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最優秀賞は岡山・ももぞの学園 きらぼしアート展 ９人で抽象画制作
山陽新聞 2017 年 5 月 30 日
最優秀賞
に選ばれ
た抽象画
最優秀賞
作品を制
作したも
もぞの学
園の利用
者（１人は
欠席）
特別賞に決まった「モ
ナリザと数字のコンポジション」

岡山県内の障害者の芸術作品を４会期に分けて紹介した連
続展覧会「きらぼし★アート展」（山陽新聞社会事業団主催、
県、県教委、山陽新聞社共催）の最優秀賞が３０日、社会福
祉法人ももぞの学園（岡山市北区粟井）の利用者９人による
抽象画に決まった。６月１５日、同社さん太ホール（同柳町）
で表彰式がある。
１月から５月２８日まで順次開催された展覧会の全出品作
約３８０点を対象に、備前焼の重要無形文化財保持者（人間
国宝）伊勢崎淳氏＝備前市▽版画家高原洋一氏＝岡山市▽元
特別支援学校教諭でアール・ブリュット（美術の専門教育を
受けていない人たちが生み出す芸術）支援者の射矢諄一（い
るや・じゅんいち）氏＝倉敷市＝が選考した。
最優秀賞の作品は１畳分（１・８メートル×０・９メートル）のパネルに、赤、黄、黒、
白などさまざまな色で思い思いに表現し、鮮やかな仕上がりになっている。９人が昨年９
月ごろから今年２月にかけ、絵の具を筆で垂らしたり、たたきつけるようにかけたりした。
タイトルは無い。
選考会では、伊勢崎氏が「いろいろな感性、技法が重なり合い、大胆なだけでなく繊細
な部分もある」と推薦した。高原、射矢両氏も「豊かな表現は、みんなで奏でた交響曲の
ようだ」と高く評価した。
制作者のうち、桐畑俊浩さん（５７）は「描いていて楽しかった。画家になれるかな」
と喜び、則武晴美さん（６２）は「もっといろいろ描きたい」と意欲を膨らませた。
特別賞には就労継続支援Ｂ型事業所スカイハート灯（ともしび、真庭市若代）の利用者
藤原正一さん（６６）が描いた「モナリザと数字のコンポジション」が選ばれた。ふくよ
かなモナリザの肖像画が数字で埋め尽くされ、発想のユニークさが評価された。

きらぼし★アート展は山陽新聞社会事業団（松田正己理事長）の創立７０周年記念事業
として開かれた。
最優秀賞制作の他の７人は次の皆さん。（敬称略） 吉田直子、西崎高広、益田富恵、畑
満里子、岸本文子、三宅孝行、為貞孝宏

触って感じるアート 「コミュニケーション育んで」 猪
苗代で企画展／福島 毎日新聞 2017 年 5 月 30 日
自動販売機を模した木彫りの作品に触れる来館者ら＝猪苗代町新町
の「はじまりの美術館」で

展示作品に触って鑑賞できる企画展「あなたが感じている
ことと、わたしが感じていることは、ちがうかもしれない展」
が、猪苗代町新町の「はじまりの美術館」で開かれている。
障害があったり専門的な美術教育を受けていなかったりす
る芸術家が独自の発想で生み出す芸術「アール・ブリュット」
の作品を中心に展示。思わず触りたくなる気持ちをくすぐっ
ている。７月９日まで。

双子育児を先輩が支援 浜松の女性ら団体設立
中日新聞 2017 年 5 月 31 日
双子を育ててきた浜松市近郊の女性たちが、経験を生かして「後輩ママ」らを支援する
ための団体「しずおか多胎ネット」を立ち上げた。授乳、おむつ替え、寝かしつけと、子
の数だけ負担も増す双子や三つ子の育児。代表の
高山ゆき子さん（４２）＝同市中区広沢＝は「悩
みを理解し、行政も含めて支える地域づくりにつ
なげたい」と語り、六月十八日に市内で開かれる
多胎育児支援の全国フォーラムの準備を進める。
多胎児サークル「ツインクル」で、絵本の読み聞かせを
楽しむ参加者たち。外出が大変な同じ境遇の親子が集ま
れる貴重な時間だ＝浜松市浜北区平口の浜北保健センタ
ーで

色違いの服を着た子供たちが、広々とした部屋
を遊び回る。同市浜北区の浜北保健センターに月
一回集う多胎児サークル「ツインクル」
。二歳になる双子の娘と区内から参加する坪井晃子
さん（３６）は「二人が違う方向に走り出し、夫が仕事の日は外遊びが難しい。でも、か
わいさは二倍以上」
。そう話す間も、娘たちはママの膝の上で「陣取り合戦」を続ける。
小学六年の男女の双子がいる高山さんも、苦悩と向き合ってきた。混雑する商業施設で
は、二人用の大きなベビーカーがエレベーターになかなか乗れず、「こんな所に連れてくる
な」と言われたことも。同時に泣きだしたらどうしよう－。
「外出が怖くなり、モグラのよ
うに家にこもった」
転機は二〇〇六年ごろ。双子の親らの交流会に初めて出席し、悩みを打ち明けると「分
かる、分かる」と声が上がった。
「各家庭が孤立しないように情報交換の場が必要」と高山
さん。参加者らとサークル「ころころピーナッツ」を結成し、ツインクルのように他の団
体との接点も生まれた。
ネットは「みつご・ふたご」の語呂合わせの日を選んで今年三月二十五日に設立した。
現在のメンバーは三十人ほど。妊娠・育児中の人らのため聖隷浜松病院（同市中区）で開
くサロンや自宅訪問、情報発信、イベント開催が主な活動となる。
六月の全国フォーラムは一般社団法人の日本多胎支援協会（事務局・神戸市）が各地で
主催し浜松が八回目。専門家の講演のほか、行政関係者や全国の支援団体、保護者らが交

流する。ネットは運営を担い、二人分のおむつや着替えを入れた外出用バッグをはじめ、
育児のイメージが湧くような展示も計画する。
ネットの調べでは、静岡県内の全市町で多胎児に関するグループは少なくとも十数団体
ある。高山さんは「これから双子を育てる人のため、経験者は大きな力。浜松から県全体
に輪を広げ、切れ目のない支援を目指したい」と思い描く。
◆浜松で来月１８日 全国フォーラム
全国フォーラム（中日新聞東海本社後援）は六月十八日午前十時～午後零時半、浜松市
南区増楽町の可美公園総合センターのホールで開催。双子の虐待に関する裁判を担当し、
自身も双子を育てる愛知県の間宮静香弁護士と、多胎家庭の支援に詳しい岐阜県立看護大
の服部律子教授が講演する。参加費無料で、一口五百円のカンパを募る。定員二百人で申
し込みは十一日まで。日本多胎支援協会のホームページ左下の「お知らせ」からフォーラ
ムのチラシのデータ版を見ることができ、記載されたＱＲコードから申し込める。（久下悠
一郎）

名古屋市港区の障害者訓練施設で不審火
中日新聞 2017 年 5 月 30 日
３０日午前３時４０分ごろ、名古屋市港区十一屋、障害者自立訓練施設「やまぶき」の
敷地内で、Ｔシャツが燃えているのを、入居者の男性（１８）が発見。連絡を受けた男性
従業員（２８）が消火し、一一九番した。周辺を調べたところ、施設２階の共有スペース
部分のベランダに立て掛けてあったモップに燃えた跡があり、壁が一部焼けていた。さら
に敷地西側でも、黒く焦げたぞうきん４枚が見つかった。付近に火の手はなく、港署は不
審火として調べている。当時は入居者２４人が施設内にいたが、けが人はなかった。
港署によると、敷地は塀などで囲まれておらず、誰でも侵入できる状態。施設は施錠さ
れていたという。ホームページによると、施設には精神障害者や知的障害者が入居し、自
立に向けた訓練をしている。

介護現場の外国人スタッフ

仕事ぶり◎ でも読み書き△

東京新聞 2017 年 5 月 31 日

「ＯＫ」サインをつくる利用者の女性（右）と談笑する松井リリベスさん
（左）と西川スサーナさん＝愛知県大府市で

介護現場の人手不足を補うため、外国人をスタッフに迎え入れ
る施設が増えつつある。ただ、日本に長く住み会話には困らない
ものの、漢字と仮名が交じった報告書を読んだり、利用者の様子
を介護記録に記入したりすることは苦手という人も少なくない。
今後、介護現場で外国人職員が増えていくと見込まれる中、受け
入れ側はどんな工夫をするとよいだろうか。 （出口有紀）
「この字はどう読む？ 難しいね」
。愛知県大府市のショート
ステイ施設「らくる大府」
。個室の前に張られた名札の「澤」と
いう文字を指さして、フィリピン人の介護職員西川スサーナさん（６０）と松井リリベス
さん（４５）が、首をかしげた。
利用者四十人ほどが短期的に宿泊する施設では、職員三十三人が働く。フィリピン出身
の職員は、西川さんと松井さんを含め三人だ。
当初は、日本人職員の一部から「教えるのに手間が掛かる」という反発もあった。しか
し、覚えがよく、丁寧な仕事ぶりに、不満は消えていった。
個室の清掃から始め、次第に利用者と直接かかわる仕事も増えた。ベッドから車いすへ
の移動や入浴などの技術は、日本人職員らが片言の英語と身ぶり手ぶりで説明。難しい介
護用語は、例えば褥瘡（じょくそう）は「寝ていて皮膚がめくれること」など、言い換え
ている。

明るい性格の西川さんらに、利用者も親しんでいる。庭の木に鳥の巣を見つけた女性（９
１）は、西川さんと松井さんに「明日、散歩に出て確認しようね」と声を掛けられ、
「ＯＫ」
と指で丸を作って笑顔を浮かべた。
「明るくて、いつもエネルギーをもらっている。言葉が
通じずに困ったことはない」と女性は話す。
ただ、介護記録や会議の報告書の読み書きは苦手だ。
「難しそうと思った字にはルビをふ
るなど、どこを助ければ、スムーズに仕事ができるか常に考えている」と、職員の岩本環
さん（５７）は話す。西川さんたちには体温や血圧などの数字を書き込むことから始めて
もらった。家族への連絡票でよく使う「お変わりありません」「入浴されました」などの表
現は覚えて記入してもらう。
鎌田雄久（たけひさ）施設長（３５）は「指導を通し、日本人職員が仕事を見直す機会
になっている。外国人職員の読み書き能力は上がっている。今後は夜勤を含め、全業務を
こなせるようになってほしい」と期待する。
◆記録作成などが課題
国際厚生事業団（東京都）が２０１４年度に実施した調査によると、日本の介護施設で
働く外国人の４３％が「カンファレンス（会議）の記録作成」を仕事上の課題に挙げた。
「介
護記録等の記載内容の理解」とした人も３３％いた。一方、介護技術や利用者への対応に
不安を感じている人は少数だった。調査は、全国の２４１施設の労務担当者と、そこで働
く在留資格がある外国人４６７人に、外国人の就労に関する課題などをアンケートした。
施設への調査では、日本語の問題などで、外国人職員に介護計画を作成させていないと
いう施設が５８％あった。ただ、介護技術や利用者対応に関しては、施設側にも課題とす
る声は少なかった。
愛知県内の施設などで、外国人職員への研修の経験がある大崎千秋・名古屋柳城短大准
教授（介護福祉）は「施設のＩＴ化が進み、介護記録などをパソコンで入力できるように
なれば、困るケースは少なくなるのでは」とみる。施設や日本人職員について「流れ作業
のように同じ業務ばかりをさせ、外国人職員の本来の能力を引き出せていないケースもあ
る。施設や同僚の力も求められている」と指摘する。

手作り絵本で支援 子育て家庭へ“手みやげ” 奈良県社会福祉協など継続訪問「入り口」
に
産経新聞 2017 年 5 月 31 日
絵本を手渡すことで子育て家庭とのつながりを深めようと、県社会福祉協議会と県民生
児童委員連合会は今月から、
「絵本でつなぐ笑顔の活動」を始めた。共同で作成したオリジ
ナル絵本「おなまえは？」や市民から寄付された絵本を“手みやげ”に子育て家庭を継続
的に訪問し、育児の悩み相談や支援につなげるという。
県内では、各地区の民生児童委員らが乳幼児を持つ家庭を訪問。子育てなどに関する相
談に乗ったり、問題を抱える家庭を把握したりといった見守り活動を続けている。
こうした見守りは虐待などの早期発見や防止のために欠かせないが、最近は家庭訪問を
断られるケースが増えているという。そうした家庭とのコミュニケーションの「入り口」
として有効だと考えられたのが、
「絵本」だ。
今回作成されたオリジナル絵本「おなまえは？」は民生児童委員らがシナリオを考案。
生まれたばかりの子ジカが奈良を北から南へと旅をしながら、さまざまな名前を持つ「お
ともだち」と出会い、自分の名前を知ろうとする－というストーリーだ。名前に込められ
た親の思いを子供に伝えてほしい、という願いが込められている。
同協議会の担当者は、
「ただ突然訪ねるよりも、絵本を持参して『子供に読み聞かせてあ
げてね』と言って訪問する方が、玄関のドアを開けてもらえる可能性が高い」と期待する。
だが、一度絵本を持って行っただけでは関係性は続かない。そこで同協議会らは「おな
まえは？」を届けた家庭に、引き続き新しい絵本を届けることを計画。そのために、一部
の地域の保育所などに回収ボックスを設置し、市民から不要になった絵本を寄付してもら

う取り組みを今月末から始めた。
同協議会担当者は、
「困っていることがあれば関係機関につないだり、解決を手伝ったり
できる。『顔の見える関係』を築きながら、地域の子育てを支援していきたい」と話した。

児童虐待「対策強化を」 仙台のＮＰＯが意見
河北新報 2017 年 5 月 31 日
児童福祉法・児童虐待防止法改正案を審議する衆院厚生労働委員会は３０日、参考人質
疑を行い、仙台市のＮＰＯ「子ども虐待防止ネットワーク・みやぎ」の鈴木俊博事務局長
から意見を聞いた。鈴木氏は「虐待を防ぐための人手や予算があまりに不足している」と
訴え、対策強化を求めた。鈴木氏は全国の児童相談所による虐待対応が年間１０万件を超
え、行政の支援が届かない家庭が数多く存在する問題を指摘。「虐待対応の制度設計を見直
す大胆な発想が必要だ」と述べ、子どもを保護する専門機関の新設など抜本的な見直しを
要請した。虐待を受けた子どもが成人後、対人関係に問題を覚えて就労できなかったり、
自らの子どもを虐待したりするケースがあることも報告。
「保護者を指導するプログラムを
充実させ、虐待問題の悪循環を絶たなければならない」と強調した。
改正案は、虐待を受けた児童の保護者への指導について、家庭裁判所の関与を強化する
内容。参考人質疑では鈴木氏のほか、虐待防止に携わる精神科医ら４人が意見を述べた。

急務、受動喫煙対策 県認定飲食店、まだ１・６％
中日新聞 2017 年 5 月 31 日
屋内禁煙など、
「受動喫煙の対策をしている」と県が認めた飲食店は３月末時点で、県内
全店の１・６％にとどまる。一方で、県民の喫煙率は年々下がり、２０１６年は１５・６％。
県は３１日の「世界禁煙デー」に合わせ、受動喫煙防止をＰＲする。
受動喫煙は、他人が吸っているたばこの煙を吸わされること。肺がんや心筋梗塞などの
健康被害が確認されている。
対策で先行する各国から人が集まる二〇二〇
年の東京五輪や一九年のラグビーワールドカッ
プを前に、政府は対策を急ぐ。
厚生労働省は、飲食店内は原則、禁煙とする
健康増進法の改正法案をまとめた。与党内には
飲食店の売り上げ減を懸念する意見があり、法
案の内容は調整中だが、今国会にも提出が見込
まれる。
世界禁煙デーに合わせ、受動喫煙の害などを訴えるポス
ターを掲示する県職員＝県庁で

県は〇四年から、政令・中核市（名古屋、岡崎、豊田、豊橋）を除く県内全域の飲食店
やホテル、金融機関、病院など不特定多数が利用する施設を対象に、屋内や敷地内を禁煙
とした施設を認定している。
三月末時点で、病院、診療所などの保健医療福祉施設は全一万八千カ所のうち四千七百
九十二カ所（２６・６％）
、学校などの教育機関は二千六百カ所のうち千九十九カ所（４２・
２％）
。
飲食店は四万五千カ所のうち七百三十一カ所（１・６％）にとどまり、宿泊施設も千八
百カ所のうち十カ所しかなかった。
県の担当者は「飲食店紹介サイトなどを見ると屋内喫煙にしている店は、実際は県の認
定よりも多いと考えられる。認定制度への参加を呼びかけたい」と話す。
施設名は、県サイト内のデータベース「タバコダメダス」で検索できる。
◆県内喫煙率は年々低下 １６年１５・６％
県の調査によると、二十歳以上の県民の喫煙率は〇九年に１８・８％、一二年に１７・

０％、一六年に１５・６％と下がり続けている。ただ、県庁内に喫煙室を残すなど、対策
は遅れている。四十七都道府県のうち、三十四道府県が庁舎内を禁煙とし、大阪府は敷地
内も禁煙としている。県は禁煙週間（三十一日～六月六日）に合わせ、庁舎内の喫煙室を
閉鎖し、禁煙を呼び掛けるポスターを展示する。三十一日正午には名古屋駅前で、Ｊリー
グ・名古屋グランパスのマスコット「グランパスくん」を招き啓発活動をする。
（相坂穣）

経団連の榊原定征会長「社会改革の先導を」 政府との友好関係も重視
産経新聞 2017 年 5 月 31 日
経団連の榊原定征会長＝東京都千代田区（荻窪佳撮影）

経団連の榊原定征会長（荻窪佳撮影）は３０日までに産経新聞など
のインタビューに応じ、今後の経団連像について「企業の利益代弁者
でなく、国の将来を見越したさまざまな提言をし、社会改革を先導す
る役割を果たすことが存在価値になる」と語った。その上で「外から
政府を批判するのではなく、政府の中に入り、政治と経済は車の両輪
の関係を維持しながら、改革を進めるべきだ」と発言。政府との友好
な関係を重視する考えを示した。
榊原氏は経済の現状について「デフレ状態は脱却したが、将来不安
が原因で、消費は低迷を続けている」と分析。対応策として「社会保
障制度の持続性担保と、教育費の不安解消が欠かせない」とし、経団連としてもこの問題
に取り組む考えを示した。同時に、成長戦略を進めていくことが重要として、「昨年政府が
取りまとめた日本再興戦略に盛り込まれた『官民プロジェクト１０』には、経団連の意見
が多く取り入れられた。実行段階に入っており、強力に推進していく」と語った。
経団連は３１日に創立７０周年式典と定時総会を開催する。榊原氏は、今回の総会で、
４年の任期最終年を迎える。
「後任選びも最も重要な仕事」とするものの、実際の人事は「し
かるべき時に考えていきたい」と言及するにとどめた。

骨太の方針素案 幼児教育 早期無償化や高等教育 負担軽減
NHK ニュース 2017 年 5 月 31 日
政府は経済財政運営と改革の基本方針、いわゆる「骨太の方針」の素案を取りまとめ、
経済成長に向けて人材への投資を中心に据え、幼児教育などの早期無償化のほか、高等教
育でも給付型奨学金や無利子奨学金など、必要な負担軽減策を推進するとしています。そ
れによりますと、日本経済は所得・雇用の環境が改善する一方、潜在成長力は伸び悩み、
中間層の活力の低下といった課題を抱えていると指摘したうえで、経済成長に向けて、人
材への投資による生産性向上を改革の中心に据えるとしています。そして、幼児教育や保
育の早期無償化に加えて、待機児童の解消を目指し、歳出の見直しなど財政面での効率化
や増税、新たな社会保険方式の活用などを含め、安定的な財源を確保する方法を検討し、
年内に結論を得るとしています。また、安倍総理大臣が目指す、大学や専修学校など高等
教育の無償化に道筋をつけることを念頭に、財源を確保しながら、給付型奨学金や無利子
奨学金など、必要な負担軽減策を推進するとしています。一方、財政健全化に向けて、国
と地方を合わせた基礎的財政収支を２０２０年度までに黒字化するなどとした、財政健全
化目標の達成を引き続き目指すとし、来年度、平成３０年度予算案の編成では、歳出削減
に向けて社会保障費の抑制など、聖域なく改革を進めるとしています。政府は、この骨太
の方針の素案を６月２日の経済財政諮問会議で示し、与党と調整したうえで、来月上旬に
も閣議決定する方針です。

介護状態改善すれば、事業者の報酬アップ 政府が方針
朝日新聞 2017 年 5 月 31 日
政府は３０日の未来投資会議で示した新しい成長戦略「未来投資戦略２０１７」の素案
に、介護サービス利用者の「自立支援」に取り組み、利用者の介護状態を改善させた事業
者への報酬を手厚くする方針を盛り込んだ。元気な高齢者を増やし、介護費抑制につなげ
る狙いだ。ただ、改善の見込みのない人が利用しにくくなると懸念する声もある。
介護サービスの公定価格である介護報酬は、一般的に利用者の介護の必要度に比例する。
利用者を寝かせきりにさせている方が報酬を多くもらえ、歩行訓練などの自立支援に取り
組んで利用者の状態が改善した場合には報酬が減ることもある。安倍晋三首相は昨年１１
月の未来投資会議で「パラダイムシフト（考え方の大転換）をおこす」と、こうした状況
を改める考えを示していた。
成長戦略の素案では、「どのような支援をすれば自立
につながるか明らかにする」ため、科学的に分析すると
した。介護サービスで実施したケアを事業者に詳細に記
録して提供してもらい、これとリハビリデータなどを合
わせたデータベースを構築。分析から効果的な支援サー
ビスを割り出し、２０２１年度以降にサービスごとの報
酬に反映させる方針を明記した。活用するデータは心肺
機能やリハビリの効果などが念頭にある。利用者の介護
状態が改善したら報酬を上積みする仕組みにする方針
だ。
これとは別に、３年に１度となる来年度の介護報酬改
定では、自立支援にすでに取り組んでいる事業所への報
酬を手厚くするため、新たな評価基準をつくることも盛
り込んだ。
厚生労働省はこの新たな評価基準は要介護状態の改
善だけを指標とせず、多角的に判断する考えだ。具体的
な仕組みづくりは、社会保障審議会（厚労相の諮問機関）
の分科会が担う。すでに自立支援に取り組んでいる事業
所は歓迎する。千葉県浦安市のデイサービス「夢のみず
うみ村浦安デイサービスセンター」には陶芸や木工スペース、カラオケルーム、プールな
ど活動拠点が点在。自由に使えることで利用者のやる気を引き出し、要介護度の維持・改
善率は高いという。藤原茂代表（６８）は「きちんと報酬で評価してほしい」と期待して
いる。
■「利用者の選別につながる」懸念も
一方、政府の新しい方針には懸念もある。ケアマネジャーの服部万里子さん（７０）は
「生命には限りがあり、改善が見込めない重度者もいる。報酬での評価は、事業者による
利用者の選別につながる」と指摘。成果主義が徹底されれば、自立が難しそうな高齢者が
事業者から敬遠される可能性があるとみる。
神奈川県藤沢市で高齢者向けの小規模多機能ホームを経営する理学療法士の菅原健介さ
ん（３７）は「リハビリをする理学療法士と利用者の意思を引き出す介護職ら多職種が連
携することが大切」と語る。本人が望まない過酷な訓練は、けがにもつながると心配する。
（水戸部六美）

「介護小説」相次ぐ 独自の視点、高齢化社会に挑む
日本経済新聞 2017 年 5 月 29 日
新たな手法の介護小説が相次いでいる
新たな趣向の「介護小説」が登場している。格差の問題を織り込んだり、介護される高
齢者側の視点を取り入れたり。超高齢化社会の日本が抱える問題に独自の手法・視点で挑

んでいる。
「101 歳の母が 5 年ほど前から要介護となったのを機に、介護施設に関心を持った。母が
入所したのは地方の普通の施設で、それでも恵まれていた方だと思うが、中にはとても豪
華なものがある。介護には格差が最も表れるのではないかと感じました」
東京・広尾の介護付き高級マンション「セブンスター・タウン」に勤める 3 人の女性を
主人公とする長編小説「我らがパラダイス」
（毎日新聞出版）を、3 月に出した作家の林真
理子（63）はそう話す。それぞれ深刻な介護問題を抱える 3 人は、あまりの境遇の違いに
理不尽さを感じて、入居者を巻き込んだ「闘争」を始める。
■格差問題を反映
3 人のうち一人は兄嫁が家を出たために認知症の父を自宅に引き取り、もう一人は失職し
た弟が家に転がり込んできたことで事態が悪化する。「『介護は優しい人間が負ける』とい
う（主人公の一人が語る）セリフがありますが、現実はその通りだと思う」
。彼女たちが戦
うのは「親の惨めさは自分たちの惨めさである」と感じるからだ。
「
『介護小説』には悲しくてつらく、死をもって解決するといったイメージがあるが、そ
れを覆したいという思いもあった。時には笑ってもらえるようなものを目指した」。作中で
は介護の過酷な現実の一方、主人公の一人と認知症の入居男性との恋愛も描かれる。
「ラス
トは荒唐無稽のように映るかもしれないが、そこに向けて緻密な描写を心がけた」と林は
振り返る。
作家でクリエーターのいとうせいこう（56）は、年老いた両親の介護を描いた短編を表
題作とする小説集「どんぶらこ」
（河出書房新社）を 4 月に出版した。表題作では、東京の
自宅近くの施設に両親を引っ越させた男性「S」の物語が、父親からの呼びかけをまじえて
つづられる一方で、大阪から実家に戻った女性が両親の介護に苦闘する日々が交互に描か
れている。
■実際の事件を基に
「
（表題作の）2 つの話のうち、ひとつはこの短編を書くきっかけになった実際の事件を
基にしている。交差するように書いたため、どちらの親だったか迷ったこともある」とい
とうは打ち明ける。そのためか、女性視点の物語は「S」が書いた小説のように読める。
「老老介護など現実は厳しい。小説はそこから目を背けてはいけないと思う。一方で（様々
な要素を盛り込む）
『多重露光』できるのも小説の特色です」と述べる。タイトルや小説の
冒頭に登場する昔話「桃太郎」の懐かしい響きが、暗くなりがちな「介護小説」にいくば
くかの安らぎをもたらしている。
介護する側だけでなく、介護される側の視点も取り入れ、認知症を描いた長編として注
目を集めたのが、昨年 11 月に刊行された「老乱」
（朝日新聞出版）
。著者で作家・医師の久
坂部羊（61）は「長年、在宅医療を通じて高齢者と向き合っていると、認知症患者の気持
ちが分からないと悩む介護者が多かった。小説でも患者視点で書いたものは少ないので、
自分で書いてみようと思った」と話す。
主人公は妻を亡くした 78 歳の独居男性。幻覚を伴うレビー小体型認知症が進むことに伴
う奇妙な言動に、息子夫婦は戸惑いを隠せないが、そこには本人なりの理由があった。そ
の両者のギャップを、老化防止のためにつけていた主人公の日記などを通じて明らかにし
ている。
認知症患者をめぐる新聞記事を折りに触れて引用したのは「現実とつ
ながっていることを示したかった」からという。「認知症患者の介護を
うまくやっているご家庭の多くは、現状を『そういうものだ』と受け入
れているように感じます」と久坂部。そのうえで「小説はノンフィクシ
ョンに比べて、自分の表現したいことをわかりやすく伝えられる」とも
述べ、現実の介護に役立つことを期待する。
（編集委員 中野稔）
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
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