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「難病を持っていても働き続けるコツ !」

九州 IBDフォーラム 熊本 IBD

代表(会長) 中山泰男

平成24年11月17日 富山県難病相談・支援センター

サンシップとやま 704号室

自分を守る

生活を守る

家族を守る

仲間を守る

 
 
みなさん、おはようございます。富山は素晴らしいですね。お呼び頂きましてありがとうございまし

た。今回、残念ながら雨で立山連峰が見られず、繁華街だけを見て帰るような形になりましたけれども、

昨夜の懇親会がとっても楽しく元気を頂きました。今日の講演につながったかな～と思っています。 
早速ですが、先ほどご紹介頂きました通り、私もクローン病の患者です。普段は、普通にサラリーマ

ンとして働いています。皆さんと同じように経験し、医師から体調管理の指導を受けながら、日々頑張

っているわけでございます。そんな私の体験と、今回は CCJAPAN（IBD 患者のための総合情報誌）の
私の記事をきっかけに、お招き頂いたということですので、先月号と先々月号の記事や最新の話題も織

り込みながらお話をしていきたいと思います。 
 

さて、表紙の写真ですが、今一番頑張って日本を守って

いるのは海上保安庁でしょうか。巡視船が並んでいる姿に

共感するところがあって貼り付けました。「自分を守る」「生

活を守る」「家族を守る」そして「仲間を守る」という意味

において、私たちは病気を抱えて生きている訳で、何かを

守っていると思うんですね。そういう意味を込めて、この

写真にしました。 
今日のお題は「難病を持っていても働き続けるコツ」と

いうことでございます。リクエストを頂きましたので、こ

れに沿って話をすすめさせて頂きます。 
※「障がい者」の表記については、法規上の「障害者」で記載しています。 
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東日本大震災の後に、政府から「自助」「共助」「公助」という概念が発表されました。人と人のネッ

トワークの在り方を見直し、日ごろから構築しておくというのがその内容でしたね。ただ、私はそれだ

けでは足りないと考えています。さらに「互助」の精神が必要だと思うのですね。確かに、地域のつな

がりや家族の絆、国の支援でというものは重要なのですが、まずもって私たちは患者なのです。 
「互助」というのは、ＰＴＡや患者会、組合もそうだし、小さな友達同士のグループも互助の組織だ

と思います。「あいつにはあれがないと大変だから助けなきゃ」というような、日頃から問題を理解し、

気にかけてくれて動いてくれる存在。それが仲間だと思います。 
患者にはそれぞれの事情というものがあって、その意味において私たちは患者会活動というものをさ

せて頂いています。次に、ＩＢＤネットワークの中に「震災チーム」というものがあって、「どんなこと

が困った」「こういうのが欲しかった」という事例をいろいろ調べ、公の場で発表を行っています。 
その中身ですが、震災で不足したものに、「経腸栄養剤」、そして、それを溶いて飲むための「水」も

無い。ＩＶＨの方などは、「点滴ルート」や「チューブ」、「衛生材料」も不足したとのこと。そのような

環境にあって一番足りなかったのが「情報」だったということでした。携帯もつながらないし、緊急用

無線機の鉄塔も流されている。何も情報が入らず本当に不安だったでしょう。ですから、そういう意味

でも「互助」というのは、僕は、一つ大事な視点だろうと思います。 
 

自助・ 共助・ 公助の考え方 

自助 

互助 

共助 

公助 

自分と自分の家族を守る  
（ 本人の責務）  

行政公共機関からの支援 
（ 国・ 自治体の責務）  

地域の助け合い 
（ 地域の責務）  

仲間同士の助け合い 
（ 顔の見える関係）  
・ Ｐ Ｔ Ａ  
・ 患者会 
・ 組合 
・ 友達 

＋互助の考え方 

ＪＡＰＡＮ

〈震災で不足したもの〉 
・ 経腸栄養剤 
・ 水/ペッ ト ボト ル 
・ ルート 等の用材 
・ 情報 
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そういう流れを踏まえて、それぞれの生き方、立ち位置というものが、あると思うんですね。患者に

なりたての人、ベテランの人など様々です。 
患者としての生き方の、『このままでいい』では、「私にふれないで」「そっと一人にしておいて」とい

うような考えの方も居られます。まだ受け入れが出来ない状態（ネガティブ思考）と言ってよいでしょ

うか。次に、『なんとか変えたい』では、「生活を安定させたい」「病気の情報が欲しい」などの建設的な

考え、「今後の将来どうなるの？」という疑問、また、特に生活が大変な時期は、「国からどんな援助が

もらえるの？」など、現状から脱出したいとい考えをお持ちの方も居られます。これらは総じて、前向

きな姿勢（ポジティブ思考）ですから、情報を発信することで援助や励ましが得易くなりますね。 
その他に、『ジェンダー』というのは、男として、女として、の生き方ってことです。≪家族構成員≫

とは、父親や母親として、とか、長男としてなどがあるでしょう。次に、『生活者』では、地域貢献やエ

コ生活、禁煙などが該当します。『社会人』としてのポリシーには、「絶対に自分は遅刻しない」「挨拶を

しっかりする」などがそうですね。ただ、皆さんそれぞれに優先順位があるかと思うんですね。その優

先順位の構成が違っているだけで、どれかが欠いているということは無いんです。このような比重を置

き方の違いが、実はその人の“個性”ではないのかな～と思います。 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

 
次に、病気を発症してからの“気持ち”というものは、時間と共に変化してくる訳です。皆さんは、

もう体験済みですから、おさらいという感じで聞いて下さい。 
告知を受けると、最初に混乱したり、驚愕したりと色々なエネルギーを出しますよね。その後も拒絶

したり、落胆したり。これが日常生活の中で何度も何度も繰り返されるのです。 
ところが、ある日突然に、決断できたりすることがあります。そのきっかけとなる要因に“出会い”

があると思うのです。例えば、それが医師であった場合。先生の告知や説明の在り方によって、元気に

なったり、引きこもったりというように患者のタイプが分かれます。これは以前から、患者会の交流会

ネタとして登場していますが、言葉かけの内容次第で、後々の社会復帰がかなり違ってくる。 
また、病気になったことで日頃は気づかなかったものが新鮮に感じることがあります。例えば、家族

のありがたみ、お母さんの気持ち、友人の心遣いなどがそうでしょう。その他、患者会で知り合った先

輩の考え方を聞いて、「そんなに深く考えなくてもいいんだ。もっと自分らしく生きてみよう。」などと

大きな気付きを得た方も居られるでしょう。正直、ターニングポイントがそこらに転がってるとは思い

ませんが、人には平等にチャンスが与えられていると思っています。 
さて、そのターニングポイントを迎えて、人間はどっちかに向かい始めます。病気を受け入れて開き

直るか、もう一つは受け入れられなくて、逃避型・孤立型になっていくか、だと思うんです。 
開き直った人というのは、面白いように幸運が舞い込んで来る。これを“女神のサイクル”と言いま

す。一度決断できると、受容をパッと追い越して「こんな私でもできることがあるんではないか」とか

「もっと遠くで頑張りたい」「趣味を広げたい」などのように、とにかく、色々なものへのチャレンジ精

神が湧き起こる。次に、「ケ・セラ・セラ」＝「なるようになるさ」という考え方が同時的に生じる。こ

れは、映画「知りすぎていた男」（1956年）の挿入歌でしたね。年配の方は知ってらっしゃるでしょう。 
逃避型というのは、挫折感や敗北感、負い目や引け目なんかを引きずって生きているわけですから、「で

•  告　 知　   …

•  出会い　   …  　 医師　 家族　 友人　 情報

•  決　 断　   …  　 人生の ーニングポイ ント

　 　 □　 開き直り型（ 人生を自分のものとして生きる）

　 　 　 　 受容　 ャレンジ精神　 ケセラセラ　 　 　

　 　 □　 逃避型・ 孤立型

　 　 　 　 挫折感　 暴力　 閉じこもり 　 セルフネグレクト

　

•  再構築　   …  　 将来像　 環境整備　 　 ＜寛解期＞

•  再　 発　   …  　 挫折感　 苦悩　 葛藤　 ＜増悪期＞　　

病病病病気気気気ににににななななっっっっててててかかかかららららのののの変変変変化化化化
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きるだけそっとしておいて欲しい」という考え方で満たされているので、心を閉ざした状態とも言えま

す。また、「セルフネグレクト」という言葉をご存じでしょうか。「ネグレクト」とは「虐待」のことな

んですが、セルフですから自分への虐待、いわゆる「自暴自棄」「治療放棄」のような状態を指します。

例えば、自分は難病患者ではないと信じて、一般の方以上に厳しい就業生活を強いて身体を痛めつける

なんて方も該当します。まさに“負のスパイラル”にあると言えるでしょう。 
 
「人」というのは、少しばかり調子が良くなって来ると、夢を描き、将来を描いて、環境整備を整え

始めたりするものです。調度、寛解期の生活が当てはまりますね。ところが、突然、下血したり、腹部

に妙な痛みを感じたりすると、「あっ、これはちょっと不味いぞ」「この痛みに思い出がある」「嫌だ。ま

た入院かな。今度はオペかな。」などと一気に不安になり、どん底まで突き落とされる。そういう苦悩と

か、葛藤が起きるんですね。 

 
私たち難病患者は、この寛解期と増悪期を繰り返すというのが、最大の特徴ではなかろうかと思いま

す。そのような中でも『病気や障害とともに共存して生きていく』という考え方が一番大事ではないで

しょうか。今日、会場へ発症したばかりという人がいるかどうか分かりませんが、先輩の話として聞い

ていただければと思います。 
『病気や障害に囚（と）われない』というのは、とても大きいことです。後ほど他の疾患のお話も致

しますが、意外と多くの方が、「自分ができないのは病気のせいだ」とおっしゃいます。私たち相談を受

ける側も、そこのポイントを押さえてアドバイスや援助を行うことになります。 
そもそも、目に障害がある人は？癌に罹患した人は？車イスに乗っている人は？などとあらゆる障害

や患者さんのことを考えれば、境遇は一緒ですよね。はっきり申しますが、病気になったからといって、

“人の価値”が無くなった訳ではないんですよね。一人一人が持つ可能性やポテンシャル（潜在能力）
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が削がれたわけでもない。自分に何ができるのかを、しっかり目標に持って頂ければと思う。 
私の経験なんですが、高校生の頃の話です。競輪選手を目指して自転車部に所属していたのですが、

その時にクローン病を発症しました。当時の登録患者は２千人程度だった思います。医師もクローン病

の治療方法がわからず、胃潰瘍の注射が唯一の治療でした。しかも常食が３食出ていたし…。私は、ク

ローン病の意味や難病の意味も分からなかったけれど、薄々、自転車には乗れないだろうと感じていま

した。考えた末に、海外で井戸を掘ろうと思い立ち、土木専門学校へ入学しました。しかし、入学早々

から熱発が続き、下血も止まらず、結局３ヶ月で退学してしまいました。なぜこのような話をしたかと

いうと、僕は、あの経験があったからこそ今があると思っているんです。どんな状況でも、夢や希望を

抱くこと。人生に自らフタをするのではなく、「こんな形では終わりたない」という思いが、将来的には

必ず花を咲かす（※挽回のチャンス）のだと思っています。 
次に、『病気や障害を無視・軽視しない』というのも大事ですね。今は、病気が進行しないような薬が

開発され、できるだけ寛解期を維持させるという治療法が主流になっているようです。ですけれども、

そこに落とし穴といいますか、気の緩みが出てくる可能性があるように思います。一つに病気であるこ

とを忘れてしまうこと。病気の特性をしっかり理解しておくことが大事です。その上で、例えば何かの

影響で薬を１～２カ月飲めないというようなとき。先ほどの震災の例で話しましたが、そういう時に限

って予備がない。また、合併症でどんなことが起こるのか、などを知っておくことはとても重要だろう

と思います。 
次に、『周囲の環境に上手に働きかけるスキルを身につけること』とありますね。私は皆さんに、エン

ロール力を身に着けて欲しいと思っています。エンロール力とは、周囲の人を巻き込んでいく力のこと。

例えば、このテーブルに座っている仲間でお昼ご飯を食べるとしましょう。正面の貴方は何を食べたい

ですか？（※会場から「そうですね～。患者の皆さんなので、お腹にやさしいものを」）お～。なんと正

しい答えでしょう。－笑－ あのベテラン患者さんなら、ラーメンやカレーあたりを言い出しそうです

ね。その隣の方がハンバーグ。もうまとまらないですね。 
しかし、時にラーメンの旨さを立派に説明できる人がいるわけですよ。「この粉は」とか「ダシは」と

言ってね。たかだかラーメン。だけどその人にはこだわりがあって、一所懸命に訴える。そうすると、

周りの皆がその気になる。「そこまで君が言うんだったら、みんなで食べに行こう」とね。これがエンロ

ール力なんです。 
先ほども申しましたが、ご本人の力、ポテンシャル、価値というものは既に備わっているんですよ。

しかしながら、情報の発信方法やタイミングが分からないって方が多い。人前で話すのが苦手、あるい

は、恥ずかしいといったこともあるでしょう。ポツポツでもいいので、自分の好きなことや大事にして

いることを、日頃から周りに投げかけるように心がけましょう。お父さんやお母さんに対してもそうで

す。「私、いつか海外旅行行ってみたいの」と伝えているのと、ただ言わずに心に秘めていることでは全

然違って来るものです。これは医師に対しても同じことが言えますね。「今は療養生活で我慢しているけ

ど、本当は○○をやってみたい」と先生へ自分の夢（方向性）を伝えることと、何も伝えずに通院して

いるだけでは、治療の方向性も違うと思うのです。先生方も、ご本人の夢を叶えるために真剣に考えて

頂けると思います。例えば、漫然と通院しているだけなら、今の状態を維持すれば良いわけです。しか

し、「夜間の仕事なので、夜勤に耐えられる体力をつけたい」と伝えれば、治療のタイミングや処方箋だ

って変わってくると思うんですね。そういうことを僕は言いたいのです。 
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リカバリー（回復）とリスク管理 

■慢性疾患がある人の「回復」とは 

専門家から見た「状態のよいこと」ではなく、障害を抱えた人が自分の 

体験として「快適な状態で、生き甲斐がある」と思えるようになること。 

■リスクを避けるのではなく、管理する 

病気のケアが人生の目標ではなく、病気を抱えながらもやりたいことに 

なるべくチャレンジして、その中で自分の限界と自分のできることを学ん 

でいく。それに付き合っていくのが援助者としての在り方。 

 

 
 

 
次は、『回復とリスク管理』です。私たちのような難病患者の回復とは、『病気や障害による様々な規

制を自ら乗り越えて、自分の人生を充実、希望に満ちた生活をすること。また、病気や障害によって失

われた家族や友人等を含めた人間関係を取り戻し、生活する地域の中で社会関係を再構築していくこと』

をリカバリーというんですね。 
ここでの「健康の回復」というのは、その人の生きる力を呼び戻すことであり、障害や病気を乗り越

えて社会に戻るということです。私が強く言いたいのはここなんですね。それではじめて「回復」した

ことにつながるのです。人生の多くを病気にだけ囚われて生きていくというのは、もったいない話しで

はないでしょうか。 
次に『リスクを避けるのでなく管理する』です。例えば、疲れることは絶対しない、とか、食べたら

食物が腸を削って出血するので一生食べない、とか、そういうことを強く決意しておられる方が居ます。

私の知り合いにも多いですね。ですが、リスクを避けるのではなくて“管理する”というのがポイント

なのです。 
私の年齢、やがて 50 歳に近いんですけれども、20 代 30 代の頃はかなり無茶な働き方をしてきました。

今では、徹夜で仕上げるなんて絶対に無理ですね。その変わり要領よくできるようになってきました。 
例えば、8時間働くことと、毎日残業を含む 12時間労働を 1 ヵ月間休みなく働くというのでは、意味

が全く違いますよね。ここで“管理する”という意味を考えてみましょう。職場での人間関係を維持す

るためには、調子が良いときは残業もしましょう。その代わりに、きちんと休養も取るんです。後日に

振り替えても良いでしょう。また、仕事のサイクルを自分の中で組み立てたり、「エンロール力」を使っ

て上司を巻き込み、シフト組みで配慮してもらったりも良いでしょう。 
何度も言いますが、「残業は絶対しない」と宣言してしまうと、ギクシャクした関係になり易いと思い

ます。また、最初から病気や障害を理解して雇われている場合であっても、同僚や仲間と一緒にいるこ

リカバリーとは、病気や障害による様々な規制を自ら乗り越えて、自分の人生を充実、希望に

満ちた生活をすることであります。また、病気や障害によって失われた家族や友人等を含めた

人間関係を取り戻し、生活する地域の中で社会関係を再構築していくことです。 
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とやチームワークを大事にしたいのならば、こちら側から折り合いをつける度量（気持ち）も必要です。 
もう一つは、向上心のある方。「それなり出世したい」「所得を増やして家族を養いたい」という考え

もあると思うんですよね。一方的に避けるばかりではなく、ここまでならやれる、これ以上やったら危

ない、といようなリスク（限界点）というものをきちんと自分で管理をするんだ。これをしっかり皆さ

んに言いたいですね。 

 
 

次に『自分らしく暮らすとは』です。患者さんのご相談で頻繁に出てくる言葉に、「このままでは嫌だ」

「自分らしく生きたい」があります。では、“自分らしく”とは何なのでしょう。これは図に示した３つ

から成り立っています。 
『自分らしい生活』とは、一番上の円ですけれども、自分の好にできる生活スタイル。適当な制限が

付くけれども、一人一人の価値観でやりたいようにやるということ。これこそ自立生活だと思います。 
次に、『地域生活』。普通の生活をしたいのだと言いますが、普通の生活っていうのは、一般人の生活

ですから多様な変化に見合ったリスクが伴います。人と同じ生活をするんですからね。ちょっと無茶も

しなきゃいけません。 
そして『みんなとの生活』があります。みんなと一緒に居る生活ですね。地域や会社などがそうです。

他人と関わりのある生活ですから、折り合いが必要なんですよね。いわゆる、環境の相違を接近させな

いといけない、向こうの考えと自分のできることの差を縮める作業が出て来ます。 
そういうことで、“自分らしく”という話しをする時には、特に援助者の人や患者会の役員さんらは、

訴えを一緒くたにしないで、内容を分けながらお話を聞き出す。そして、どこへスポットを当てたらい

いのかを導き出して助言することが肝要だということです。 
また、患者さんもそうなんですが、どこに自分の気持ちが一番あるのかをしっかり整理して伝えてい

ただきたいな～と思います。 
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さて、そんな中でも、“自分らしく”を甚だ勘違いしている、困った患者さんが居られるんですよね。

上から順番で説明しますと、診察日を自分で勝手に変更してしまう人。病状を自己判断する人。最悪な

状態になるまで来ない人。これ私なんですね～。終了間際に直前に来院し、スタッフの残業もお構いな

しの人。薬の飲み方をしばしば変える人。自己流なんですかね～。次に、本当は変なものを食べたり、

徹夜で遊んだりして具合が悪くなったのに、正直に言わない人。例えば、「普通に暮らしていたのに下血

が始まりました」「熱が止まらないんです」なんて感じでしょうか。ちゃんと理由があるんです。意外と

先生にバレてことが多いようですけどね。 
そして、ここからが特によくない例ですが、一般の患者さんなら許可できないようなことを平気で言

う人。「私は常連患者なのだから、○○してくださいよ」的なこと。更に、いわゆるモンスターペイシェ

ント的なもの。鬼の首を取ったように自慢する人もいますが、あまりお付き合いしたくないタイプです。 
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 次に、“自分らしく生活する”というキーワードについて言えば、本人の状態が一番関係してきます。

寛解期にあるのか増悪期にあるのかってところは大きいでしょう。しかし、根本的な部分、ベースとな

る考え方から見れば、どちらの事象もすべて包括した、病気という特徴を持った“個性”として捉えま

す。この“個性”があるってことをね、自分の中でしっかり構築して頂いて、生活スタイルを合わせる

ってことから考えて欲しいのです。 
ここでの『生活を阻害する要因』とは、いわゆる、通院、服薬、経管栄養剤を飲むという行為など、

言い出せばきりがありません。皆さんが苦労だと考えていることは、実は生活のほんの一部に過ぎない。

時間的にも一日の中の数パーセントに過ぎないんですね。しかし、そればかりに目が囚われている。こ

れは多くの方に見られます。最も重要なのは、障害があっても、病気であっても、自分らしく生きてい

くという根底のところで、“人権”という視点で考えていますかってことなんです。人権と聞くと大そう

な話のように聞こえますが、これが今まで抜けていた視点だと思います。 
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これは、WHOの ICIDHタイプで“医療モデル”と言われる『障害者の就労生活支援の型にはまった

見方』でありす。まず「健康状態」が上段にあって、病気になると左下の「機能障害（立てない、歩け
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ない等）」へ矢印が伸び、その病気の影響で中央の「活動に制限（出勤できない、満足に働けない等）」

がある状態へ移行します。更に右へ移行し、「参加が制約される（就業規則に沿えない、正社員になれな

い等）」状態へとつながっていくというものです。 
さて、これを判り易く図解にしました。腹痛がある状態や手術後の状態が「機能障害」です。経腸栄

養財や IVHの状態を「能力障害」、長時間労働や肉体労働ができない状態を「社会的不利」としました。

これは正社員になれないとか、出世できないだとか、リストラされるという話しになりますね。そもそ

も、「参加制約」につながった原因は、病気になったからであり、本人に原因があるのだとする考え方で

す。一般的には、病気で具合が悪い、では無理ですね、あなたの自己責任だ。という発想につながって、

わが社では病気の人は雇えません。という結論になる。これが過去の障害の概念だったんですね。 

 
 
次が 2001年にWHOが発表したＩＣＦ「国際生活機能分類」の概念です。上段と中断は従来型と同じ

ですが、下に二つの言葉が入って矢印の流れが変わりました。まず、上段「健康状態」が悪くなって、「心

身機能」で“症状”として現れます。ここへ「環境因子」という、下からの矢印が出ていますが、病気

になったから働けない、お腹が痛いから動けない、それだけに限らず、例えばＩＶＨを見て驚いて採用

を断る会社があるかも知れません。一方で、冷暖房が付いている職場だとか、トイレも近くにあって休

憩も取りやすいとか、通勤の途中に病院があるだとか、そういう環境が整っていれば、「活動」の幅は広

がってきますよね。次に「個人因子」。つまり個人のスキルです。これも下から矢印が上がっています。

経験値、知識、資格などが備わっていれば、病気があっても採用や継続雇用がされや易い。これも「活

動」の機会が増えますよね。この二つの因子「背景因子」を含む障害の概念を“社会モデル”といいま

す。障害者基本法改正のベースとなった考え方ですね。 
 

新しい障害や健康の考え方 
ICF（国際

生

活機能分類）（WHO, 2001） 

心身機能 
身体構造 

 
 
問題なく 仕事ができる  

症状 

 環境因子   個人因子  
環境整備、 地域支援、  
社会資源の活用 

興味、 スキル、  
知識や経験 

社会モデル 

活動  
 
希望に沿った仕事 

参加 

難

病

 

健康状態/変調・ 疾病 

生生 生生

活活活活機機機機能能能能  

背背背背景景景景因因因因子子子子  
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環境因子分類

（第１レベルと第２レベルの一部）

第第第第１１１１レベルレベルレベルレベル 第第第第２２２２レベルのレベルのレベルのレベルの一部一部一部一部

第第第第１１１１章章章章 生産品生産品生産品生産品とととと用具用具用具用具

ｅｅｅｅ１１０１１０１１０１１０ 個人消費用個人消費用個人消費用個人消費用のののの生産品生産品生産品生産品やややや物質物質物質物質

ｅｅｅｅ１２５１２５１２５１２５ コミュニケーションコミュニケーションコミュニケーションコミュニケーション用用用用のののの生産品生産品生産品生産品とととと用具用具用具用具

ｅｅｅｅ１３５１３５１３５１３５ 仕事用仕事用仕事用仕事用のののの生産品生産品生産品生産品とととと用具用具用具用具

第第第第２２２２章章章章

自然環境自然環境自然環境自然環境とととと人間人間人間人間がががが

もたらしたもたらしたもたらしたもたらした環境変化環境変化環境変化環境変化

ｅｅｅｅ２１０２１０２１０２１０ 自然自然自然自然地理地理地理地理

ｅｅｅｅ２２５２２５２２５２２５ 気候気候気候気候

ｅｅｅｅ２４０２４０２４０２４０ 光光光光

第第第第３３３３章章章章 支持支持支持支持とととと関係関係関係関係

ｅｅｅｅ３１０３１０３１０３１０ 家族家族家族家族

ｅｅｅｅ３２０３２０３２０３２０ 友人友人友人友人、、、、知人知人知人知人、、、、同僚同僚同僚同僚、、、、部下部下部下部下、、、、支援者支援者支援者支援者、、、、ペットペットペットペット等等等等

ｅｅｅｅ３３０３３０３３０３３０ 権限権限権限権限をもつをもつをもつをもつ立場立場立場立場にあるにあるにあるにある人々人々人々人々

第第第第４４４４章章章章 態度態度態度態度

ｅｅｅｅ４２０４２０４２０４２０ 友人友人友人友人のののの態度態度態度態度

ｅｅｅｅ４６０４６０４６０４６０ 社会的態度社会的態度社会的態度社会的態度

ｅｅｅｅ４６５４６５４６５４６５ 社会的規範社会的規範社会的規範社会的規範・・・・慣行慣行慣行慣行・イデオロギー・イデオロギー・イデオロギー・イデオロギー

第第第第５５５５章章章章 サービス・サービス・サービス・サービス・制度制度制度制度・・・・政策政策政策政策

ｅｅｅｅ５２５５２５５２５５２５ 住宅供給住宅供給住宅供給住宅供給サービス・サービス・サービス・サービス・制度制度制度制度・・・・政策政策政策政策

ｅｅｅｅ５７０５７０５７０５７０ 社会保障社会保障社会保障社会保障のサービス・のサービス・のサービス・のサービス・制度制度制度制度・・・・政策政策政策政策

ｅｅｅｅ５８５５８５５８５５８５ 教育教育教育教育とととと訓練訓練訓練訓練のサービス・のサービス・のサービス・のサービス・制度制度制度制度・・・・政策政策政策政策

ｅｅｅｅ５９５５９５５９５５９５ 政治的政治的政治的政治的サービス・サービス・サービス・サービス・制度制度制度制度・・・・政策政策政策政策

 
 
 
 
これも「医学モデル」「看護モデル」などと言

い方があるようですけれど、私たちのように持病

を持つ人たちっていうのは、病気そのもので働け

ないだけでなく、病気を持ったことから生じた環

境的な要因が重なり、社会参加が阻害され、更に

活動の場が狭くなっているんですね。 
“環境”には「偏見」「差別」など、そういう

ものも入ってきます。環境因子の内容を次の表に

示しました。サーっと見て頂ければと思います。 
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共生社会理念の変遷

■ソーシャル・インクルージョン（社会的包摂）

「全ての人々を孤独や孤立、排除や摩擦から援護し、健康で文化的な生活

の実現につなげるよう、社会の構成員として包み支え合う」という理念。

「社会から孤立する」のは「社会から排除される」からである。「孤立する」のは「阻害される」からである。

はじめから孤立しているのではなく，「孤立」の前に社会的な排除，阻害，排斥が存在する。

■ノーマライゼーション（1960年代） 国際障害者年1981年

「障害者を排除するのではなく、障害を持っていても健常者と均等に当たり

前に生活できるような社会こそがノーマルな社会である」という理念。

３原則-「自己決定」「生活の継続」「能力の発揮」

 
 
 
 

次は『共生社会理念の変遷』です。ノーマライゼーションという概念が、かなり前から日本でも紹介

されています。これはデンマークのバンク・ミケルセンという方が提唱したものです。 
もともと新聞記者であった彼は、第一次大戦で負傷した元兵士に対し、国が放置したことへの不満や

障害者施設での経験を基に、「どんなに障害が重くても当たり前に生活できる社会こそがノーマルな社会

だ」ということを強く主張しました。 
次にソーシャル・インクルージョンです。最近よく耳にする言葉ですね。社会的包摂という言葉で表

現されますが、社会的排除の反対語として登場したものです。『全ての人々を孤独や孤立、排除や摩擦か

ら援護し、健康で文化的な生活の実現につなげるよう、社会の構成員として包み支え合うという考え方』

ということですね。障害者総合支援法の基本的な理念として使用されています。以前は自立支援法と言

っていました。 
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社会的な援護を要する人々に対する社会福祉のあり方に関する

検討会報告書（2000年12月８日に厚生労働省社会・援護局）

（問題が発生しながら解決に至らない理由）

(1) 個人、家庭、地域、職域の要因

・自助、共助としてきた家族や地域のつながり

の希薄化

・職域の援助機能も脆弱化

・価値観や生活習慣の崩れ

(2) 行政実施主体の要因

・業務の専門性が高まる反面、枠に収まらな

い人が制度の谷間に落ちるのを見過す

・特定の問題に直面する人が分散している

(3) 福祉サービス提供側の要因

・制度にのらない事業への興味が薄く、困窮し

た人々の福祉ニーズを見落とす

＜＜＜＜新新新新たなたなたなたな社会福祉社会福祉社会福祉社会福祉のののの提言提言提言提言＞＞＞＞今日的な「つな

がり」の再構築を図り、全ての人々を孤独や孤

立、排除や摩擦から援護し、健康で文化的な

生活の実現につなげるよう、社会の構成員とし

て包み支え合う（ソーシャル・インクルージョン）

ための社会福祉を模索する必要がある。

（問題把握の視点）

(1) 問題の背景

・経済環境の変化

・家族の縮小

・都市（地域）の変化

(2) 問題の基本的性格

・心身の障害や疾病

・社会関係上の問題

・貧困や低所得

(3) 社会との関係における問題の深まり

・社会的排除・摩擦

・社会的孤立

(4) 制度との関係における問題の放置

・制度に該当しない

・制度がうまく運用されていない

・制度にアクセスできない

・制度の存在を知らない

 
 
 

こちらは 2000年 12月 8日厚生労働省援護局から出た資料です。社会の中でいわゆる差別とは、「心身

障害・疾病」「貧困・低所得」「社会的排除・摩擦」「社会的孤立」の四大要素（青文字）によって発生す

ると報告しています。 
その報告書の中に、「今日的な“つながり”の再構築を図り、全ての人々を孤独や孤立、排除や摩擦か

ら援護し、健康で文化的な生活の実現につなげるよう、社会の構成員として包み支え合う“ソーシャル・

インクルージョン”のための社会福祉を模索する必要がある」とあります。国内で初めて、ソーシャル・

インクルージョンという言葉が公式に使用されました。国は、１２年も前から、障害のある人たちや病

気のある人たちを包みこむ社会を作らなきゃいけないのだと認識していたことになりますね。 
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では、少しばかり、偏見の歴史を振り返ってみましょう。これは、熊本にあるハンセン病元患者さん

の療養所です。平成 7 年頃の写真（※資料掲載なし）で、まだ壁に囲まれていた時代。この壁に小さな

穴が開いていますよね。外界から隔離された生活でしたので、外の景色を見たいという思いで空けられ
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た穴だと説明を受けました。受刑者のような処遇。私は、今も年に１～２回は訪問し、会長さんから色々

と勉強させて頂いています。特に、「黒川温泉宿泊拒否問題」の時などはずごかったですね。 
さて、皆さんもハンセン病問題は何度か耳にしていることだろうと思います。実は風邪より弱い菌で、

栄養失調等で抵抗力が低い時に患いやすい病気だったのですね。今では、ほとんど病気になる人は居ま

せん。貧しい時代というものが背景にあって、原因不明で治療法がなかった。これはＮＨＫで出演され

た元患者さんの映像（※資料掲載なし）です。一般の方は、「可哀そう」より「恐怖」を感じたことでし

ょう。誤った知識のまま、最近まで差別が続いたという一つの事例です。 
 

 

次は、今月新聞に掲載された水俣病関連の記事の一部を読みます。「翌日病院に行くと、水俣病だ。奇

病だ。と、隔離された病棟に入って、いろんな検査を受けて、腰にとんでもなく痛い注射を打たれまし

た。同級生の友だちもいっぱいいましたが、寄っていくとみんな逃げるのです。職業安定所に行ったら、

水俣病患者が仕事をするところはありません。と言われ・・・」という語り部さんのお話しが掲載され

ました。これも「差別と偏見」に関することですね。 
次の写真（※資料掲載なし）。上段が全身性エリテマトーデスの患者さん。20歳くらいでしょうか。顔

に吹き出もの一つでも死にたい思う年頃の女の子が、顔全体や全身に症状があらわれたりする。下段は、

進行性骨化性骨化筋炎の患者さんの骨格標本です。スジや筋肉の一部、この写真で言えば、首のスジ、

腕のスジが骨化しています。あばら骨の周りでも。移動するにも大変だとお聞きしました。 
次の写真（※資料掲載なし）表皮水泡症の患者さんです。皮膚が弱くて、直ぐにジュクジュクした水

泡ができて、破れて水が出たらまた腫れて。それを何年も繰り返すのだそうです。北海道に全国団体の

会長さんが居られまして、実際にお会いしてきました。「私たちにとってガーゼは皮膚と同じなのです。
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年間 100万円もガーゼ代がかかる患者さんが居ます。皮膚代に 100万かかるって、とても辛いです。」と
いう言葉が心に刺さりました。 
次は、ハンチントン病の患者さんです。遺伝性の病気。精神疾患のような訴え（症状）が伴い、家族

は振り回されて、ボロボロになってしまったというお話を聞きました。 
次は、遺伝性のアミロイドポリニューロパチーの患者さんです。アミロイドというタンパク質が末梢

神経に溜まって運動障害を起こします。40 歳くらいで亡くなることも。この二例は、ＩＢＤのように見

た目に判らない難病であるけれども、遺伝性という大きな問題を抱えています。 
いくつかの疾患の説明を致しましたが、ＩＢＤ患者は、難病の中でも相対的に社会参加しやすい病気

ではないでしょうか。自分の状態ばかりに囚われていないで、他の難病患者さんの苦労を知ることも勉

強だと思いますね。 

 
難病のイメージというのは、先ほどのハンセン病の事例でも述べましたが、各々の時代背景があるも

のの根本的な部分では同じだと思います。難病へのイメージについて三つの課題をあげてみました。 
まず、一つ目に『不安との闘い』です。まずテレビドラマが良くない。大抵の主役は三か月後に亡く

なっているからです。国民に誤ったイメージを植え付けましたね。患者さんは、“ワラをもすがる思い”

で民間療法や宗教に頼ってしまう訳ですね。 
二つ目が『偏見や差別』です。感染する、遺伝する、余命がない、家庭が崩壊している、など難病に

まつわるイメージは多様です。これが長期に渡って患者の人生に影響を与える訳ですね。また、「あそこ

のお家は大変よね」「可哀そう」と第三者に言われて、怒る方もあるようですが、ボタンの掛け違いであ

って、本当に啓発が足りていないと実感できます。 
三つ目に『高額な医療費との闘い』ということになりますね。読んで字の如くです。 
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『難病の定義』では難病対策要綱を説明します。第一に医学的な知見から治療を進めましょうという

こと。第二に医療費を補助しましょうということです。これらは研究費という名目で出ていますが、医

学と福祉の二つ要素を持っており、当時としてはとても画期的な対策でした。 

　 いわゆる難病については、 従来こ れを統一的な施策の対策と し てと り あげていなかっ たが、 難病患者

のおかれている状況にかんがみ、 総合的な難病対策を実施するも のと する。

　 難病対策と し て取り 上げるべき 疾病の範囲についてはいろ いろ な考え方があるが、 次のよう に整理す

る。

　

(1 ) 　 原因不明、 治療方法未確立であり 、 かつ、 後遺症を残すおそれが少なく ない疾病

　 　 （ 例： ベー ェ ッ ト 病、 重症筋無力症、 全身性エリ テマト ーデス）

(2 ) 　 経過が慢性にわたり 、 単に経済的な問題のみなら ず介護等に著し く 人手を要するために家族の負担

が重く 、 また精神的にも 負担の大き い疾病

　 　 （ 例： 小児がん、 小児慢性腎炎、 ネフ ローゼ、 小児ぜんそく 、 進行性筋ジスト ロフ ィ ー、

　 　 　 腎不全（ 人工透析対象者） 、 小児異常行動、 重症心身障害児）

　 対策の進め方と し ては、 次の三点を柱と し て考え、 こ のほか福祉サービスの面にも 配慮し ていく こ と

と する。

　

(1 )  　 調査研究の推進

(2 )  　 医療施設の整備

(3 )  　 医療費の自己負担の解消

　 なお、 ねたき り 老人、 がんなど、 すでに別個の対策の体系が存するも のについては、 こ の対策から 、

除外する。

難病の定義　 —―　 （ 「 難病対策要綱」 昭和４ ７ 年１ ０ 月）

医医医医学学学学的的的的

福福福福祉祉祉祉的的的的
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ただ、このプロジェクトの委員でもあった西谷裕氏（医師）のホームページに、当時の回顧録が掲載

されています。これをまとめたのが次の資料です。当時の認識として「難病の定義は医学事典に存在し

ない、諸外国にも存在しない」と書いておられます。また、「宿命的なものとして放置されてきた疾病が、

難病として発掘され、これからもどんどん疾病数は増えてくる」とも記されている。まさに現状につな

がっていると言えるでしょう。 
 

 
次は、難病の置かれている制度上の位置図です。原因不明で治療法が無い病気すべてを、「広義の難病」

とします。難病がいっぱいある中で、中央に難病対策事業に指定された疾病群あって、右端に他に対策

事業がある疾病群があります。この最上段の進行性筋委縮症療養給付は筋ジス対策ですね。肝炎対策も

国会で通りましたし、がん対策も始まっています。生活習慣病、認知症対策、エイズ、というのも他の

法律があるので難病制度に入らないのです。そして希少性疾患が横断的にある。小さな文字は、位置す

る場所で使える制度です。そのように見て頂ければと思います。 
 

原因不明で治療法がない病気

広義の難病

   

 

・

小慢性疾患

   

 

・

長慢性疾患      含む

希少疾患

患者数 ５万人以下 

難病対策事業

指定疾患

他に対策事業

がある疾患

・

生

活保護制度 
・公的医療保険制度 
・養育医療 
・障害者医療費助成制度 
・自立支援医療制度 
・小児慢性

特

定

疾

患治療研究事業 
・重度心身障害者医療費助成制度 
・難

病

医療支援制度　　など 

・難治性

疾

患克服研究事業 
　臨床調査研究 130 

疾

患 
   研究奨励分野 234 

疾

患 
・

特

定

疾

患治療研究事業   56

疾

患 

・難
病 特

別対策推進事業 
・難

病

患者等居宅

生

活支援事業 

・在宅人工呼吸器使

用 特

定

疾

患 

  患者訪問看護治療研究事業 
  　　　　　　　　　　　　　　　　　　など 

・進行性筋萎縮

症

療養給付 
・肝炎対策基本法 
・がん対策基本法 
・

生

活習慣

病

対策 
　脳卒中、虚血性心

疾

患 
・認知

症

対策 
・母子感染予防対策 
・エイズ対策研究事業 
　　　　　　　　　　　　など 

      

・障害者手帳制度 

・介護保険

特

定

疾 病

 ・医療介護連携体制 

・ＡＬＳ患者等ヘルパー派遣 

・重

症

心身障害、精神

疾

患 

障害者総合支援法  

・障害者手帳制度 

・介護保険

特

定

疾 病
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次の表が、先だっての委員会で検討された政府のたたき台です。難病対策事業の上のマスの部分が今

の制度、下段部分が制度に無いところ。難病者への差別禁止法、福祉サービスの利用に関すること、健

康増進法、障害者雇用促進法、障害者手帳制度などの肝心な部分が難病対策に含まれていませんでした。 
これらが、難病対策支援法（仮称）に組み込まれてくるだろうと考えらえます。ただ、これら全てが

揃うかどうかは定かではありません。たたき台として出ているというところでお留め置き頂きたい。 
特定疾患は、これまで、研究の対象となったことがある 482疾患を精査したところ、整理すれば約 300

疾患ぐらいになるだろうということで公表されました。また、希少性は患者数５万人未満という解釈か

ら、Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄの４ランクに分類化した数字が示されました。10月 22日が日本人は１億 2753万人
でしたから、ＵＣは 11万 8 千人のＤランクの 0.1％未満に該当。ＣＤが 3万 2 千人ですから、Ｂランク

に該当します。一応、枠内に納まったという感じです。 
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委員会では難病手帳の方向性についても議論さ

れました。これは高齢者障害者就労支援センターの

春名由一郎先生が昨年３月に提案されたものです。

多分これをベースに、これから話が進んでいくんだ

ろうと思われます。 
これまで未整備であった難病・長期慢性疾患患者

に対する福祉制度。福祉サービスを利用するには障

害者手帳が必要です。難病と従来の身体障害者手帳

は、重度化した場合には重複しますし、療育手帳と

精神障害者保健福祉手帳も同様に重なり合う部分

もある。ということで、考え方のたたき台を作って

おられます。 
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次は、難病手帳を実際に導入する上での課題です。一つ目が認定方法。これまで身体障害者手帳の対

象とならなかった症状が記載されていますね。二つ目が医療と福祉的支援の区別です。三つ目に注目し

て下さい。「障害者手帳の対象となっても、障害者雇用率制度の対象とするかどうかは、別に検討される

ものである」と書いてありますね。いわゆる難病手帳ができたら、すぐに法定雇用率の対象に入ると思

ってはいけません。精神障害者保健福祉手帳は、平成 7年 10月に創設されていましたが、平成 18年に
障害者雇用制度の法定雇用率の対象となり、平成 25年度からやっと雇用義務の対象に入るんですね。で
すから、難病者も手帳を交付されたからっていって、すぐ障害者雇用制度の対象となるかどうかは、別

の話だということなのです。これは今後の宿題ということでしょう。 
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 これは、先日、新聞にも取り上げられていました高額医療費の上限枠の見直し。低所得者対策の一環

として、年収 210万円から 790万円の方の場合、月額上限が 8万 100円、年間合計上限が 639,900円と
いう設定から、年収 300万円以下のランクが新たに設けられ、年間合計上限を 532,800円へ軽減すると

いうものです。毎月 44,400円が上限ですから負担をいくらか楽になるというもの。 
 ＩＢＤＮは、軽症者を指定から外せば、医療費が高額になって治療を抑制するようになり、返って重

症化を促進すると訴えてきていました。まだ確定したわけではありませんので、今後も注視していかな

ければなりません。 

出所：社会保障審議会　医療保険部会（2012年11月16日）資料 
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さあ、『「難病」のレッテル剥がそう』です。段々と中心に近づいてきましたね。「奇病」「業病」と言

われた時代があり、その後、難病対策要綱によって難病の定義化が行われ、環境が変わりました。 
ただ、現在は、医療技術の進歩や新薬の開発によって、簡単に死ない病気になりました。ＩＢＤとい

う病名そのものでは殆ど聞きません。寛解期の長期化、疼痛緩和、そういう治療をしながら就学・就労・

結婚、自立生活ができるようになってきました。“ＱＯＬ”いわゆる「生活の質」が上がってきたんです

ね。広く社会参加できるようになった。夢や希望を叶えられる時代になったのです。 
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次に、『難病であることでの生活上の課題』です。知識があり、アドバイスを得たとしても、それでも

他人に話し辛い。面接で言えない、ばれるのが怖い、正社員になれない、ということがあるでしょう。

社会参加の機会が喪失している訳です。この生き辛さの原因は何かなと、根本的な理由を探りました。 
クローン病だから採用しないと言われたことはありません。「難病」だから無理なんですね。そういう

ようなこと、皆さんは経験ありませんか？一般の方からすれば、難病者を雇い入れるなんて想像もでき

ないですよね。病名より難病に対する一律的な偏見や思い込み、これらのレッテルが大きく作用してい

るのと考えます。 
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それで、病名などが変更された事例を見てみましょう。「らい病」は「ハンセン病」（1952年）という

病原菌を発見した医師の名前へ変わりました。「早期性痴呆」「精神分裂病」は「統合失調症」（2002年）
へと変わり、以前より障害の特性が明確となり、かなり環境が変わりました。その他にも、「ぼけ老人」

「痴呆老人」は「認知症高齢者」（2004 年）へと変更され、重度の認知症があって“人としての尊厳”

を保障するような時代へ移行しました。今では、小学生や中学生でさえ、アルツハイマー病という病名

を知っています。一般的に「ぼけ」という高齢者に対する表現は使わなくなりました。 
「精神遅滞」「精神薄弱」も同様に「知的障害」（1998年）へと変更され、人権が確立されてきました。

今では、冊子や契約書にもルビがふってあって、本人が理解するまでゆっくり説明してくれるような時

代になってきました。発達障害（発達障害者支援法 2005 年）にしてもそうです。「問題児」から「障害
のある人」へと変わり、障害の特性を個性として捉えようとしています。 
僕はこういう名前を変わるっていうのはとても大事だと思います。「障害者」の「害」を平仮名にして

欲しいと強く訴えました。これは、障害の“害”は他人に悪影響を与えるようなものではないからとい

う内容だったと思います。人権の観点から「障がい者」へと表記見直しが行われたのです。 
ですから、難病対策の制度が創設されるときが一番のチャンスだと思うのですね。この機を逃したら、

次の制度改正まで放置されることになる。ハンセン病やエイズでも相当の予算を組んで啓発を行ってい

ますが、そんな単純な話ではないのですよね。 
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さて、治り難い病。英語で書くと Incurable Disease となります。それで、珍しい病気は Rare Disease

ですね。希少金属はレア・メタルと言いますから、同じレアで表記します。 
それで、２月末日は「世界希少・難治性疾患の日」といって、ＪＰＡが中心となり啓発を行っていま

すね。「難病」は政策的な名称だし、偏見も根強い。ですから、難病の疾病数を広く捉える上でも、世界

共通の医学用語である「難治性疾患」がストレートで良いのではないかと考えたのです。全て私の持論

なんですけどね。 
また、身体障害、知的障害、精神障害、発達障害、高次脳障害、と来て「難病」ではなくて、「疾病障

害」という方がしっくりこないでしょうか。「難病」は医療的支援、「疾病障害」は福祉的支援。 
日本には日本の法律に沿った枠組みがあるので、そういうことが戦略として頭に浮かびますけれども、

グローバル・スタンダードな言い方へ変えてみてはどうだろうか、ということでした。 
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これは、ＩＢＤヨーロッパ欧州連合、略称エフカという世界規模の患者会連合体です。27か国の人達
がＩＢＤ患者の地位向上について世界会議を行っています。写真に写っている方々が各国の代表や役員

さんたちなのでしょうね。これはホームページにアップされている写真です。中央右端にストマの女性

が写っていますが専門冊子のようですね。このような月刊誌を出して、啓発を行っているんですね。 
中央の写真は、男性が白塗りでトイレに座っています。これは、5月 19日の世界ＩＢＤの日に、加盟

団体が行ったパフォーマンスです。こういった啓発が世界中で行われていることを知っておい下さいね。 
先ほど、ＩＢＤネットワークでも集合写真を撮ってきましたが、この写真と大して変わらないですよ

ね。そっくりだなーと思いましたね。それで、私の胸にパープルのリボンが付いていますけれども、こ

れが「世界ＩＢＤの日」のシンボルグッズです。世界中で使われています。ただ、日本では、女性への

暴力の根絶や膵臓がんの啓発にも使用されているんですよ。国会で野田首相がインタビューを受けてい

るときに着けておられました。ＩＢＤは後発になってしまいますけれども、啓発グッズがあるってこと

を知っておいてくださいね。 
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 『難病がある人は働けないのか？』ではないですね。働けますよね。では、働けないことをアピール

すべきか、働けることをアピールすべきか、とても悩ましいところです。 
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ＩＢＤ患者にはこういう仕事が会いますよ～っていうものを、障害者職業総合センターから提案され

ています。手帳がある人とない人様々ですが、ここに記載してあるとおりの職業しか選べないってこと

ではありません。一人一人に夢があるんですから。 

病気の説明ではなく、能力が発揮でき無理なく仕事ができ

るための条件を説明できるようにしよう

「難病患者」でなく、難病のある「通院、服薬、自己管理、

病気の説明などができ、仕事が100%できる人」として就職

活動をしよう

欠陥品の売り込み

押し売り

だまし売り

たたき売り

サボタージュ

自分の良いところ

個性、タイプ

特技、趣味

知識、情報

プレゼンテーション

 
 
 

よく耳にするのが、「やっぱり（難病だと）言いたくない」という意見です。面接っていうのは、病気

の説明をするところではないはず。自分の能力をきちんと説明する。自分の持っているスキルやチャレ

ンジしたいことを伝えるのが最優先。「今日は病気の説明を 15 分してきました」なんて自慢げに話す患

者さんが居られますが、甚だトンチンカン。全然なってないですね。欠陥品の売り込み、押し売り、た

たき売りではないですか。 
そうではなくて、自分の良いところをきちんとプレゼンテーションすること。これが大事なのですね。

就職は、簡単に言えば友だちの作り方と一緒です。かわいそうな人、大変そうな人だという認識を持っ

て友達になるには勇気が要るもの。「こいつはおもしろいな」「しっかりしてるな」「いい味出してるね」

そういうような持ち味が表に出せるように心がけましょう。 
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次は、個性についての説明です。上段が靴で

下段が洋服です。左から順番に、集団、グルー

プ、個別。これをアパレルショップ風に言うと、

カテゴリー、ユニット、アイテムとなります。

まず、集団だとゴチャゴチャしていて欲しいも

のが見つかりませんよね。グループ毎だと、と

ても分かり易い。個別に見ると、材料やデザイ

ンをじっくり確認することが出来ます。難病患

者も沢山いて、「私は難病です」と告白されても

会社側は引いてしまうと思うのですね。 
しかし、ＩＢＤというグループで、個別に見

れば、一人一人に色があって特徴があるんだ。個性があるんだなということが見えてきます。 
自分をアピールするとはこういうことなんですね。これを皆さん伝えたかった。 

集　団  グループ 個　別 

ユユユユニニニニッッッットトトト       カカカカテテテテゴゴゴゴリリリリーーーー       アアアアイイイイテテテテムムムム       
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これは、先月号の CCJAPAN「就労とＩＢＤ」へ掲載したネタです。『働きたいけど働けないし、働く

ことができない人たち』という内容の記事でした。 
左上ですが、これは「ハムシ」という昆虫です。これにトゲのある変異したトゲハムシが発見され、

通称「トゲトゲ」と呼ばれるようになりました。その後、トゲトゲにトゲがない新種が見つかり、「トゲ

ナシトゲトゲ」と命名されました。さらに、トゲナシトゲトゲにトゲが生えた「トゲアリトゲナシトゲ

トゲ」というのがいるのだ、という話です。本当にわけ分からないですよね。 
それで、これを就労に置き換えて表現してみました。一般患者さんがハムシだとしましょう。早く退

院して働きたいと願うのは普通のこと。社会復帰を考えながら入院生活を送って居られます。しかし、

難病になって働けない状態となりました。絶望感や怒りで体の形が「トゲトゲ」になってしまった。や

がて環境や症状に適応して、ベテラン患者になってくる。これが「トゲナシトゲトゲ」ですね。ここま

で丸くなると働ける。病気や障害を受容し、新たな希望に向かっている状態です。だけれども、再燃す

るとまたグっと硬くなって「トゲトゲ」に逆戻りしてしまうんですね。 
しかし、そうではなくて、できたら「トゲアリトゲナシトゲトゲ」になって欲しいなと考えています。

いわゆる“めげない患者”へ変異する。再燃していても“働ける患者”であるわけです。自分の特徴を

知り、対処の方法を知り、自己管理ができる。そんな患者像をイメージしています。この部分が私の話

しの中核部分で、今日一番言いたいのはこれね。めげない患者になって欲しいってことです。 
 

 
 

ハムシ

ト ゲハムシ（＝ト ゲト ゲ） 

ト ゲナシト ゲト ゲ

一一一一般般般般患患患患者者者者（（（（働働働働ききききたたたたいいいい））））  

絶望感や怒りで

悲観的

障害や病気を受容し

新たな希望へ向かう

ベベベベテテテテラララランンンン患患患患者者者者（（（（働働働働けけけけるるるる））））  

難難難難病病病病患患患患者者者者（（（（働働働働けけけけなななないいいい））））  

療養に専念し、

社会復帰に期待

ト ゲアリ ト ゲナシト ゲト ゲ

（想像図） 

めめめめげげげげなななないいいい患患患患者者者者（（（（働働働働けけけけるるるる））））  

自分の特徴を知り

対処の方法を学び

自己管理ができる

変異

適応

｢働きたいけど働けないし働く と ころがない｣人達

ト ゲアリ ト ゲナシト ゲト ゲから連想する
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次に、働けない、働くところがないとか、なんだかんだと患者は言いますけれども、「働けない」のは、

本人が抱える課題が解決されないから「働けない」と言っているのであって、「働くところがない」とい

うのは、大方が環境上の理由なんですね。自分の都合ばかりに固執していると前に進まない。折り合い

をつける。協力体制を作る。シェアして、先方の希望に近づくっていうことが必要になって来ます。 
このような課題に対し、何らかの支援や本人の取り組みが強まれば、問題は少しずつ改善されるもの

と考えます。 
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次は『マズローの動機・欲求の階層』です。ご存じの方も居られると思いますが、「生理的欲求」は、

食べ物や空気や水なんどのライフライン。「安全・安定の欲求」は、安定した居住環境ということになり

ますね。この二つの部分がいわゆるホームレスの支援に該当します。次の段階で、「所属と愛情」は、地

域や会社など集団に所属すること。「承認・尊重」は、認められたり、尊敬されたりという欲求ですね。

この４つのうち、一つで抜けるとベクトルが自己実現へ向かっていきません。 
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 これを図にしてみました。横軸が社会参加度です。左が低く右が高い。縦軸が経済的状況です。上下

で収入高を表します。とても単純な相関図ですね。左下のマスの部分が挫折感や敗北感によって引きこ

もった状態です。少しやる気が出てくると、右のマスにシフトし、自尊心や向上心が湧いて来て、働い

てみたり、外に出て交流してみたりということになります。病気がある人は、この部分が行ったり来た

りするんですね。だけれども、ここで自尊心や向上心が湧いた時にタイミング良く支援が入れば、自己

実現へ向かって伸びていけるように思います。挫折感や敗北感に浸っているときは、どんなに頑張って

応援しても就職には結びつき難いですね。 

 
 現代社会は、常に頑張り続けなければならない時代と言えるでしょう。ただ、一生懸命頑張っていた

としても、突然に突き落とされることがある。これは健康な人も障害のある人も関係なく起こりうるこ

と。しかし、私たち難病者は、突然悪化するというリスクを抱えているわけです 
周囲の目線が厳しい。例えば、『なぜできないんだ！やらないんだ！できるだろう！』という言葉が浴

びせられる。このような先入観や理解不足から社会的排除につながって来るんだろうと思います。なか

なか分かってもらえず、全てがイヤになってしまう。ネグレクトとは虐待のこと。セルフですから自暴

自棄とでも訳したらいいでしょうか。 
 
次に、『安心するような言葉が並ぶ、パターナリズムな支援』というのは、「心配いらないから、私が

全て支えるからね」と上から目線で温かく見守ってあげる的なもの。ご両親や支援者の一部に見られま

すよね。この場合、表面的には援助しているかのように見えますが、自立を阻害している以外何者でも

ありません。 
最後に、『セーフティーネットの活用』です。具合が悪くて生活が立ち行かなくなったら、一時的にで

も生活保護を受けてもいいのではないかと思います。ただ、医療を原因として生活保護受給者となった

場合、殆どの方は抜け出せないままというケースが多いようです。短期的に援助をもらって、体調が回

復したら、きちんと社会に戻っていく。これはイギリスの政策で「トランポリン効果」といいます。 
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例えば、一度転落してしまうと蜘蛛の巣に引っかかったように絡まり、どんなにあえいでも抜け出せ

ない。ですけど、トランポリンだったら、ぴょーんって上に戻ってこれますよね。そういうトランポリ

ンのような効果を・・・。そんな再構築に向けた支援というのも一つの方法だと思います。 
一方で、就職したいとエネルギッシュに発言を繰り返していた人が、障害年金や生活保護が付いた途

端に、一切寄り付かなくなる場合があります。多分、無理をしないように家にジーっとしているのでし

ょう。例えば、潰瘍性大腸炎の炎症が 2 センチほどある。「自分は難病だから何もできない」と言って、
家からまったく出てこないという例もありました。そんな感じで、甘えてしまっている、福祉に溺れて

いる人が出てきます。ただ、制度が使えるようにセッティングしてあげる、環境を作ってあげる、そう

いうのが本当の支援ではないのですね。あなたは必ず社会に戻ってきて、役に立つことができる人間な

んだ、という希望や夢を持たせてあげて、その上で支援というものを組んでいかないと、ご本人の自立

につながって行かないのですね。 

 
 次は、『心のバリア４つの無』というものです。これは私が尊敬する熊本学園大学の吉永先生言葉です。 
「無知」とは、障害についての知識や新しい考え方による方法を知らなすぎること。「無理解」とは、

生活の不安や不便さ、生きづらさ、苦しみなど人の思いや願いを理解していないこと。「無関心」とは、

仕事に追われて関心を持つ余裕や機会がないこと。「無自覚」とは、主観的な善意であっても、自分の行

動が相手を傷つけることに気づかないこと。 
例えば、被災地での話しですが、現地を訪れた方が、被災された方へ「がんばって、がんばって」と

励ましてくれる。ただ、自分たちは一夜にしてホームレスになった。毎日頑張っているのに、これ以上

何を頑張れっていうのか。というような話しでした。励ましている人には何ら悪意はなく、むしろ善意

なんですね。この事例で分かるように、当事者の気持ちと支援する人の気持ちの差、その方の寝所をど

のように察するのか、そういう視点がないと、不適切な発言と言われてしまうのです。 
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最後です。市民一人一人が病気のある人への理解が深まることで、病気のある人の社会参加や自立を

促し、誰もが安心して暮らせる社会へと繋がっていくんです。一人一人が理解してもらったら繋がって

いく。 
ただ、理屈では分かって居られると思います。しかし、皆さん。社会が気付くまで我々は我慢し続け

るんでしょうか？私はもう待てません。私たち患者から発信する。ワガママを言いたいのではありませ。

正しい情報を発信していくこと。それが大事なことなのです。 
そうやって、自分たちの、生活を守る、家族を守る、友だちを守る、っていうことが広がり、継続さ

れるようになります。わたくしの講演は以上でございます。 
 

 

  

市民一人一人が

病気（ 持病） のある人への

理解が深まることで

社会参加や自立を促し

誰もが安心して暮らせる

社会へとつながります。

社会が気づく まで

我慢し続ける？

私たち自身が

正し く 発信してく 。

それが大事なことです。
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グループワークグループワークグループワークグループワーク 
 当日の参加者を 6 班に分け、グループワーク
が行われ、各班より報告があった。 
 
Ａグループ 
富山県のお二人からご相談がありまして、それ

に対してアドバイスいただくという形になりま

した。 
お一方ですけれどもメニエール病で 19年間良

くなったり悪くなったりを繰り返しておられた。

今年に入って上司が変わって、時間ができない者

は働く資格がなしというふうなことで、自分も今

の職場で理解を得ようという気持ちも失せてしまっているということをおっしゃいました。 
それに対して県内の参加者からいろいろアドバイスを頂きました。患者は皆そうなんだと。今は悪い

時で、自分で確認できれば心のバランスがとれるんではないかと。病気を受け止めていくと。気持ちを

切り替えて悪いことばっかりを考えないで今のことを考えればいいんじゃないかとかですね。今日１段

階段を上がれれば、明日もまた 1 段上がれるかもしれないといった気持でいくべきだというふうなアド

バイスでした。 
他にもたくさんいただいたんですが、次、もう一人の女性の方なんですけれども、脊髄小脳変性症で、

歩くことが難しくなってきたんですけれども、その歩かなければならないような業務を求められると。

それで、あなたに 1 人前のはたらきができないのならば賃金をあげられないというようなことを言われ
て、最近職場を辞めたと。毎日色々悩んで、自分は何のために生きているのか、自分は何ができるのか、

何がしたいのかとかいうことを突きつめ、考えて、それでこんな自分でも雇ってくれるところはないか

ということで今就活をしていると。なかなか早くはできないけれども、開き直って、自分の病気を理解

して頂いて、社会に還元できることはないかということを考えてるということで、そのような発言があ

りました。 
この二番目の方の発言が最初の方に感動を与えたようで、たいへん二番目の方の発言は謙虚で、自分

にはそれが足りなかったのではないかといったことの発言がありました。以上です。 
 

Ｂグループ 
Ｂグループでは３点ほどについて少し話し合

いをさせて頂きました。 
ひとつは、少し症状の方が出てきて、そのこと

を職場で伝えていないんだけれども、職場には病

名は伝えてあるんだそうですけれども、その時に

なんでできないの？というちょっとしたことが

とても辛くなってきているということに対して
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なんですけれども、たとえば、最初の頃は一回一回病院に行った時にどうでしたということを言ってた

んだそうです。 
調子が良くなってきたからそれがなくなってきたというところの現状だったそうですが、やはり皆さ

んが働いている時によくなりましたお陰様で、というような言葉を必ず皆さんにお伝えしていくことが

大事じゃないかというアドバイスがありました。 
それからもう一つは、嫌味というか強い言葉を言われる人に関しては、そういうふうにいう人なんだ、

あの人はそういう人なんだと思って、ミスは誰でもあるし、自分は職場のこともあれだけれども、支え

てくれる家族が大事なんだということで、モチベーションをもっていくことが大事じゃないかというア

ドバイスがありました。 
二つ目に会社の中、皆さんアドバイスしてくださる方が腸疾患の方だったので、栄養剤を常に手元に

おいて、カバーの表示を隠さないで「何飲んでるの？」と聞かれるくらいに皆さんにアピールするよう

にしているということを言っておられました。それで周りにも知ってもらえるし、自分はこういう風に

健康管理してる、がんばってますということを伝えていくっていうことを努力しているということであ

りました。 
それから、あともう一つですけれども、今病名を、診断を受けたばかりの人の気持ちのモチベーショ

ンの上げ方をどうしてらっしゃるかという質問がありまして、この病気で死ぬことはないんだという風

に自分を高めていくとか、あとは、どうしても消化器疾患の方々何度か緊急入院してらっしゃるという

ことで、緊急入院にならないように健康管理をしていくことが大事だということでアドバイスしてらっ

しゃいました。 
 
 
 
 
 

中山さんの言葉 
 
ご相談に対して、メンバーの方がいいアドバイ

スをされておられたので、かえって私も参考にな

りました。 
症状を伝えてるというところでは、とても大事

だなと思います。病名だけは伝えていた。症状に

ついては情報を共有していないということです

ね。 
一番つらいのは、病気を言わずに就職している

人で、さらに辛いというところがありますよね。 
今のお話しで少し触れられていましたが、私は、どちらかと言えば病気を明かして就職しましょう、

ということを、８年ほど一人でキャンペーンをやらせていただいています。 
内緒で入れたとしても、その後にろくな事ないんですよね。結局、健康上の問題で履歴書詐称をした
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ことになりますし、だましたというような扱いになって、諭旨退職の口実を与えてしまいます。それと

内緒にしていることの苦労というか、心労は仕事のストレス以上に大きいですからね。健康な人でも胃

潰瘍になるのに、症状持っているのですから、さらに良くないと思います。 
さて、一応病名は伝えているということでしたが、自分から「最近調子いいんで頑張れてます」とい

う情報も必要だし、普段の会話からでもうまく持ち込めれば、雇い主や上司も安心するでしょう。逆に、

「最近、調子は今一なんですが、月末ですし、自分なりに頑張ります」「頑張ったら少し休みを頂きたい

です」というような、相談もしてみると良いでしょう。 
それで、いきなり「具合が悪い」という情報を直球で言っちゃいますと、受け止める側も、なんだっ

て話になっちゃいますから。そこの折り合いだろうと思うんですね。公表の仕方に工夫が必要ですね。 
 

Ｃグループ 
ちょっとメンバーが 10人ちょっとおられて多

くて、自己紹介をかねて近況報告してもらったと

いう形をしました。 
その中でいくつか要点として、まずやっぱり仕

事を続けて行けるには、やっぱり自分でいかに体

調管理が上手くできるかというのが一番のポイ

ントだってことです。メンバーの中には発病され

て 20 年とか 25 年選手のベテランの方で、仕事

を続けてこられている方が何人かいらしてあっ

たので、その方たちから出た言葉の共通性はそこ

にあったと思います。 
それから、あと、やはり職場で必要な、何とか就職できてもやっぱり、今は時代がどんどん進んでい

ますので、必要なスキルはできるだけ身につける努力をすること。それが無いと、病気で休んだ、スキ

ルも無かったというのは、やはり当然いい顔もされませんし、スキルを身につける自分自身やはり努力

が大事だということがでました。 
それとやはり職場の中で今先生の方からもあったんですけれども、仕事っていうのは波がある場合も

多いので、忙しい時は休まないようにちゃんと自分で管理していくということ。で、終わったら少し休

ませてって言うふうなことは、やっぱり必要じゃないかなって。自分がそこにいるっていう既成事実を

いかに作れるかっていうことが大事なことだっていう話が出ています。 
それからメンバーの中で勤められてまだ 1 年ほどの方で、やっぱり調子が悪いんだということで「と

ってもしんどい」という言葉があったので、メンバーの中からエールを送って頂きました。しんどい時

はやっぱり「しんどい」って言わないと続かないよってことで、でもしんどくない時は頑張ろうってい

う、ちゃんと意思表示をすることが大事だよってことで、皆さんに元気をつけてもらいました。 
あともう一つ就労について、やっぱりオープンにして入ったっていう方と、隠して入って後で体調が

悪くなって入院して診断書を出したっていう方。それぞれあって、それが良かったのか、ちょっと結論

出すような内容じゃないので皆さんの体験の中からそれぞれオープンにして入った方、それからちょっ

と、あの、ということで入ってということで、どうあったらいいのかというのは少し皆さんの話の中で
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それぞれが吸収していったんじゃないかなと思います。以上です。 
 

Ｄグループ 
皆さんに自己紹介頂いて、それぞれの背景の方

たちなのでなかなかまとめるということは私には

難しかったんですが、テーマとして一つあったの

は、就労するために面接の時点で自分の状態をど

の程度伝えるかというのがあります。 
自分の状態の中には、病気のことであるとか、

あと、たとえば高校時代に発症、大学時代に発症

の場合は、病気が診断つくまでの間であったりと

か、病気と付き合う過程でなかなか健康であれば

得られた体験であるとか、そういうものがない自

信も無いような状態ってことも含めて自分の状態をどの程度伝えるかというのがありました。 
病気については、いや言わない方がいいという意見や、詳しくまではなくてもある程度腸の調子が悪

くてというふうに、嘘ではないけれど柔らかく伝えとくというようなアドバイスがありました。それぞ

れアドバイスがありまして、それと自分の社会経験という部分では、できるだけやはり自分のために資

格を取っておいたほうがいいであるとか、信頼できる仕事ぶりを見せていくであるとか、成功している

先輩方からはそういうようなアドバイスもありました。 
あと、これはひとつで、もう一つ先生への質問として、先生はおそらくとても辛い体験もいっぱいさ

れていると思うんですけど、めげないというメッセージを送って下さる、そして実際にめげてこられな

かった原動力はどこから来るのか、という質問がありました。以上です。 
 

中山さんの言葉 
 
先ほどご質問をいただきました。二つあったの

で、Ｃグループを先にと思います。 
ご意見のとおり、職場で必要な人材になってい

くというのが大事だと思いますね。職場で必要な

人材とは、例えば、あいつに聞けば知っているだ

とか、あいつがいたら職場の雰囲気良くなるだと

か、そういうことも含めて考えていただきたい。 
次に、体調がしんどくない時にしっかり働いて

貯金（貢献度のこと）しておくってことも大事だ

と思いますね。誰だってネコの手も借りたい時がある。先輩だって社長だってあるわけです。そういう

時に「お手伝いしましょう」「今日ならお手伝いできます」なんて言ってね、上司に貸しを作っちゃいま

しょう。そういうことの積み重ねが、いざってなった時に、自分へ戻って来るものです。 
それと、退勤時間になったらさっさと帰ってしまう。ある意味正しいのですが、協調のない奴だって
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ことにもなりかねない。ここで一言「何もなければ返りますが、お手伝いが必要なことありますか」と

声かけをするかしないかで評価は違ってきますよね。 
次に、めげない患者になる方法なんですけれども、私自身、正社員を７カ所、アルバイトを 20 カ所以

上経験しました。再燃のたびにクビになってきましたので数ばかりあるんですね。まず家族養わなけれ

ばいけない。でも、親にも頼れない。自分の体で稼ぐしかないと考えていました。どん底に叩き落され、

にっちもさっちもいかない時期もありました。 
そんな時に、ただ自分だけが辛いわけではなくて、もっと重症の人も居られるし、特にＡＬＳで寝た

きりの方や筋ジストロフィーの方たちと知り合いになりまして。中には二十歳ソコソコで亡くなってい

く患者さんたち、寝たきりで眼でしか意思表示できない若者も居られて、なんだか自分は全然軽い病気

じゃないかなって思えたんですね。二足歩行できるし、物はつかめるし、しゃがんだり立ったり自由に

できるし、運転もできる。そう思ったら、他にもできる事いっぱいあるな～って思えたのです。そうい

うことで、出来ないことに囚われるのではなくって、できることにスポットを当てて欲しいのですね。

誰もが辛い体験をしているわけで、そういう感覚を持つことが大事ですね。 
一方で、絶対に幸せになってやると強く思い続けてきました。難病だからといっても絶対に退院でき

る。一生、病院に入り続けることはないんですね。入院中に窓から外を見下ろして、「俺はもう終わりだ」

と悲しみに浸ったりするんですけど。そうではなくて必ず退院日がやってくる。そうなれば社会での生

活が暮らしの中心になるんですよ。立派なことを言っていますけども、このような考えになるまで 10年
～15年くらいかかったかも知れません。そういうことを教えてくれる先輩も居ませんでした。現在は患
者会がありますし、ベテラン患者もたくさん居られる。未体験のことは、体験した方から聞くことがで

きる。これが情報なのです。有益な情報をたくさん仕入れて、自分の自信につなげていく。励ましてく

れる患者仲間を持つことも重要なことかな～っと思います。 
 

Ｅグループ 
僕以外はクローン病の患者さんで、仕事に就く

ために、まあこれは、皆さんいろいろ努力してい

らっしゃって。たとえば入院中に、まあずっと入

院しているわけですけれども、その間ただ寝てい

るだけじゃなくて、まあ資格取ったりだとか、自

分のためになるような勉強したりだとか、した方

が、その後の、たとえば仕事くびになったりとか

して、再就職するために有利になるのではないか、

という意見とかがあしました。 
あとは、そうですね、なんですか、先ほど中山

先生がおっしゃった、あのネガティブじゃなくって、自分は何ができるかっていうこと、相手にアピー

ルしていく。それによって、病気とできることの比率ですか、病気よりできることの比率が大きくなっ

て、あ、でもこの人は病気だけれどこれだけできるんだ、という理解が得られる、ということで、皆さ

ん病歴が長いので、ベテランさんで。あの、辛かったことや悔しかったこと、たくさんあったようです

けれども、やはり理解があるかないかが大きいですね。 
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あとはその、なんていうですかね、就職するときに面接時必ず「どうして前の会社を辞められたんで

すか？」と聞かれると思うんです。その時に、やっぱり実はって言わなくちゃいけない。そこで隠すか

隠さないか、そこで心の葛藤がある。で、まあ、僕もそうなんですけれども、僕は言うですよね。こう

です。こういう病気で辞めました。こういう状態で。でもこれだけできますよ、とアピールするんです

けれども、やはり告白すると、今まであっこれは面接受かるかなと思ってたのが、病気のことを告白す

ることによって、ガクンと落ちる空気がわかるんですよ。で、その時はやっぱり、ああ言わなければ良

かったかなと思うけれども、後からばれると余計自分が辛くなって、まあ、その辺の心の葛藤が皆さん

あるということですね。 
それで、中山先生に質問というか、疑問なんですけど、あのそれだけ頑張っておられて、いつ休養を

してらっしゃいますか？ということがでたので、そこのとこを。 
 

Ｆグループ 
Ｆグループは、富山県のクローン病の患者さん、

それから今日は神奈川、熊本、滋賀のクローン病、

潰瘍性大腸炎の患者さん、それからＣＩＤＰの息

子さんをお持ちのお父様お母様、それと腎症の方

２名ということで、いろいろな方がいらっしゃる

グループということで、ちょっと自己紹介もかね

て、色々とお話しいただきました。 
やはり腎症の方あるいはそのＣＩＤＰの息子さ

んをお持ちのお父様お母様からは、この就労に関

してまあ模索中というところということで、就職、

まあそれに当たってのお話として、県外からご参加頂いた 3 名の方は、まあベテランと言いますか、し
っかり就労してらっしゃるということで、いいアドバイスを頂いたのではないかなということで、で、

一点、やはり病名を告知するかしないかということで、ひとつは、まずは履歴書、まあペーパーといっ

たことでは排除されてしまうから、まずは企業に入ってしまって、あと努力をして認めてもらって、そ

ういう環境を作り、カバーしていただくということが大事なんじゃないかと、いう意見がありました。 
もう一方、やはり状態が悪くなってしまうと、病院に行かざるを得ないということで、制度をきちん

と利用して就職した方がやりやすいのではないかと。ただ共通してお話を伺ってて、あったのは、やっ

ぱり自分ができることをアピールして、そのためにはやはり資格を取るのは非常に大事なんじゃないか

ということをお話として頂きました。自信を持ってできるということをアピールしたらどうかというこ

とをアドバイスとして頂いたと思います。以上です。 
 
中山さんの言葉 
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Ｆグループから先に話したいと思います。履歴書

や面接時に明かすか明かさないかという話しです

けれども。例えば、就職は結婚と同じだと思ってい

ます。嫁でも婿でどちらでも良いのですが、所得が

高い人だからといって、差別語をガンガン使う人。

もしくは虐待をする人。それでも生活が安心だから

と結婚しますかってことですね。 
面接でこちらが傷つくようなことを言うとか、社

風として理解ある人を雇ってないというところで

すが、先ほど説明した四つの「無」、こういうこと

への学習や経験値や社会的責任を負うことへの意

識が低いってことになる。面接は対等なんですね。会社を見極めてやるぞっていうのはね、僕は必要だ

と思っています。ですから差別的なところへ、あえて入社してしまうと。将来辛いことが待ってんじゃ

ないかなと思います。先に説明しておいた方が、後々楽に仕事ができる。あんな所なら入らなくてよか

った、っていうくらいで、清々した気持ちでサヨナラを言って欲しいです。 
心ある人事部長さんなり、社長さんなりっていうのは、こちらが丁寧に説明すれば、理解してくれま

す。そういうところは中小企業が有利でしょう。給料面や企業名にこだわって選ぶと、求職の間口が小

さくなるので、キャリアのステップを確実に積んでいくという観点では、幅広く仕事を考えて頂きたい

な～と思います。 
あと、「丁寧」という意味でなんですけれども、退職が確定した場合、意外と、終わりの方で投げやり

な仕事振りだったり、無断欠勤をしたりいうような辞め方をする方が多いんですけれども。そこをきち

っとやっとけば、また声が掛かることもあるんですよね。 
私の経験ですが、大企業がいいからとＤ社へ病名を明かさずに入りました。本当に仕事しました。朝 7

時からに夜 11時まで。休みは月に 4回。ノルマもしっかり果たしました。おかげで毎年３回くらい入院

していましたけれども。4回目か 5回目の入院の時でしたか、人事課長が来て、傷病手当が使えなくなっ

ていたものですから、「中山君は、休んだらお給料が貰えないけどどうするかい？」「しょうがないです、

自分の責任ですから」。そしたら、人事課長が「お前、普段からがんばっているだろう。他の奴よりがん

ばっているのを俺は知ってんだよ。お前のこと辞めさせないよ。」って言ってくれたのです。もう涙が止

まんないくらい嬉しかったですね。やっぱり普段の行いだろうと思います。病気して入院することは皆

さんあるんだけれども、今も思い起こせば、やっぱり貯金だったなと思います。 
次に、私は、病気に甘えてはならないと思っていましたので、病気だから他人が優しくしてくれるの

は当然だという考えはありません。それは間違いだと思う。持病があるからこそ、いざという時のリス

クがあるから、好印象を与えるということをね、何か工夫が必要だと思っています。 
最後に、いつ休養していますかという質問ですけれども、私は、月１５０時間以上ものサービス残業

をしてきた経験があり、過労に対する経験値が高いんですね。かなり以前から、貧血の治療は夜１０時

からでも対応してくれるように病院へお願いしています。最大４カ月毎日通って数値を戻したりとか、

そういう自分なりに努力をしています。今年も３月、５月、７月と入院しました。ヘモグロビンが 5.3
まで落ちて、どうしようもなくて輸血を７日間受け、すぐ職場に復帰しました。そういうことをやって、



46 
 

職場との信頼関係を自分なりに築いてきています。難病連やＩＢＤの活動も続けたい。優先順位が一般

の方と違っているので参考にならないだろうと思います。 
休養ですけれども、時間換算すれば取ってない方かも知れませんね。ただ自分でストレス発散方法を

身につけています。皆さん、それぞれあると思いますが、私は映画を２時間観ればすべて忘れられる。

一週間に１回でもいいから映画館で観たら私は頑張れます。それはお料理でもいいだろうし、ドライブ

でもいいだろうし、その丸一日休養することが休みだというのは固定観念ですよね。休みだからいって

遠方まで遊びに行って疲れて帰ってくる。仕事以上に疲れて帰って来る人も居ます。それだって、健康

の面から言えば正しくないですよね。一日中寝ていれば体力をリセットできたかも知れない。仕事して

いようが仕事してなくても人間というのは動いているわけですから、そういう意味では心の持ちようで

はないかな～っていうふうに思っています。答えになりませんけど。 
今日はありがとうございました。～拍手～ 

 


