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ココララムム「「境境をを越越ええたた瞬瞬間間」」2022 年年 5 月月号号よよりり	

森森川川誠誠 	

ままささかか自自分分がが身身体体障障害害者者ななんんてて、、境境をを越越ええちちままっったたよよ！！	

2017 年 11 月朝、私は身体の異常により救急搬送されました。病名こそわからないその時におい

ても、「やばい状態」は認識できたのは面白いと言える。結果、右側脳内出血。              

身体全体が痙攣をおこしながらも、片手に 20 ㎏の物を持っていたので大量の出血となったのか

もしれない。担当医師からは脳内出血でも重度との宣告です。いわゆる通称「片麻痺」さんとなっ

たのです。現在、高次脳機能障害という厄介な後遺症と共に左側半身麻痺なのです。 

 

そこに至るまでの私は、罪を犯した人、犯しそうなギリギリの人の支援活動をしていたのですが、

これも停止となりました。入院中、出所者の受け入れも決まっており、これも放棄せねばならない

こととなりました。大きな反省と自己否定が強化され、入院中から鬱傾向に入りました。 

 

健常者から、一気に重度な身体障害者に移行し、まともな気持ちが保てなかったのは言うまでも

ありません。入院中はずっとそんな状態でしたので、正直、お見舞いで面会に来て頂くのも気乗り

しないことでした。病室に餃子を密輸してもらっても、飲み込みができないやら、飲み物すら上手に

飲み込めない有様。次第に生きる気力が枯渇し、自分攻撃の毎日でした。鬱傾向はこれからで

す。「死んだら楽になる」そう思うようになりました。 

そして退院。 

 

個人事業の仕事もたたみ、職探しもせず、毎日、意識が朦朧としているだけで、少し頭がおかしい

時だったと思います。 

そんな時、知人から電話があり、「東京の岡部さん（※1）が会えないかと連絡がありましたが、どう

されますか？」という連絡が。リアゼミ（※2）で岡部さんの人柄を聴いていましたので、是非一度お

会いしたいと即答でした。 

岡部さんは地方の帰りで静岡で途中下車、やっと私は彼とご対面となりました。 

ALS のことは、付け焼刃程度の知識しかありませんでしたが、指定の場所でワクワクしながら待ち

対面が実現したのです。 
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ヘルパーさんを介しての言葉の交流でしたが、私の印象は彼に全てを見透かされているような気

恥ずかしさがあり、彼の眼は「若僧、何をメソメソしておる、情けない」と言われているような錯覚か

ら、瀕死の状態から離脱のキッカケが得られた感覚に変わり、この日以来、私の心に火が灯りま

した。 

 

何かを越えたものがありました。 

患者風情を許さない男の具現化を見ました。 

病後、多くの人に助けられていますが、特に岡部さんは私にとって恩人となっています。 

鬱傾向では学びも多くありましたが、同じお困りさんの支えになればと思うようになり、活動も再

開。 

 

ALS でありながら戦う男、患者風情を許さない男の具現化の岡部さんに感謝しています。 

まさか自分が障害者だなんて考えもしない、これは、自分勝手な迷信だったなと痛感しています。 

脳内出血でも岡部さんの内側に入ることができたこと、境を越えたと言わせていただきたい。 

これは今もって至極ありがたいのです。 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

※１・NPO 法人「境を越えて」理事長 岡部宏生氏 

※２「障害者のリアルに迫るゼミ」の略称。東京大学や早稲田大学にて行われているゼミに、講師として岡部宏生

氏が参加している。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
森川誠 プロフィール：1964 年 静岡市生まれ。現在 58 歳。2017 年 11 月、右脳内出血発症。現

在、左半身麻痺、高次脳機能障害となる。元一般社団法人代表理事、犯罪者の社会復帰支援をして

いたが、現在解散。 

   

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

 
ホテルアソシア静岡にて森川氏誕生日会を岡部さんやその介助者らと 
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「京都 ALS 患者嘱託殺⼈」について 
  

岡部宏⽣ 
 
事件には⼤変な衝撃を受けました。ALS の患者があのような亡くなり⽅をしたということ
と、その⽅法があまりに想像を越えているものだったからです。これは安楽死という名前の
嘱託殺⼈、または⾃殺幇助が⾏われたということになります。しかも、患者と医師との間に
は⾯識はなく、SNS でつながっているのみであることと、事前に⾦銭が⽀払われているこ
とにさらに驚きました。ここまでいくと、殺⼈を請け負う⼈がいるということになります。 
 
被害⼥性の林さんに対しては、⼆つ強く思うことがあります。⼀つは、死にたくなる気持ち
はよくわかるつもりです。私も何度も死にたくなりましたから。⼋年ほど前、安楽死を真剣
に考えて、児⽟真美さんのブログでスイスに⾏けば死ねることを知りました。そのときに⾃
分も死ねるのだと知って、どれほどほっとしたことか。 
 
それから誰に連れて⾏ってもらうか、いくら払えばよいかまで具体的に考えました。でも、
ある程度私の介護ができるような⾝近で深い関係の⼈でないと、連れて⾏ってもらうこと
は不可能です。その⼈の⼼に残る傷を考えたら、とても⾔い出せないことがわかって、結局
⾃分は死ねないのだ、これからは覚悟を決めて⽣きないと、と思ったものです。林さんは⾃
分に関わっている⼈のことを考えなかったのでしょうか？考えたからこそ会ったこともな
い⼈に頼んだのかも知れません。しかし、それでも林さんに関わっていた⼈たちにどれほど
の⼼の傷を残したことでしょう。 
 
⼆つ⽬は、死にたい気持ちを医師たちが後押ししてしまったこと。誰だって死にたいと思う
ようなときもありますが、ALS のような過酷な病気だと、死にたくなることがよくあるの
が当たり前です。私も今でも⾟いことがあると死にたくなります。⽣きたい気持ちと死にた
い気持ちを繰り返しながら、⽇々を過ごしているのです。 
 
その⾟いとき、死にたいときに死ぬ⽅法を具体的に検討できてしまったら、その気持ちを固
めていってしまいます。⽣きたいという気持ちに戻ってこられなくなります。これは、患者
として⼀度は突き詰めて死のうと思った私の実感です。 
 
では、どうすればよかったのでしょうか。この患者さんも、⾃分を⽀えてくれている⼈たち
もいましたし、社会資源も得て 24 時間独居をしていました。そうした⽣活をしていたなら、
必ず希望や、または⼈への感謝や関わりをしっかり感じることがあるはずです。そういうこ
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とを感じられないとしたら、それは障害とか⽀援が必要とかという問題ではなくて、固有の
問題ですが、ご本⼈の SNS を拝⾒したら、決してネガティブな発信だけではありませんで
した。明るい発信や、⼈の役に⽴ちたいという発信もしていました。だからこそ、この医師
たちの罪深さを感じます。 
 
⽣きたい気持ちと死にたい気持ちを繰り返している⼈には、誰かが関わることが必要だと
思います。どう関わるかは⼈それぞれですが、私の気に⼊っている⾔葉に、⽀援は doing ば
かりではなくて、being が最⾼なときがしばしばある、というものがあります。doing は具
体的に何をするかということ。being はただ⼀緒にいることです。⾃分のそばにいてくれる
⼈がいるなんて最⾼だと思いませんか。それは患者でも健康な⼈でも同じはずです。 
 
この事件のもう⼀つの⼤きな論点は、今後の社会に与える影響についてです。この事件をき
っかけに社会の中で安楽死や尊厳死を認めるべきだという議論になっていくことが恐ろし
い。 
 
私は安楽死・尊厳死には明確に反対です。昨年、NHK の番組で安楽死を取り上げた「彼⼥
は安楽死を選んだ」や、アメリカの⼥性にも⾃分の安楽死を記録して詳細に発信した⼈がい
ましたが、その⼈たちの主張は、「⼈間の尊厳」を守って死にたいということです。⾃分で
ご飯が⾷べられないことや、排泄を介助してもらうことは、「尊厳」を失うことだと⾔って
いました。 
 
しかし、「⼈間の尊厳」とは本当にそういうことでしょうか。もしそうなら、私はまったく
尊厳を失って⽣きていることになります。「⼈間の尊厳」というからわかりにくくなってし
まうのです。それは「その⼈にとっての尊厳」だということなのです。⼈によって「尊厳」
は変わるということです。私にとっては、⾝体が動かないことは「尊厳」を失うことではあ
りません。それを、⼀つの「尊厳」という⾔葉でくくってしまうから、事実が分かりにくく
なってしまうのです。全ての⽣物の⽣命についての「⽣命の尊厳」はあっても、「⼈間の尊
厳」はひとそれぞれに違うのです。 
 
安楽死・尊厳死を選ぶことは、その⼈が⾃分はこういう状態なら⽣きていたくないというこ
とです。つまり⾃殺そのものです。この事件に関して、社会の中で安楽死を議論する場合は、
より深く考えてほしいと思います。林さんに対して同情するなど、あまりにも浅はかです。
安楽死という名の⾃殺なのだということをわかってほしいです。⾃殺を認めるなら、障害者
や⾼齢者だけでなくて、誰もが死にたくなったら死ねるようにしたらよいのに。もちろんそ
んな社会にはなってほしくはありませんが。 
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そこで、障害者や難病患者や⾼齢者などの社会の⽀援を必要とする⼈たちだけに安楽死・尊
厳死を認めるから、優⽣思想と結びついてしまうのです。そうではなく、いつでも誰もが、
差別される側になる可能性があるということを考えてみてほしい。 
 
例えば、コロナの問題では、トリアージなんて⾔っている場合ではありません。重症になっ
たら⾃分が差別される側になってしまうかも知れないのです。「優⽣」だと思っていた⼈が
たちまち差別される側になります。そうしたわかりやすい例を社会で考えてほしいです。安
楽死を安易に認めることは、⾃分や家族や友⼈を追い詰める可能性があるということまで
考えて賛否を⾔ってほしいと思います。 
 
林さんは誰から⾒ても気の毒だという⼈が圧倒的に多いですが、実はどのような⼈が気の
毒か、ということが差別なのです。まるで価値のある命と価値のない命があるように錯覚し
てしまう。例えば、無理⽮理いうなら、会社に我が⼦の学費の負担をさせてしまった、世界
的な名経営者でもある⾃動⾞会社のトップより、私の⽣き⽅のほうがよっぽどマシだと思
うのです。 
 
また、「⽣き⽅・死に⽅を⾃分で決める権利がある」という主張もあります。先ほども述べ
ましたが、死にたいときがあるのは、⼗分わかるつもりです。でも、死ぬということは⼈間
の権利なのでしょうかと問いたい。⼈間以外の⽣物は⾃殺をしません。では、⼈間らしさの
証拠として、⽣きること死ぬことを⾃由にしてよいのか。その権利を認めるべきだというこ
とになるのか。 
 
そうではないと思います。⼈は、⼈の構成している社会の中で⽣きているのだから、死ぬこ
とを⾃分で決められるわけがないと思います。社会や誰かにどのような影響を及ぼすかに
ついて考えずに、死ぬ権利を持たせろと主張するのは、それまでに社会で⽣きていたことに
対する裏切りです。命は⾃分だけのものではないということです。⾃分の死を選択できるよ
うにしてと主張することは、他⼈の死も認めることに直結してしまうということです。それ
が社会の仕組みというものです。 
 
⽣物は、⽣きることが前提で存在しています。⽣きることが基本です。だからこそ、⾃分の
命も含めて、他⼈の命を脅かすようなことはあってはならないと思います。それは「⽣命の
尊厳」です。「⼈間の尊厳」なんて尊⼤だと思っていますが、「⽣命の尊厳」というなら⼤賛
成です。だから、死ぬ権利を持たせろなんて、よくそんな勝⼿なことを⾔えると思うことも
ある反⾯、そういう私も死にたいと⾔うのだから本当に難しい。 
 
だからこそ、深く考えないといけませんが、この難しさには、⼈の持っている多⾯性があり

− 4− − 5−



ます。しかも多⾯性といっても、それさえ変化します。その時々の環境や置かれた状態によ
って、表出してくるものだけが、他⼈には⾒えてくるのだと思います。だとすれば、その時々
で、それに振り回されてはいけないこともあるのではないでしょうか。 
 
私⾃⾝も、「死にたくなったら死んでもよい」と思ってはいけないのではないかと思うので
す。そうしたら、私の周りの介護者や⽀援者らに裏切り者と⾔われるでしょう。林さんもで
すが、死にたくなったとしても、あんな死に⽅をしてはいけないのです。これは理屈を越え
た「⽣きる」ということそのものなのだと思います。だからいくら理論で考えても難しい。 
 
⼈間の「⽣きる」にはふたつあると考えています。ひとつは⽣存しているということ。⽣き
ることそのものです。これはすべての⽣物に当てはまります。もうひとつは、その⽣存の上
に⽴って「どうやって⽣きていくか」ということです。ふたつ⽬の「⽣きる」は⼈間特有の
ものですが、どちらも⼤事です。そのふたつの「⽣きる」の間を⾏ったり来たりするのが⼈
間だと思います。しかし、時として⼈間は勘違いをして、ひとつ⽬の「⽣きる」を忘れてし
まいます。 
 
「どうやって⽣きていくか」だけで⾃分や他⼈の価値を断定しがちですが、まずは⽣きるこ
とそのもの、⽣存していることがその前提にあるのです。この⼆つをしっかりと分けて考え
た上で、ひとつめの⽣存こそが「尊厳」であることを考えてほしいです。 
 
そして、この事件をきっかけにして、優⽣思想とはなんだろうかということ、誰もが有して
いるであろう「内なる優⽣思想」にまで⾔及して、議論がなされることを強く希望します。
誰もが当事者であることを⾃覚した上で、もう⼀度、安楽死や尊厳死について深く考えてみ
てほしいです。今回も障害者団体などからコメントが発信されていますが、特別な⼈たちの
発信だと思われてしまっている⾯もあります。それを普通の⼈たちの中で、普通に考えるべ
き問題なのだということになってほしいです。 
 
反⾯で、そこまで希望するのは現実的でないかも知れない。もしそうであったなら、この機
会にネットの恐ろしさの⼀⾯と、⼈が⽣きるということを何をもっていうのか、について考
えてほしいです。 
 
今の私は恐らく⽇本でも有数な介護者に囲まれて暮らしています。それでも週に三回は⽂
字盤等を使ってのコミュニケーションが難しい介護者に介護を任せています。そのときは
何時間も⾆を噛んだまま、よだれを流して過ごしています。そんなときには本当に⾟くて悲
しくなります。でも、いつもの介護者がきてくれた途端に、⼼も体も⽣き返ります。 
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また、ALS によって発信ができなくなってしまった仲間の患者たちも、私の⼼を⽀えてく
れています。私も相当コミュニケーションは不⾃由ですが、ALS の約 1 割はまったく⾃分
からは発信ができなくなります。私は眼球の動きで透明⽂字盤の⽂字を⼀⽂字ずつ指し⽰
してコミュニケーションが取れますが、約 1 割の患者は眼球も動かせない完全閉じ込め症
候群（Totally Locked-in Syndrome：TLS）という状態になります。私はそうなるかも知れ
ないのが怖くてなりません。 
 
私の⽬の前には、TLS の患者の友達の写真がいつも貼ってあります。そうした患者仲間が、
「あなたはまだ発信できるでしょ？もし、私が発信をできたら、どんなに⾟くても頑張る
よ。」と叱咤激励をしてくれている気がするのです。彼らを思うときに、今できることを
120%やろうと決意を新たにするのです。 
 
なぜなら、私は発病したときに、もし ALS が治るならどんなにつらくても治療やリハビリ
をすると、強く思いました。死ぬほどつらくても、絶対やると思ったのです。だから、きっ
と発信ができなくなった患者もそう思っているでしょう。どんなに⾟かったとしても、発信
できるならすると。そうして彼らが⽣きて、そこにいてくれていることで、私は「死にたい」
から、「⽣きたい」に⾃分を変えていこうとすることができるのです。 
 
簡単に「⽣きようよ。」なんて⾔えませんが、誰かが関わってくれることで、⽣きる希望が
湧くのです。私たちに関わってくれている皆さんがそうなのです。誰かが誰かと関わること
が誰かの希望になっているのです。私は思います。誰かが関わってくれるなら死ではなく、
⽣につながって欲しいと。 
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ALSの情動制⽌困難と向き合う
―関係性構築の現状と課題−

特定⾮営利活動法⼈境を越えて理事⻑ 岡部宏⽣
⽇本ALS協会理事

JPA（⽇本難病・疾病団体協議会）理事
DPI⽇本会議常任委員

ALS/MNDサポートセンターさくら会理事
訪問介護事業所ALサポート⽣成代表

♢本発表の⽬的

●ALS当事者として、情動制⽌困難についてお伝えすること
●情動制⽌困難が引き起こしているであろう問題点（介護者との関係性など）
について知ってもらうこと
●情動制⽌困難について、患者に関わる医療関係者や介護関係者の皆様に考え
てもらうきっかけを作ること

この度は、このような貴重な場でお話しする機会をいただき、
誠にありがとうございます。

今回の発表の⽬的を、下記の３つとしました。
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♢情動制⽌困難とはそもそも何？
私たちは⾝体の動きを奪われるだけでなく、感情のコントロールも少し障害され
るようです。
よく知られているものとして、感情失禁があります。

きっかけはあるにしろ、⾃分の意思よりはるかに⼤きな感情の発露となって、
笑ってしまったり、泣いてしまったり、怒ってしまったりすることで

す。
私も発病後、数年はずいぶんこういうことがありました。
現在（発病は2006年）はずっと少なくなりましたが、不意にそういうことに襲わ
れることもあります。

私たちの症状には情動制⽌困難というものがあるといわれています。

①こだわりが強くなる場合、②怒りの表出が強くでる場合、③思いやりや気
遣いができなくなる場合があります。

この感情失禁とは別に、

♢情動制⽌困難の例

介護をされている奥さんが、⼦供の発熱で、夜中に病院に連れて⾏って、帰宅。
患者の旦那さんの第⼀声が「⾜の位置を直して」というものであった。

奥さんは本当にこの旦那さんの⾔葉に傷ついたというようなことです。
本来であれば、「お疲れ様、⼦供の具合はどう？」というところですが、そうでは
なくて、⾜の位置にこだわった発⾔になってしまうのです。

そんなにたいしたことでもないのに、
⾮常に激しく怒りを表したりすることがあります。

これは次のような症状です。
こだわりが強

い

怒りの表出が
強い

など

介護者の⾷事の時間について考えずに、休憩なしでケアをさせてしまう。
思いやり、気

遣い
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♢多くの患者、家族が抱える問題

●「「私私もも悩悩んんででいいままししたた」」（（当当事事者者））
●「「ここうういいううここととだだっったたののでですすねね！！」」（（支支援援者者））
●「「ももっっとと早早くく知知っってていいれればば」」（（家家族族））

本当に皆さん悩んでいる、この症状が知られていない、
ALS当事者、関係者の⽅に是⾮とも知ってもらいたいと感じました。

発表後の感想で

以前、ALS協会の会⻑だったころ、この症状についてお話ししたことがありまし
た。
すると、想像以上に多くの感想がよせられました。私は、若いときは違いました
が、感情のままに怒るような性格ではなくて、穏やかな性格でしたが、現在は情
動制⽌困難によって⼤変怒りやすくなっていますと話したところ、「岡部さんも
ですか？」「全くそうとは思えない」と⾔われたりしましたが、この症状にはと
ても苦しんでいます。私はこれを表に出さないように相当努⼒をしています。こ
の症状をそのまま出したら、たちまち困難事例の患者だと⾔われるでしょう。

♢⾃⾝の中で⽣じる情動制⽌困難の原因
私を例にしてもう少しお伝えしたいと思います。

私はどんなときにこの症状が出るか。
ずいぶん⾃分を観察してみましたので明確になっています。３つのケースがありま
す。

１つ⽬は、痛いことをされたとき。

２つ⽬は、何⼗回も同じ注意をしても、同じミスを繰り返されるとき。
【この話の相談を受けたなかに、10回も同じことを⾔わせられると我慢できない、という患者がい

たので、「もう少し我慢してみよう」と⾔ったのですが、限界点は⼈によるので、そうもいかないの
だろうとは思っています。私は逆に何⼗回を通り越して、三桁も同じ注意をすることもあるのです
が、そうなると、さすがに諦めるようになります。腹もあまり⽴たなくなってしまいます。】

３つ⽬は、介護者に私の意思を無視されて勝⼿なことをされたときです。
それは介護者が意識していてやっていても、意識しないでやっていてもで

す。
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♢情動制⽌困難を抑える対処法(アンガーマネジメント)

ではこういうときにどう対応しているかをお話しします。

１．この介護者さんがいなくなったら、⾃分の⽣活はどうなるかを考えるようにする。
２．⾃分の⽣活の中で優先順位を明確にし、

介護者がいなければ⾃分のやりたいことが出来ないことを考えて我慢する。
３．その介護者に何か腹の⽴つことがあっても、普段はどうなのか？

感謝しているならベースをそちらに置き、何かあったときは、その⼈との関係は
どうだったかを常に思い出すようにする。
【幸いと⾔うのも変な話ですが、私たちはすぐにコミュニケーションは取れない
ので、冷静になる時間を稼ぐことができます。】

４．過去の⾃分ならこの場合怒っただろうか、と⾃問⾃答する。
それでも怒るときは、怒り⽅や⾔葉は⾃分らしいかを考えるようにしている。

♢介護者の⽴場ならどこをみる？
では、患者の⽴場だけでなく介護者から⾒たらどうなのでしょうか？

いくら症状といっても、ひどい⾔葉をぶつけられたり、ひどい態度をされたり
すれば、やはり耐え難いことだと思います。
そもそもこの症状は知られていませんし、教えても「とても症状とは思えない」と
いうことをよく介護者さんから聞きます。
それを⾒分ける⽅法はあるでしょうか？

ひどいことを⾔う患者その⼈が、時間を置けば冷静にもなるかどうかを⾒ていただ
きたいと思います。
まるで、別⼈のように感謝の⾔葉や優しい⾔葉が出るとしたら、ひどい⾔葉や態度
は病気の症状だと思ってほしいのです。

ただ、いずれにしてもまだ神経内科の医療関係者でさえもよく分かっていないこと
が現状です。患者も介護者も関係者も率直に話し合っていただければと願う次第で
す。
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♢情動制⽌困難症状の⼀覧

①こだわりが強い場合 ②強い怒りを表す場合 ③思いやりや気遣い
体位交換の時、ミリ単位で調
整を求める

夜勤のとき介護者が休んでいることが
我慢できない

⽂字盤を⻑い時間無理な姿勢でとらせ
る

オムツの当て⽅に凄くこだわ
りがある

バカとかすぐに⾔う ヘルパーを⾃分より下とみてしまう

やたらと介護者を叱る 夜勤の時に休める場所がない

怒り⽅の⼝調が異常にきつい 介護者の⾷事の時間をとらない

コミュニケーションをうまく取れない
ことを全て介護者のスキルの問題にす
る
介護者が最初からケアできることを前
提とし、できなければきつく怒ったり
辞めさせてしまったりする

次に、多くの患者や家族、⽀援者からよせられた情動制⽌困難の症状をタイプ
別に⼀覧にしてみました。

【【ヘヘルルパパーーささんんかかららよよくくああるる表表現現】】
●要要求求がが次次かからら次次、、ままるるでで奴奴隷隷ののよよ
ううだだ
●ケケアア中中にに一一口口もも飲飲みみ物物をを飲飲めめなないい
ばばかかりりかか、、トトイイレレにに行行くく時時間間ももなないい

♢ヘルパーが継続する患者と継続しない患者
⼀⽅、同じ情動制⽌困難でもヘルパーが継続する患者とそうでない患者がいます。

この違いは何か？
ヘルパーを⼤事に思っている割合ではないか？と考えられます。
どの⼈達も難しい要求をしているわけですが、
ヘルパーが居つく⼈は、

要求は⼤変でもヘルパーを⼤事に思っていて、それを態度にも表している⼈。
ヘルパーが居つかない⼈は、

まず要求が先、それを思い通りにこなした時に初めて感謝の⾔葉が出てくる。
その要求レベルの⾼さと共に、感謝より怒りの⽅が遥かに強く出るため
ヘルパーは辞めたくなってしまうと考えます。
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♢患者観察の重要性
「これは症状なのか？」

医療者の⽅の中にはこれって本当に症状なのだろうか？
やはり疑問を持ってしまう⽅は多くいらっしゃると思います。

「このような状態になったら誰だって気難しくなる」
「情動制⽌困難と⾔ってしまって良いかどうか」

「これは本当に症状なのかな？」
多くの当事者と関わり、

信頼を得ている医療の⽅でさえ、このように感じている⽅は多いです。

しかし

どうか、医療者の皆さん、もっと患者を観察し、考えてみてください。

先ほど申し上げたように、私は⾃分の怒りをあまり⼈に直接ぶつけるようなこ
とはない性格でした。20代の前半には完全にそういう性格になっていました。
仕事場でも家庭でもです。
数年に⼀回くらいしか感情を爆発させるようなことはありませんでした。怒り
ということについては、そうでしたが、喜びや楽しさについては素直に発露で
きる性格だったので、⼈間関係はとても良好なほうだったと思います。

仕事では⼤変厳しかったのですが、部下を怒るときも感情を爆発させることは
滅多にありませんでした。「会社をやめてしまえ」とか「それでもお⾦をも
らってよいと思っているのか」とか⼤変厳しいことを⾔っていましたが、そう
いうときも感情的にはなっていなかったし、本気で叱るときは⼈のいないとこ
ろで、1対1で叱っていました。
そういう配慮をしている次点で、

すでに感情の爆発をしていないことがわかると思います。

♢発症前の私
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♢発症後の私とアンガーマネジメント
現在の私はどうでしょうか。
どんなときに怒るか？
それをどうやってアンガーマネジメントしているかについてお話します。

⾃覚はしているのですが、いわゆる“キレる”という状態が何かあるたびにありま
す。
発病してから数年はまったく感じたことのなかったものです。
恐らく、発病七年か⼋年くらいから発現した症状だと思います。

少しのことですぐにキレてしまいます。
それが病気の経過年数とともに、ひどくなっていきます。

もちろん隠しています。

それはどういうことかという例を⽰してみます。

例えば、私の事業所ではケア時間の５分前には⼊室して、いつでもケアが開始でき
るように決めてあるのですが、1〜2分遅れてきたヘルパーに
「何分前にこないといけないか知っているか」と質問をしてしまうのです。

そのヘルパーは私が⼀⾔遅いといえば⼗分理解をするのにもかかわらず。
そんな余計なことを⾔ってしまうのです。
そういうことの繰り返しなのです。

いちいち⾔わないからわからないですけど・・・・・

♢発症後の私とアンガーマネジメント
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そういうことの繰り返しが多くなるたび、
⾃分の性格が変化していくことにショックを受けています。

⾃分が壊れていく恐怖です。
もともとの性格と違いすぎる⾃分に⼾惑っています。

私の介護者の中で４⼈、
私の⾃宅から徒歩圏に住居を移転してくれた⼈たちがいます。

そんな恵まれたことがあるでしょうか？
そういう介護者にさえ、キレることがしょっちゅうなのです。

もっとも患者としてでなくて仕事の上司としたら叱らないといけないことはたく
さんあります。⼆つの⽴場を持っている難しさですが、上司としてもっと叱らな
いとと思っているところだけは変わっていないところかもしれません。

♢発症後の私とアンガーマネジメント

ALSは、体の⾃由だけでなくて⼈格さえ疑われるという過酷すぎる病です。

同病の仲間で困難事例と⾔われヘルパーが居つかない患者仲間に率直に⾔います。
「あなたはケアの要求が⾼すぎる、そのことによってヘルパーさんが居かないの
だ」と。

しかし、

そういうメールに対しては猛烈な返信があって攻撃をされます。

そういう⼈たちは⾃分の症状に気がついていないのです。

ほとんどのことについてうまくいかないのは、⼈のせいだと思ってしまうのです。

このことが原因で⼈間関係の構築がうまくいかないのです。

♢情動制⽌困難の過酷さ
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以上は昨年、私が難病看護学会で発表させて頂いたものです。

その後、この原稿を読んだ⽅から様々な反応や相談を頂戴したので、ご紹介し
たいと思います。
当事者さんと介助者さんからのものが多かったです。
まず、当事者さんからのものは三つに分かれました。
⼀つは、これを⼤変活⽤したというものです。
もう⼀つは、私は元々こういう性格だという反応です。
また、これを読んで⾃分に当てはまるところがたくさんあると⾔っても全くこ
れを介助者さんとの関係には影響をしない、または活かさないというタイプの
⼈もいました。
また介助者さんからは、まさに⾃分の担当している利⽤者さんが、これなのだ
というお話をたくさん伺いました。
その中には、看護師さんから本⼈にあなたもこういう症状がはっきり出ている
時があると⾔われても本⼈は認めないというケースもありました。

♢難病看護学会後の反応

では、少し具体的な事例を報告致します。
1例⽬と2例⽬と3例⽬は、患者当事者から寄せられたものです。

1. ⾃分を抑えられずに⾔いたい放題で家族を鬱状態になるまで追い詰めて別居
したが、ヘルパーさんとの関係も全て壊れそうになったが、この⽂章を読んで
⾃分の症状を知ったことで思い留まることが出来て何とかヘルパーさんたちと
の関係を壊さずに済んだことをお礼の連絡と共に報告してくださった⽅。

2.⻑くとても⼤事な関係のヘルパーさんにむかって顔も⾒たくない、もう来な
くて良いと⾔ってしまった患者さんから、⾃分は情動静⽌困難なので、どうし
たら良いかという相談を受けたこと。
私は素直に謝るしかないと答えました。

翌⽇にお詫びして事なきを得たそうです。

♢難病看護学会後の反応
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3.⾃分にとって秘書のような存在のヘルパーさんが辞めていってしまう⼈から
の相談。
どうしてこういう事になってしまうのか、というものでしたが、この患者さ
んは、情動静⽌困難のことには⾃覚があって⾃分を客観的に認識を出来るがそ
れを⼈間関係に活かせずに苦闘している⼈です。
私は何て⾔葉をかけたら良いか考え中です。

介助者(ヘルパーさん達など)からは、まさに私の担当している患者さんは、
これですというお話をたくさんいただいています。
残念ながら、私が⼒になれることは実に僅かなことしかありません。
中には⼀⽇に数百ものケア項⽬を依頼する⼈もいると聞きました。

♢難病看護学会後の反応

私には何らかの理由があると思っていますが、介助者さんの限界はとっくに超
えています。
何とか、この患者さんにお会いして直接お話を伺いたいと思っているところ
です。
中島先⽣のお話に出てくると思いますが、双⽅にとって何ら利益をもたらさな
い関係性をこの症状は引き起こしてしまいます。
少しでもこの情動静⽌困難という症状が関係者と当事者に知られて何らかの良
い影響をもたらしてくれることを願わずにはいられません。
それは患者当事者の⼈⽣を決定してしまうほどのこともあることを私は⾒てき
ています。
また介助者さんにとってもです。

♢難病看護学会後の反応
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ALSは、
「⾃分の体の⾃由は奪われても⼼は奪えないのだ」という話をよくききます。

本当にそうでしょうか？
もしかしたら皆さんが認識しているより遥かに過酷な病かもしれません。

私は⾃分はネガティブな感情、羨むとか妬むとか嫌うとか疑うとか怒りとかが少
なくて、幸せな性格だったと思っていました。その私がこんなに⼈を傷つける⾔
葉を⾃分の中に持っていたなんて、まったく認識していませんでした。

どうしてこんな病気があるのでしょう？

ですからこの病気をもっともっと皆さんに知ってほしいということと、研究をし
てほしいと強く願うのです。
そして患者仲間には⾔いたいです。

この症状のことを知ってこそ、ALSに⼼を奪われないのだと。

ご清聴ありがとうございました。 2021年11⽉

♢最後に
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