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近所付き合いでＰＴＳＤの危険減…ハーバード大など

被災高齢者３０００人調査
読売新聞 2015 年 12 月 28 日
東日本大震災で被災した高齢者のうち、震災前に近所付き合いなどが活発な地域に住ん
でいた人は、被災による心的外傷後ストレス障害（ＰＴＳＤ）を発症する危険性が４分の
３に抑えられていることが、約３０００人を対象にした米ハーバード大学などの調査でわ
かった。
高齢者の被災前の生活状況と、被災後のＰＴＳＤの危険性の関連を分析した大規模な研
究は初めて。
同大などが参加する高齢者に関する調査研究プロ
ジェクト「日本老年学的評価研究（ＪＡＧＥＳ）」は
２０１０年、全国３１市町村に住む６５歳以上の高
齢者に、介護予防などを目的とした生活状況の調査
を実施していた。
調査対象には翌年に起きた震災で被災した宮城県
岩沼市の５０５８人も含まれていた。同市の被害は
死者・行方不明者１８７人、損壊家屋５４２８棟に
上った。
このため、同大は東北大などと共同で、１３年に追跡調査を行い、３６０６人から回答
を得た。
ＰＴＳＤを発症する危険性は、個人的に近所付き合いなどが多い人は、少ない人と比べ
ると０．８７倍、近隣住民の結び付きが強いエリアに住む人は０．７５倍だった。被災前
からあった近所とのつながりが被災後の助け合いを生み、ＰＴＳＤ発症の危険性を低減さ
せたとみられる。また、今回の結果から、高齢で体調が悪いなどの理由で個人的なつきあ
いが少なかった人でも、周囲の人たちの結びつきが強いと、危険性がより小さくなる可能
性が示唆された。
引地博之・ハーバード大客員研究員は、「将来の災害に備えた地域づくりに役立てていき
たい」と話している。

在宅医療の高齢者半数に「不適切」薬…副作用も
読売新聞 2015 年 12 月 28 日
副作用の恐れがあるため高齢者に「不適切」とされる薬が、在宅医療を受ける高齢患者
の４８％に処方され、うち８％の患者に薬の副作用が出ていたという大規模調査結果を、
厚生労働省の研究班がまとめた。
高齢者の在宅医療で処方の実態が全国規模で明らかになるのは初めてという。同省では
高齢者に広く不適切な処方が行われている可能性があると見て、来年の診療報酬改定で薬
の適正使用を促す枠組み作りに乗り出す方針だ。
高齢者は薬の代謝機能が衰えるため副作用が出やすい。近年欧米では高齢化に伴って社

会問題になり、学会などが高齢者には避けるべき薬のリストを作っている。日本にも同様
の基準はあるが医療現場には浸透しておらず、高齢者に深刻な副作用が出たとの報告が相
次いでいる。

ノロウイルスで嘔吐 どうやって消毒すればいい？
日本経済新聞 2015 年 12 月 28 日
感染力が強く、排除が難しいノロウイルス。職場や家庭内で、ノロウイルス感染が疑わ
れる人が嘔吐（おうと）したら、どう対処したらよいのでしょうか。嘔吐物の処理は気の
重い作業ですが、やり方を間違えると、周囲にウイルスをまき散らし、自身を含め二次被
害を生む恐れが。覚悟と気合で臨みましょう。
■換気をしながらエプロン、マスク、手袋などを装着
症状だけでなく、嘔吐物の処理もつらいノロウイルス。
（C)stylephotographs-123rf

まず、どんな場所にもあてはまる注意事項は、以下の
５つです。
・嘔吐物を始末する人以外は別の部屋などに避難する
・窓を開け、換気を良くする
・使い捨てウェア（エプロン、マスク、手袋、靴カバー）を正しく装着する
・飛沫を飛び散らさないよう、手早く静かに処理する
・処理後もしばらくは換気を続ける
そして、処理用の「必須グッズ」を使って吐瀉物の処理と消毒を行います。必須グッズ
のほとんどは 100 円ショップなどで入手できますので、職場や家庭にあらかじめ保管して
おくとよいでしょう。
ノロウイルス・嘔吐物処理の必須グッズ（１～２人で対応する場合。予備も含む）
品名

最低個数 ヒント

使用法など

使い捨てエプロン ２枚

100 円ショップにあるかっ 裾が床につかぬよう、エプロン
ぽう着型長袖エプロンや、レ の場合にもレインパンツを併
インコート、パンツで OK 用し、裾はパンツの中にいれる

使い捨て靴カバー ２組

100 円ショップのガーデニ
ング用靴カバーなどが有用

使い捨て手袋

４組

丈夫なものがよい

使い捨てマスク

４枚

１枚が数円の３層式のマス 隙間なく顔に密着するよう装
クで OK
着

ゴーグル

２個

あれば完璧

ペーパータオル

厚手を多
消毒面積は 20m２
めに準備

２重にする

使用後に要消毒

使い捨てペットシ
厚 手 大 判 高分子ポリマーを含有し、裏 カーペットや布団、カーテンな
ーツ（ペットの尿を
を５枚
面が防水素材のもの
どの加熱消毒に使用
吸いとるもの）

大判ビニール袋

厚手を２
重にした
汚物や汚れた衣類を入れる
ものを４
組

小型ちりとり、へ
４個
ら、下敷きなど

両手に持つため、１人あたり 汚物をペーパータオルと共に
２個
すくう

５～10L のバケツ ４個

１L、２L、３L の位置に印 消毒液希釈用、水拭き用

ノロウイルス・嘔吐物処理の必須グッズ（１～２人で対応する場合。予備も含む）
品名

最低個数 ヒント

使用法など

を付ける
プラスチック性の
柄杓（ひしゃく）や ２個
手桶
消毒液

消毒液をすくう

塩 素 系 漂 その場で希釈する（別表参
２通りの濃度を使い分ける
白剤
照）

■いざ、嘔吐物処理（1）―塩素系漂白剤が利用可能な場合
まず、消毒液の希釈法から。市販されている主な塩素系漂白剤の次亜塩素酸ナトリウム
濃度は、キッチン用、白物衣類用ともに約 5％。本体についているキャップを用いて測定す
る場合、キャップ 1 杯は約 25mL となるので、希釈方法は以下のようになります。
次亜塩素酸ナトリウム入り消毒液の希釈法
濃度

希釈法

用途

1000ppm 消毒液 水１L に 20mL（キャップ１杯弱） 嘔吐物や便中のウイルスの感染性を
（濃い消毒液） を入れる
なくす
200ppm 消毒液 水５L に 20mL（キャップ１杯弱） 汚染箇所の拭き取り、食器、布類の
（薄い消毒液） を入れる
つけ置き
注意 1）消毒液と酸性の強い洗剤とを混ぜると有毒ガスが発生し危険！
注意 2）希釈液をスプレー容器に入れると、噴霧時に目に入る危険性あり！
注意 3）保存しておくと数日で消毒効果が低下するため、その場で希釈する（市販品でも長
期間保存すると次亜塩素酸ナトリウム濃度は低下）
塩素系漂白剤を希釈した消毒液を作ったら、ペーパータオルをたっぷり使って嘔吐物を
幅広く覆い、上から嘔吐物と同量程度の 1000ppm 消毒液（濃い消毒液）を静かにかけます。
へらなどを使って外側から内側へよせながら取り除き、2 重にしたビニール袋に入れます。
この段階が終わったら、外側の手袋を外してビニール袋に入れ、上から濃い消毒液をか
けて、内側の袋の口を縛ります。続いて、嘔吐した位置から半径 2.5m を 200ppm 消毒液（薄
い消毒液）とペーパータオルを用いて拭きます。ゴミは先ほど口を縛った内側の袋の上に
入れていきます。
作業が終わったら、薄い消毒液をしみこませたペーパータオルの上に立って足カバーを
消毒し、エプロン、マスク、手袋とともに注意深く外します。外側は汚染されていると考
えて行動したほうが安全です。先ほどから使用してきたゴミ袋に入れ、薄い消毒液をかけ
て口を縛ります。
塩素によって床が痛む可能性があるので、最後に、消毒した範囲を水拭きします。
■いざ、嘔吐物処理（2）―塩素系漂白剤が利用できない場合
カーペットやソファ、布団などに塩素系漂白剤を使用すると、変色したり劣化したりし
てしまいます。その場合は、熱湯を使ってウイルスを退治します。この作業のときも、マ
スクや使い捨てエプロン、手袋などの装着はお忘れなく！
まず嘔吐物をペーパータオルなどを使って静かにすばやく取り除きます。水分が多い時
は、最初に、紙おむつ、生理用ナプキン、ペットシーツなどをあてて吸い取ると、奥まで
しみこむことを防げます。その後、熱湯による加熱消毒を行います。お湯をたっぷり沸か
してください。
加熱消毒に便利なのが、ペットシーツです。汚染された場所全体をペットシーツでカバ
ーします。防水面を下、吸水面を上に向け、熱湯を吸水量いっぱいまで注ぎます（商品に
よって量が異なるので事前に確認のこと）。前編でもご紹介したように、85～90℃で 90 秒
以上加熱すればノロウイルスは感染力を失います。温度の低下を防ぐためにレジャーシー

ト（アルミの保温シートなどがあれば好適）をかぶせ、さらに厚地のバスタオルを重ねて
放置します。
使用したペーパータオル、ペットシーツ、使い捨てウェアなどは、塩素系漂白剤が利用
可能な場所の場合と同様に、2 重のビニール袋に入れて処理します。熱湯を準備したやかん
やポットの消毒も忘れずに行ってください。
■汚れた布類はつけ置き消毒か熱湯消毒
「ノロウイルス消毒セット」は身近にある材料で準備できる。
（C)belchonock-123rf

嘔吐物が付着した布類は感染源になります。そのまま洗濯機で
他の衣類と一緒に洗うと、洗濯槽内と他の衣類にウイルスが付着
し、一気に拡散してしまいます。
汚れた衣類や嘔吐した人が口を拭いたタオルなどは丈夫なビニ
ール袋に入れて洗面所や浴室に運び、消毒しましょう。マスクと
手袋をした上で、バケツを用いて水洗いし、次に 200ppm の薄い
消毒液に 1 時間程度浸す、または 85～90 度で 90 秒以上加熱してから洗濯機にいれます。
この処理で痛んでしまうような衣類は、残念ですが捨てる方が無難です。使い捨てエプ
ロンや手袋などと一緒に、ビニール袋に入れて薄い消毒液を掛け、袋の口を縛って廃棄し
ましょう。
■水回りの消毒も念入りに
嘔吐、下痢のある人が使用した便器の中は、ノロウイルスの巣窟。マスク、手袋、使い
捨てエプロンなどを身につけ、換気を良くした状態で、濃い 1000ppm 消毒液を使って消毒
します。トイレの床や洗浄レバーやドアノブ、ペーパーホルダーなどは薄い 200ppm 消毒
液とペーパータオルを用いて消毒し、その後水拭きをします。
汚れた衣類を水洗いした場所や、嘔吐した患者が口をゆすいだ場所も、必ず消毒しまし
ょう。
さらに、ノロウイルス感染が疑われる人が使用した食器も消毒が必要です。使用後すぐに、
薄い 200ppm 消毒液に 5～10 分浸してから洗います。
以上、気の遠くなるような作業ですが、備えあれば憂いなし。漂白剤や使い捨てウエア
などを一式そろえた「ノロウイルス対策セット」を準備し、作業をシミュレーションして
おけば、いざというときに、自分と周囲の人の感染リスクを大きく下げることができるは
ずです。
参考資料：
「厚生労働省｜ノロウイルスに関する Q＆A」
85cm の高さから嘔吐するとウイルスは半径 1.6m まで広がる
嘔吐物に含まれるノロウイルスは、どのくらいの範囲まで広がるのでしょうか。東京都
健康安全研究センターが、模擬嘔吐物を各種床材の上に落下させる興味深い実験結果を公
開しています（＊１）
。
最初に、高さ 100cm から落下させて、床面で飛び散る範囲を調べたところ、模擬嘔吐物
は半径 2.3m の範囲に広がりました。85cm の高さから落下させたところ、飛沫は 1.6m ま
で上がりました。また、飛散した粒子の中で、直径が小さなものは、数時間にわたって空
気中を漂う可能性があることも明らかになりました。
この結果は、消毒すべき範囲の目安となると共に、嘔吐から数時間後まで、空中にウイ
ルスを含む粒子が漂っており、積極的に換気をしないと、清掃後に室内に入った人の顔な
どにウイルスが付着して口に入る危険性があることを示しています。
＊１ 東京都健康安全研究センター環境保健部の大貫文氏の研究報告「おう吐物によるノ
ロウイルスの飛散」
（大西淳子＝医学ジャーナリスト）

ＮＨＫニュース 2015 年 12 月 27 日
愛知県犬山市の日本モンキーセンター
では、火を怖がるはずの猿がたき火の周り
に集まって暖を取る姿を見せています。
日本モンキーセンターでは昭和３４年
の冬、飼育員が暖を取るため廃材を燃やし
ていたところ、火を怖がるはずの猿が近づ
いてきたことをきっかけに、毎年たき火が
行われています。
２７日もヤクニホンザル１５０匹余り
が飼育されている猿山でたき火が行われ、
大人だけでなく子どもの猿も火のすぐそばに近づき、のんびりと暖を取っていました。ま
た、飼育員がたき火から焼き芋を取り出すと一斉に奪い合い、中には器用に芋を冷まして
から食べる猿もいました。
日本モンキーセンターによりますと、ことしは暖冬ですが、例年と同じぐらいの数の猿
がたき火の周りに集まってきているということです。
愛西市から家族で訪れた４６歳の自営業の男性は「火を怖がらずにたき火の周りにいる
姿が人間のようだと思いました。さる年の来年は、猿のように元気に過ごしたいです」と
話していました。
たき火は今月２９日と３０日を除く年末年始や、来年２月末までの土日や祝日に行われ
ます。
火を怖がるはずの猿 たき火に

社説：
【男女共同参画】取り組みの強化が必要だ
高知新聞 2015 年 12 月 27 日
政府は、性別に関係なく活躍できる社会を目指す第４次男女共同参画基本計画を閣議決
定した。
２０２０年の民間企業の課長職割合を１５％とするほか、２０年度末までに中央省庁の
課長・室長職で７％など各分野の女性登用目標を明記している。
いずれも安倍政権が掲げる「２０年までに指導的地位に占める女性の割合を３０％程度
にする」との目標を下回る。政府はこの目標達成を事実上断念したといえる。
内閣府は今回の目標を「現実的な設定」としている。だが、数値の下方修正に甘んじる
ことなく、３０％という目標に向けて取り組みを強化することが求められる。
小泉政権時代の０３年に設定された「２０年に３０％」の目標は、第２次安倍政権で再
び脚光を浴びた。首相は成長戦略の中核に「女性の活躍」を据え、国や自治体、企業に女
性の登用を呼び掛けた。ことし８月には女性活躍推進法も成立させた。
しかし現実は厳しく、登用の動きはなかなか進んでいない。内閣府によると、１５年の
女性の割合は、国家公務員の本省課長・室長職が３・５％、都道府県の本庁課長相当職が
８・５％となっている。民間企業の課長相当職は９・２％（１４年）にとどまる。
働く全ての女性が指導的立場を目指すわけではないだろう。だが、意欲と能力のある人
が諦めざるを得ない状況があるのなら改善する必要がある。
よく指摘されるのが長時間労働を前提とする働き方だ。
日本では正社員は残業や休日出勤をいとわず働くことが要求されることが多い。これで
は育児休業など子育て支援の制度があっても仕事と家庭を両立することは難しい。指導的
立場どころではないだろう。
依然として出産を機に約６割の女性が仕事を辞めている。企業は柔軟な働き方を取り入
れ、女性が仕事を続けられるよう工夫してほしい。
第４次計画では男性中心型の労働慣行を改める必要性を打ち出した。長時間労働のほか、

転勤を当たり前とする働き方を男女ともに見直すべきだとしている。
高齢化が進み、男女を問わず介護を担わなければならない人も増えている。官民ともに
働き方の抜本的な改革を行い、誰もが生き生きと働ける環境を整えることが急がれる。

論説：悪意ある投稿 ネットと凡庸な悪
佐賀新聞 2015 年 12 月 28 日
スマートフォンなどでインターネットの掲示板やツイッターに投稿した人のうち、他人
の悪口など「悪意ある投稿」をした人が、１０代で４２％に上ったとの調査が報告された。
世代別で最も高く、若者の倫理観低下を嘆く声が早速聞こえるが、端末の普及やネットの
利用頻度を考えれば１０代が高いのは当たり前でもある。それより投稿後の心理で「何も
感じない」と答えた人が全体で３５％に上り、最多だったことに危うさを感じる。
独立行政法人情報処理推進機構によるネット利用者の意識調査で２００５年から毎年行
っている。今年もネット上で９月、１３歳以上を対象に匿名で実施された。
携帯端末でネットを利用する５千人中、投稿経験がある人は過半数の２６２４人。この
うち悪意がある投稿をした人は７０６人いた。年代別でみると２０代が３３％、３０代は
２３％。若年層ほど高いが、
「分別がある」はずの５０代も１５％、６０代でも１１％を占
めた。年代にかかわらず一定数が存在することに闇や病理を見る。
ネットは悪意を増幅させる装置という「負の側面」もある。ネット上では極端な意見や
過激な言葉が注目を浴びやすい。掲示板やツイッターは匿名で投稿できる。こうした特性
が、年代を問わず悪意ある投稿をさせる一因でもある。
同時にネットには有益な情報や善良なコミュニケーションが存在する。匿名での投稿も
言論の自由を担保する手段として理解する。悪意は人の感情だけに投稿の根絶は不可能だ
が、モラル教育などを通して悪意の表出を少しでも減らし、ネットの「正の側面」を伸ば
すよう、あらゆる手段を講じる必要はある。それも急務と思わせるのが、今回の調査で最
も気になる悪意ある投稿の理由や心理だ。
悪意ある投稿の理由は「反論したかった」が２５％で最多。次いで「いらいらした」が
２３％。ここまでは動機が見える。心配なのは３番目の「特にない、なんとなく」の１９％
だ。前回調査から９ポイント増えた。動機が見えない。投稿後の心理では「何も感じない」
が３５％で最多。
「気が済んだ。すっとした」が３１％で続き、
「後悔した」「問題にならな
いか心配になった」はそれぞれ１３％、１０％だった。
罪悪感が薄れている。回答内容からは、そもそも悪意があるとは気づいていない、ある
いは考えてもいない軽薄短小な傾向が読み取れ、「凡庸な悪」を連想させる。
凡庸な悪は、元ナチス幹部でホロコーストの中心人物だったアドルフ・アイヒマンの裁
判を記録したユダヤ人の政治思想家ハンナ・アーレントの言葉。裁判でのアイヒマンは怪
物的な悪の権化などではなく、紋切り型の官僚用語を繰り返す役人だった。命令だからと
思考を放棄し、組織の歯車になっていくことをアーレントは「悪の凡庸さ」と呼び、「思考
の欠如」こそが罪であると結論づけた。
ネットは社会の映し鏡である。世界が紛争やテロ、差別などにより憎悪に満ちている今、
ネットに悪意が増殖するのも仕方がないことなのかもしれない。しかし、現実の社会を変
える力を持つまでになったのがネットの世論でもある。「凡庸な悪」に飲み込まれてはいけ
ない。
「考える」ことである。ネットの世界から悪が減れば、現実の世界も少しずつ善に向
かうと信じる。
（森本貴彦）

＜支えられるココロ＞ 「認知症」からの“復活”
（上） 中日新聞 2015 年 12 月 23 日
「ニンチショウ」－。何て絶望的な言葉なのか。毎日、脳細胞が死んでゆき、回復はな
い。人格は崩壊しやがては衰弱して…。「本当にひどい。その恐怖といったら、発狂しそう
になるくらい。必死にそこからはい上がった今、『認知症』は深く誤解された言葉だと、私

は訴えたい」
多くの症状が消え、「認知症は深く誤解された言葉」と話す樋口直美さん
＝千葉県内で

二〇一三年六月、
「レビー小体型認知症」と診断された千葉県
在住の主婦樋口直美さん（５３）。この七月、「私の脳で起こっ
たこと」
（ブックマン社、日本医学ジャーナリスト協会賞優秀賞
受賞）を出版し、病からの“復活”の軌跡を公表した。体調の
許す範囲で講演やテレビ出演もこなし、病気の真実を伝えてい
る。
しかし、絶望のふちから「はい上がる」までには十年以上を
要した。
三十代後半。自宅マンションの駐車場に車を止め、ふと隣の
車を見ると、助手席に見知らぬ中年女性が無表情で座っていた。
「わっ」とびっくりして見直すとスッと消える。別の日も、同
じ車に同じ女性が見えては消えた。夜中に殺される悪夢を見て
叫んで跳び起きることも。四十一歳のとき急に不眠に陥り、激しい頭痛、倦怠（けんたい）
感にも襲われるようになった。
翌年の〇四年六月、病院で受診すると「なぜか」うつ病と診断された。ここから最悪の
日々が始まる。
医師から「よく効く薬だから、少し気分が悪くなっても必ず飲んでください」と処方さ
れた抗うつ剤。飲み始めた途端、血圧が降下し失神。手の震え、発作のような不安・焦燥
感に襲われた。銀行に行って現金自動預払機（ＡＴＭ）にカードを置き忘れるなど物忘れ
症状も表れた。
「心が死んで別人になった」感覚。薬に過敏になる「レビー」の症状だった。
毎年変わる病院の主治医に「服薬をやめたい」と訴えたが、これらの症状は「薬が足り
ないからだ」とかえって増量され、ようやく聞き入れてくれる医師が現れるまで六年近く
が過ぎた。薬を中止したら「ひゅーっと霧が晴れるように」苦しみは消え、頭の回転も元
に戻った。
ただ、一匹の「虫」が、再び自己の存在を揺るがす。一二年九月、床をはう黒い甲虫を
見た。おかしいと思って見直すと、一塊のちりと分かる。が、「悪夢が現実になった」と直
感した。前年にも虫などの幻視があり、自身で調べてレビーの特徴と知った。けれど一時
的だったので錯覚と思い込もうとしていた。このときの虫は、錯覚にしてはリアル過ぎた。
「進行が早く、短命」
。レビーの悲愴（ひそう）な情報が頭にこびりつく。
翌月、脳や交感神経の状態を調べる検査を受けたが、レビー特有の異常は出ず。自身も
医師もレビーを強く疑ったものの、医師は診断も治療もできないと言った。「進行を遅らせ
るため私にできることは」と尋ねると「ないんですよ。今まで通りの生活を続けるように」。
死に神が後ろから鎌を振り下ろそうとしているのに「切られるまでほっておけ」と言っ
ているよう。
「目の前で命綱が切られた」と感じた。だが、思い直した。うつ病と診断され
た八年前にレビーを発症していたとすると、進行は極めて遅い。
「これからも、自分で進行
を止めてやる！」
。怒りは闘志に変わった。（白鳥龍也）

＜支えられるココロ＞ 「認知症」からの“復活”
（下） 中日新聞 2015 年 12 月 24 日
私の人生は、薄い氷の上か…。明日にでもパリンと音を立てて（氷が割れ）、私は、溺れ
るのか…。
二〇一二年秋、一匹の虫を幻視したのをきっかけにレビー小体型認知症を疑った千葉県
の樋口直美さん（５３）
。治療について医師から突き放され「自分で進行を止める」と誓っ
たが、当時の日記には、薄氷を踏むがごとくの不安と恐怖をつづっていた。意識障害、疲
労感、物忘れなど多種多様な症状も治まらない。

講演する樋口直美さん。その都度、新しい情報や考えを盛
り込み、認知症への誤解や偏見を解くよう努めている＝東
京都港区で

「このままどこかに消えてしまいたい、車にはね
られて死ねたらどんなに楽だろう」
「崩れていく。
滅んでいく。朽ちていく…」
「これから少しずつ記憶力や判断力を失ったとし
ても、私は私であり続けると思える」「過去はどう
でもよく、今を大事にするしかないし、それでＯＫ。
今を生きればいいんだ」
つかの間、希望を抱いたり、絶望のふちに沈んだ
り。心と体の旋律は、日々乱高下。仕事のミスが続きパートの職も失った。
「一番怖いのは、脳を乗っ取られ、魔物と化して家族を苦しめること。考えると耐えら
れない」
。夫と二人の子にも病気のことは話せなかった。言えないことで孤独感に苦しめら
れた。
一三年六月、体調悪化に耐えかね病院を再受診。症状からついに「レビー」と診断され、
初めて抗認知症薬が処方された。胸中は、やっと治療を受けられるという安堵（あんど）
と、認知症の烙印（らくいん）を押されたことへの衝撃がないまぜになって複雑だった。
しかし、薬の効果は表れ始めた。認知症用の貼り薬に加えて脳血流改善薬、何種類もの漢
方薬を慎重に試していった。注意力の低下や自律神経障害は一進一退を繰り返しながらも、
幻視などは改善していった。
そして、一気に症状を変えたのは、周囲に病名を告白したこと。「名すら知られていない
病気に関心を持ち、理解してほしい」との願いだった。友人はそのままに受け入れてくれ
た。子には励まされた。
「私は一人じゃない。支えてくれる人は最初からいっぱいいた」と
の安心感が自信を取り戻させた。笑いが薬以上に症状改善に効くと分かり、夫はよく笑わ
せてくれるようになった。何より「人間として見られなくなるのではないか」と病気を隠
すストレスが、病状を悪化させていたのだと悟った。
一時は「百引く七」の計算ができなかったが、現在認知機能テストは満点。抗認知症薬
を継続し、日によって体調の波はあるものの、普通の暮らしを送る。
心を重くさせるのは、初対面の相手から「認知症に見えない」と言われること。「認知症
の人って何なのか。どんな外見を期待しているのか」と。認知症は本来、状態を示す言葉
で病名ではない。信頼する医師からも「樋口さんは意識障害による認知症の状態から回復
し、現在の診断は『びまん性レビー小体病』が正しい」と指摘されている。
体験を通し、認知症をめぐる多くの問題は、社会の誤解と偏見、不適切な医療に起因す
る「人災」と考えるようになった。講演では、認知症があっても普通の人間であり、適切
なケアと医療、安心できる人間関係が生む笑いや自信により症状は改善すると訴える。
「そのことを通して人の役に立つのなら、今、私はこの病気になって良かったと思う」。
病気を恥じず、堂々と生きる決意が言葉ににじんだ。（白鳥龍也）
月刊情報誌「太陽の子」、隔月本人新聞「青空新聞」、社内誌「つなぐちゃんベクトル」、ネット情報「たまにブログ」も

大阪市天王寺区生玉前町 5-33 社会福祉法人大阪手をつなぐ育成会 社会政策研究所発行

