので、特定疾患医療受給者証と身体障害者手帳の申請をするよ

うに」といわれた。 

 

ああ やはりそうだったのか 
 告知されたのは妻の佐智子さんだけだった。佐智子さんは大変なショックを受

け、「２、３年で夫は死んでしまうかもしれない」と、夫の病気のことばかり考

えて、何も手につかなかった。しばらくして、特定疾患医療受給者証が保健所か

ら送られてきた。夫に見せないわけにもいかず、黙って見せた。病名欄には「筋

萎縮性側索硬化症」の記入があった。夫は驚くこともなく、ふだんと変わらない

様子。安堵するとともに、その精神力の強さに頭が下がった。 

 実際、奥村さんはそのとき、「ああ、やはりそうだったのか」と不思議にそれ

ほどのショックを感じなかったという。それよりも、家族に申しわけないという

思いのほうが強かった。発病時 34 歳、一人息子の歩君は 11 歳だった。 

 奥村さんは後日、告知について近畿ブロックの会報で、こう述べている。 

 

 患者本人の性格と考え方にもよるが、告知する側の医師の前向きな考え方

と家族の大きな協力があれば、告知する方が本人にとっても家族にとっても、

有意義な闘病生活を送るのには良いのではないかと思う。 

 

 会報に掲載されている同病者の生の声などを読んで、大いに励まされた奥村さ

んは、会報に次のような文章を寄せている。 

 

 その内容が一般の医学書や医師の言われるような、患者にとっては冷たく



希望のない言葉ではなく、この病気は大変な病気ではあるが、こういうふう

にやれば今残された機能を最大限使って、こんなこともやれるし、精一杯頑

張って生きていけるんだという、患者さん本人の生の声を聞くことができた

し、病気自体のことや現在研究されていることも詳しく知ることができて、

どんなに励まされたことかわからない。 

 そしてそういうことの知識があるのとないのとでは、告知を受け、闘病生

活を送るうえでどんなに大きな違いが生まれてくるか、はかり知れないと思

う。 

 

“ALS の新世代”という印象            
 私たちは 93 年 11 月下旬に、入院中の奥村さんを初めて訪問した。人工呼吸器

をつけてまもないころだ。球まひは見られず、声は出ないものの、くちびるの動

きで何をいおうとされているかが大体わかった。神経質そうな感じだったが、表

情は温和で、ときおり笑顔も見られる。 

 部屋は個室。妻の佐智子さんが 24 時間つき添っている。佐智子さんはジーパ

ンをはき、活動的で、力も強そう。こちらの質問にもキッチリ答えて、夫の介護

に一生懸命という様子だった。二人とも病気について勉強していて、知識が豊富

で、感情的でなく、理路整然と話をする。 

 “ALS の新世代”という印象を受けた。家族が一緒に暮らすために共に闘って

いる－－－そんな同志のようなカラリとした雰囲気もあった。 

 

              （抄録 数字等は横書きの表記に変換しました） 

 


