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「デュシェンヌ型（Duchenne muscular dystrophy, DMD）

筋ジストロフィーと共に」

	 14Ｖ004　肥田野　悠　　14Ｖ018　中野　智輝　　14Ｖ031　清水　大樹

	 14Ｖ033　高橋亜珠沙　　14Ｖ032　塩澤　康介　　14Ｖ040　本多　　悟

　2015年11月12日（木）３時間目「障害者福祉論２」において、講義担当者の共生社会学科　青

山良子教授のご理解を得て、共生とケア演習２（安井ゼミ）の学生が、ゼミ生の一員である

「デュシェンヌ型筋ジストロフィー」（以下DMDと称す）の当事者の塩澤康介の自己の障害を多

くの人々に理解してもらいたいという思いを込めた語りとゼミ生全員でDMDの概要について、

文献をもとに理解を深めたものをプレゼンテーションする機会を与えられた。本稿はその報告書

である。

　ⅠはDMDについての概要であり、Ⅱは塩澤康介の語りを文章化したものである。

Ⅰ．DMDの概要

１．筋ジストロフィーについて

　筋ジストロフィーとは遺伝性の疾患で、筋力が徐々に低下してくるミオパチー（筋肉疾患）で

ある。筋ジストロフィーは、遺伝形式によって３種類に分類され、さらにいくつかの病型に分か

れている。病型ごとに障害される筋群が異なり症状が違うが、共通する症状は、進行する筋力の

低下である。

病　　型 発症年齢 性 障害分布 特　徴

デュシェンヌ型 5歳以下 男 体幹 仮性肥大

ベッカー型 5～25歳 男 体幹 仮性肥大

肢帯型 5～25歳 両性 体幹 30歳以下で発症

先天性（福山型） 生下時 両性 体幹 知能低下

顔面肩甲上腕型 両性 顔面肩甲上腕

緊張型 30歳頃 両性 末梢 ミオトニー

表１：筋ジストロフィーの種類と特徴

２．DMDについて

　筋ジストロフィーにはいくつかの遺伝型があり、伴性劣性遺伝は原則として男性のみに、常染

色体劣性遺伝型と常染色体優性遺伝型は男女ともにおこる。また、常染色体劣性遺伝型は、血族

結婚でおこることが多いとされる。伴性劣性遺伝病のデュシェンヌ型は、子どものころに発症
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し、20歳代で死亡する悲惨な病気であることからもっとも有名で、筋ジストロフィーといえ

ば、一般的にこの病気のことを指す。

３．DMDについて

　ふくらはぎの筋肉が異常に太くなるのに筋力が弱くなる状態を仮性肥大（かせいひだい）といい、

デュシェンヌ型の特徴的な症状だが、この症状は、良性型といわれるベッカー型でもみられる。

　デュシェンヌ型は、進行性筋ジストロフィーの大部分を占め、重症な型である。おおよそ小学

校５年生くらいの10歳代で車椅子生活となる人が多い。昔は20歳前後で心不全・呼吸不全のた

め死亡するといわれていたが、「侵襲的人工呼吸法」（気管切開を用いる）や最近では「非侵襲

的人工呼吸法」（気管切開などの方法を用いない）など医療技術の進歩により、５年から10年

は生命予後が延びている。しかし、未だ根本的な治療法が確立していない難病である。

４.  ICF（International Classification of Functioning, Disability and Health：
国際生活機能分類）に基づくデュシェンヌ型筋ジストロフィーの障害

　はじめに、ICFについて確認をする。ICFは障害を人が「生きる」こと全体の中に位置づけて、

「生きることの困難」として理解するという根本的で新しい見方に立っている。その点で、まさ

に21世紀にふさわしい新しい障害観、さらに新しい健康観を提起していると言える。ICFとは図

１に示すように、心身機能・身体構造、活動、参加の３つのレベルを偏りなく、全体を見落とし

なく捉え、さらに健康状態、環境因子や個人因子がこの３つのレベルと影響を与えあっていると

いう考え方のことである。

健康状態

活動 参加心身機能
身体構造

環境因子 個人因子

健康状態
♯脳梗塞
♯糖尿病

心身機能・構造
♯疼痛なし
♯高次機能障害なし

機能障害
♯痙性異常
♯感覚障害
♯言語障害

活動
♯食事動作自立
♯屋内歩行5m可

活動制限
♯入浴動作制限
♯屋外歩行不可

参加
♯対人関係良好

参加制約
♯家屋未改造で家庭
　復帰困難
♯外出困難

図１：l C F（国際生活機能分類）
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　「心身機能、身体構造」すなわち生命レベルとは精神の働き、手足の動き、視覚聴覚などの機

能のことである。「活動」すなわち生活レベルは生活上の目的を持ち、一連の動作からなる具体

的な行為であり、日常生活動作（Activities	of	Daily	Living、ADL）が一番わかりやすい。ほか

にも仕事に行くために電車に乗ったりする社会生活上必要な行為がすべて入り、趣味などの余暇

活動もこれに入る。「参加」すなわち人生レベルは社会参加と言い換えることがあるが、もっと

広く仕事場での役割、趣味やスポーツ、地域、政治活動に参加などさまざまなことを含む。「環

境因子」とは、その人を取り巻く人、もの、制度などである。「個人因子」は、その人固有の特

徴、個性である。

　ではDMDの障害をICFに基づいて検討する。

　まず生命レベルでの検討として遺伝について確認する。すべての遺伝情報は私たちの細胞核内

の染色体にある。染色体はひとつの細胞に23ペア、つまり46個あり、ペアになる染色体の片方

は父親から、もう片方は母親から受け継がれたものである。染色体の中にある遺伝子も父親と母

親から半分ずつ受け継ぐことになる。精子と卵子が結合して最初の細胞が生まれ、そのなかに父

と母から片方ずつをもらってきた23ペアの染色体があり、それが細胞の分裂とともにコピーさ

れていく。染色体の23ペアのうち、22ペアは男性にも女性にも共通にある染色体で、常染色体

という。	残る１ペアはその人の性別を決定する染色体である。X染色体といわれるもの２つが

ペアになると女性に、X染色体とY染色体がペアになると男性になる。DMDに関わる遺伝子は、

このX染色体にあり、伴性劣性遺伝という遺伝形態をとる。（図２）これは性別によって発現に

差が出る。伴性劣性遺伝はX連鎖劣性遺伝とも呼ばれ、基本的に男子だけに現れるが、その遺伝

は女子が担うことになる。但しDMDが子に発症したとしても突発的な遺伝子変異が起こる可能

性もあるため、母が確定保因者だったとは判断できない場合もある。

　　

図２：伴性劣性遺伝
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　DMDは、筋ジストロフィーの中で最も頻度が高く、症状も重症である。乳児期には明らかな症

状はみられないが、４〜５歳頃には筋力低下により転びやすい、走るのが遅いなどの異常で気付か

れることとなる。筋力低下は近位筋(1)	優位であり、登はん性起立(2)	や動揺性歩行(3)	を示す。年齢を

経るとともに筋力低下も進行し、12歳までに歩行不能となる。同時に脊柱変形、関節拘縮も進行

する。10歳後半から20歳前後で呼吸不全・心不全を呈しこれらの病状が生命予後を大きく左右す

る。治療法としては現在のところ有効に臨床症状を改善するものは知られていない。最近では、

様々なDMDに特異的な治療法が提唱されている。現時点では、歩行障害・呼吸障害に関してリハ

ビリを適宣実施し、呼吸不全に陥った時には呼吸をサポートする治療を実施している。出来るだけ

患者のQOL（Quality	of	Life,	生活の質）を高めることが必要である。一方、心障害については早

期発見して薬物治療を行う。DMDの多くは20歳代で心不全あるいは呼吸不全で死亡するとされて

いたが、呼吸不全あるいは心不全に対する積極的な治療により、生命予後は次第に改善している。

　次に、「活動」すなわち生活レベルからの検討を行うと、最初に移動が困難になることが挙げられ

る。その後筋力の低下により、車椅子を利用することになる。病気の進行によって、ベッドから

車椅子への移動が困難になるなど、様々な移動の場面で介助が必要になる。また、整容動作や衣

服の着脱、入浴動作、トイレ動作などの困難があげられる。これらの日常生活動作にも、病気の

進行に応じて介助が必要となる。そして、食事動作とともに栄養摂取が困難になることが挙げら

れる。病気によって起こる換気機能の低下は、食欲不振を招く。また、嚥下機能の低下から食事

の量が減少し、低栄養に陥る。栄養摂取量が不足しているときは、濃厚流動食やサプリメントな

どの補助食品で補い、嚥下障害が重度になると、胃瘻造設術が行われる場合もある。

　さいごに、「参加」すなわち人生レベルからの検討を行うと、以下のような参加の制約があると考

えられる。まず１つ目に進学の選択肢が狭まることが挙げられる。エレベーターを設置している

高校は少なく、車椅子で学校生活を送る設備が整っていないことや、１限から６限まである授業

のカリキュラムも患者にとって体力的に厳しく、進学先が特別支援学校などに限られる。２つ目

に、就職できる場が限られることが挙げられる。就職する場合、通勤手段の問題や職場の建物構

造の問題、仕事量と労働時間の問題などの様々な問題が生じ、就職の選択肢が非常に限られる。

３つ目に、社会参加が困難になることが挙げられる。上述した就職の困難さにもあった通り、本

人が社会参加したくともそれを受け入れる環境がないという現状がある。ボランティア活動など

の社会参加の場も、参加できるものは限られている。

　以上のようにICFでは、３つのレベルが環境因子、個人因子と影響を与えあい、DMDの生き

ることの困難さを説明できる。更に、この困難さをとり除くことで、当事者のQOLが高められ

ると考えることが可能なのである。

(1)	 近位筋…肩や上腕、腰、大腿など、体幹に近い筋肉のこと
(2)	 登はん性起立…山を登るように立つこと
(3)	 動揺性歩行…腰を振るように歩くこと。1､2いずれも筋力低下によるもの。

参考文献：
「デュシェンヌ型筋ジストロフィー診療ガイドライン2014」・日本神経学会、日本小児神経学会、国立精神神経
医療研修センター監修・南江堂
URL http://www23.biglobe.ne.jp/～/MINED/toneyama/４-３htm	
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Ⅱ．デュシェンヌ型筋ジストロフィーと共に
	 14Ｖ032　塩澤　康介

　私は、デュシェンヌ型筋ジストロフィー（以下DMDと称す）という病気を抱えて生きてき

て、なぜこのような病気になってしまったのだろう、なぜ自分だけがこんなに苦しまなければい

けないのかと悩み、苦しんできた。そんな中で、私は希望をもって生きることができるように

なった。私がなぜそうなったのかを、私の人生を振り返りながら述べていきたいと思う。

　私が、DMDだと医師から言われたのは、２歳のときだったそうだ。私の歩き方が変だったた

め、母が私を病院に連れて行き、病気が発覚した。母もショックを受けたそうだ。DMDは、急

速に症状が進行するわけではなく徐々に進行していく。私が小学校低学年になるまで、ほとんど

病気が進行することはなかった。そのため、あまり不自由のない暮らしをしていた。今のよう

に、車いすに乗っているのではなく、自分で立って歩くことができていた。周囲の子供と違うと

ころは、一人で立ち上がるのが遅いことと、走れないことぐらいだった。トイレや着替えなど身

の回りのことはできていたので、私は健常な子供と同じ生活をしていた。保育園では、他の子供

と鬼ごっこなどをして活発に過ごし、保育園に行っていない日には、よく一人で外に行き、近所

の子供の家に泊まりに行って遊び、本当に普通の生活をしていた。今、考えてみると、あの頃は

肉体的にも精神的にも一番良かった頃で、私の人生で輝いていた時期だった。その頃の私は、自

分自身が病気だということに全く気づいていなかったし、自分は周囲の子供とは変わらない普通

の子供だと思っていた。小学校に入ってからも、私は周囲の子供と同じ普通学級で過ごしてい

た。障害児が通う特別学級もあったが、まだ私は特別学級には入っていなかった。私は特別学級

の子供達をみて、自分とはあまり関係のない子供達だと思っていた。自分が特別学級に入るなん

てことは、夢にも思っていなかった。

　だが、小学校２年生あたりから、自分は周囲の子供よりできないことが多いのだと気づくこと

があった。体育の授業でなわとびがうまくできなかったり、周囲の子供はスキップができるのに

自分はできなかったりしたことだ。なぜ周りの子供はできるのに自分だけできないのだろうと、

嫌な思いをしていたのを覚えている。

　私が３年生になった頃、一人で歩くことができなくなった。誰かの手伝いがなければ歩けな

かったため、特別学級に入ることになった。しかし、すべての授業を特別学級で受けるわけでは

なく、体育以外の授業は普通学級で受けていた。特別学級に入るのに抵抗はあったのかというと

少しはあったが、なにしろ幼かったので流れのままに身を任せていた。特別学級の先生の手につ

かまりながら毎日歩いていたのだが、だんだんとそれも疲れて車椅子に乗っている方が楽だと思

うようになった。歩くのは疲れるから車椅子に乗りたいと喚いていたときもあった。今の車椅子

生活を思えば、まだ歩けていた分頑張って歩いていた方がよかったと思っている。４年生になっ

てから私は、本格的に車椅子に乗るようになった。自分用の車椅子を作った。その頃から、もう

立って歩くことは、手伝いがあったとしてもできなくなっていた。車椅子の乗り降りやトイレに

行くときなどは、抱っこしてもらっていた。着替えもできないので、全て母に介助してもらって
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いた。車椅子に乗るようになってから、活発に外出することはなくなった。休みの日は家で過ご

すことの方が多くなっていた。思い返せば、もっと友達と遊んでいればよかったと思っている。

それでも、学校では比較的活発に過ごしていた。休み時間には、周囲の子供達に混じってドッチ

ボールをしたり、鬼ごっこをしたりと楽しんでいた。

　５年生になると、車椅子を操作するのが難しくなってきたため、電動車椅子に乗ることになっ

た。手動の車椅子のときは自分で漕ぐのが大変だったので、動ける範囲は限られていた。しか

し、電動車椅子になってからは自分で動ける範囲が広がり、とても嬉しかった。少しだけ休みの

日も活発になっていた。小学生の頃は、周囲の子と同じことができていたので楽しい思い出と

なっているが、中学生になってからはあまり良い思い出はなかった。

　中学生になると、周囲の人との違いを明確に感じるようになったからだ。例えば、休み時間

だ。周囲の生徒は、体育館でバスケやサッカーをしていた。皆、中学生になって体も大きく、力

もある。一緒にサッカーなどできるはずもなく、私は教室でつまらない時間を過ごしていた。自

分と周囲の人との違いが歴然だった。また、体育祭もそうだ。できる競技はほとんどなく、リ

レーで少しの距離を車椅子で走り、バトンを渡すことをしたが全く面白くなかった。アンカーで

走っている人を見て、自分もあんなにかっこいい走りをしたいと思っていた。体育祭では、皆で

ダンスをするのだが、私はそれを見ているだけだった。やはり自分は周囲の人と同じことはでき

ないのだと痛感した。その反面、それでも皆と同じ普通学級にいることが、まだ精神的には自分

は健常者に近いのだと思えて嬉しかった。ずっと特別学級にいて、障害のある人と仲良くしてい

ることが、私にとっては健常者とすごく離れてしまうと思っていた。体が動かせないのは健常者

とは違うが、考えることや感じることは健常者と変わりないことが自信につながっていた。その

頃の家での私は、身の回りのことを全てやってもらっていることに感謝はしていたものの、自分

でできていたらどれほど良かったかと思うことが多々あった。私の家庭は、母子家庭なので、私

の世話は母が全てやってくれていた。母は、仕事と家事、私の世話を一人で全部こなしていた。

そうなってくると、やはり疲れは尋常ではなかったのだと思う。そして、家には私と母の二人し

かいないので、母が相談できる相手もいなかったため、私と喧嘩になることがよくあった。「病

気は、家族との関係も悪くするのだなあ。」と思い、本当に嫌気がさした。私は、身の回りのこ

とが全て自分でできていたら、こんな喧嘩になることもないのにと、つくづく思った。学校に行

くと、皆こんなことはないのだろうと思い、羨ましく思っていた。しかし今考えてみると、母が

世話をしてくれなかったら、まともに生活できていなかったと思うし、中学校にも通えていな

かったはずだ。そう考えると、やはり母には感謝してもしきれない。中学生の頃の私は、休みの

日や長期休みはほとんど外出しなかった。母は外出しようと言ってくれていたが、私が断ること

が多かった。外出すると、外出先でのトイレなど、母に手伝ってもらうことに気を遣うし、なに

より私自身あまり外出したいという意欲がなかった。

　そして、中学校を卒業し、特別支援学校の高等部に進むことになった。そのようになったの

は、普通高校だと体力的にもたないだろうという配慮からだった。私は当初、特別支援学校はつ

まらない所だろうと思っていた。勉強もろくにせずに、障害のある人と仲良くして過ごすのだと

思っていて、特別支援学校に対するイメージは最悪だった。中学時代、周りは皆健常者の生徒で
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その環境に慣れていた私にとっては、特別支援学校に行くことは本当に嫌だった。しかし実際に

入ってみると、悪いイメージは崩壊した。普段の勉強については、知能などをもとにグループ分

けされていた。重症心身障害児や知的障害児はその人たちのグループで過ごし、勉強がしっかり

できる人にはきちんと高校の教員免許をもつ先生が授業を教えるという形になっていた。私が

入った年は、大学進学を目指す人が他に数人いて、進学のためのグループがあった。私は、自分

と同じように、知的、精神に障害をもたない人達が他にもいたことに安堵した。進学を目指して

頑張ろうと思えた。

　特に、特別支援学校のイメージが覆ったのが担任の先生との出会いだった。英語の先生で、と

にかくテンションが高く、静かなときがないのだ。くだらないことを生徒に言うし、かと思えば

とても熱血なのだ。特別支援学校にこんな先生がいるのかと驚いた。鈴木先生というのだが、鈴

木先生の学級では楽しいことしかなかった。ホームルームでは、毎週のようにケーキを食べた

り、学校の近くの飲食店に行ったりと、食べることがほとんどだった。また、鈴木先生は様々な

楽しみを教えてくれた。マキシマム	ザ	ホルモンやサンボマスターといったバンドを教えてくれ

た。鈴木先生はよく私に、「康介、楽しんで生きろ」と言っていた。鈴木先生といる日々は輝い

ていた。鈴木先生が楽しいことをしてくれていた真意が、後に分かることになる。

　私が自分の病気について知ったのは、高校２年生になった頃だ。家でたまたま高校に提出する

書類を見ていたのだが、その中の私の障害の欄のところに、DMDと書いてあった。すぐに、イ

ンターネットで調べて驚いた。20歳までに死ぬ病気で、治らないと書いてあったからだ。自分

の目を疑った。それまで、自分の病気はそんなに重くなくて、いつかは治ると思っていた。それ

が治らないし、20歳で死ぬと知り、あと３年しかないのかと絶望的な気分になった。私は、す

べてのことがどうでもいいと思うようになった。勉強にもやる気が出なくなり、周りの人を傷つ

けるようなことをすることもあった。先生も手がつけられなかったはずだ。様々な先生に怒られ

ていた。そんな中、生徒会長選挙があった。私は１年生のときから、生徒会に入りたかったので

選挙に出ることになった。その時は、素行がよくなかったのにも関わらず、よく出たものだと今

では思う。だが、選挙で演説をすることが決まってからも、あまり良くない行動ばかりしていた

ので、自分で、もうこんなことでは、選挙に出ても駄目だと思い、演説前になって選挙に出たく

ないと先生に言った。先生からは、「あなたのその勝手な判断で、推薦人にどれほど迷惑がかか

ると思っているの。やめるのなら推薦人に謝りなさい。」と言われた。演説のときには、同じ学

級の人が一人、推薦人になって、一緒に演説をすることになっている。推薦人は私のために、一

生懸命演説をしようとしてくれていた。その時、先生に言われて、やっと、高校に入ってから、

自分が今までどんなに周りの人に迷惑をかけていたかを実感した。私は、こんな自分は変えな

きゃいけない、生徒会長になって変わろうと思い、演説をやり遂げようと決心した。私は演説

で、自分はこれまで多くの人に迷惑をかけてきて、こんな自分を変えるために生徒会長になりた

いと正直に伝えた。そして、全校生徒に、私の思いが伝わったからか選挙に当選し、生徒会長に

なることが決まった。私は、生徒会長になって頑張っていこうと思っていた。

　しかし私は、高校３年生になった初日に肺炎で入院することになってしまった。DMDは進行

すると、肺の筋力も弱まっていく。そうなると、風邪を引いた時に、痰を咳などして自力で出す
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ことが難しくなる。そのため、風邪を引くと重症化しやすく、肺炎になりやすくなるのだ。私の

病気は着々と進行していた。最初は医師からも、軽い肺炎だからすぐに退院できると言われた。

ところが、私は急に息ができなくなり、人工呼吸器を喉に挿管することになった。私は、そんな

事になるなんて全く思っていなかった。眼が覚めるとそこは集中治療室だった。口には人工呼吸

器の管が入っていて、うまく話すことができない。ご飯や水を口から摂取することができず、鼻

からの経管栄養で栄養を摂取していた。あの時は、ずっと寝ていることしかできなかったので一

日一日が長く、体も苦しくて最悪な状況だった。それが１ヶ月続いた。鈴木先生や他の先生方が

時折見舞いに訪れて、励ましてくれた。見舞いの人が来てくれることだけが、唯一の楽しみだっ

た。集中治療室にいた１ヶ月の間、私は気管切開をした。そのおかげで、口の中は楽になった

が、気管切開をすると声が出なくなるので話すことはできず、相変わらず食事もできなかった。

１ヶ月間集中治療室にいた後、普通病棟に行くことになった。その頃になると、だいぶ体の調子

はよくなっていたが、人工呼吸器なしでは自力で呼吸することはできなかった。普通病棟に移動

してからは自力で呼吸ができるように、人工呼吸器で送る空気の量を毎日少しずつ弱くしていっ

た。私の呼吸機能もだんだん回復していき、ついに人工呼吸器なしで呼吸できるようになった。

人工呼吸器を外し、代わりに気管切開した部分にカニューレという蓋を付けてもらった。それで

も、まだ声は出なかった。声が出ないので、なかなか母や看護師さんに自分の意思が伝わらず大

変だった。しばらくしてから、スピーチカニューレというものを付けてもらい、やっと声が出せ

るようになった。声が出ることはこんなに幸せなことなのだなと実感した。人工呼吸器を外せる

ようになってからは、車椅子にも積極的に乗るようになった。座る姿勢にも慣れてきて、体力も

ついてきた。そして、食事もずっと出来ていなかったが、毎日嚥下のリハビリテーションをし

て、６月の終わり頃にペースト状のものからであるが、ご飯を食べられるようになった。それま

で、本当にご飯が食べたくて仕方なかったので、ペースト状のものでも美味しく感じられた。普

通病棟に移ってからも、鈴木先生はよく見舞いに来てくれた。また、同じクラスの人達とも一緒

にお見舞いに来てくれたことが一番嬉しかった。

　７月になり、柏崎の国立病院に転院することになった。柏崎の病院には、DMDの専門病棟が

あるので、専門の場所でもう少し療養することを薦められたからだ。私は、そこでDMDの現実

を知ることになった。筋ジストロフィー専門の病棟、通称筋ジス病棟というのだが、そこでは、

私と同じDMDの患者さんが大勢いた。私が印象的だったのは、ベッドに寝たきりで人工呼吸器

をずっと付けながら、パソコンをしている人が多かったことだ。私は、寝たきりの人が多いこと

に驚いたし、やはりこれが現実なのかと思った。ベッドに寝たきりの人とは別に、私と同じよう

に車椅子に乗って生活している人もいた。自分と同じく車椅子に乗っている人もいる、寝たきり

の人だけではない、そのことに安心した。そして、なにより安心したのは、車椅子に乗っている

人たちが20代前半だったことだ。私がインターネットで見た情報では、20歳で死んでしまうと

書いてあったのでショックを受けていたが、私の目の前に20歳を過ぎても生きている人がい

る、まだ生きられると安心した。20歳で死んでしまうのは昔のことだそうで、今は医療技術も

進んでいて、人工呼吸器を使って肺や心臓に負担をかけなければ、少しは長く生きられるそう

だ。筋ジス病棟で患者さんが使っていた人工呼吸器は、私が新潟の病院で使っていたものとは違
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い、とてもコンパクトで持ち運びしやすいものだった。

　ここでの人工呼吸器は、呼吸を補助する役割があった。ずっと付けていなくても、夜だけ付け

ていればいいということだった。この人工呼吸器なら使いやすいし、これで長く生きられるんだ

と安堵した。これは知ってよかった現実だった。そしてもう一つ、知らなければよかった現実、

というより受け入れなければいけない現実があった。先ほど、寝たきりで人工呼吸器をつけなが

ら、パソコンをしている人たちがいたと述べたが、その人たちは20代後半だった。いつかは寝

たきりになり、人工呼吸器を夜だけでなく常に付けていなければならない、というのが現実だっ

た。コンパクトな人工呼吸器だが、それでも常に付けることには抵抗がある。それに加え、なに

より寝たきりになるのが一番嫌だった。自分も同じようなことになるのが嫌で仕方なくて、毎日

未来の自分のことを考えるようになった。

　私は鈴木先生のことを思い出した。鈴木先生が積極的に、私に楽しいことを教えてくれたり、

楽しいことを企画してくれていたことを思い出した。鈴木先生は、私の病気のことを理解してい

て、病気が進行して動けなくなってしまう前に、少しでも楽しい思い出を作ってほしくて、様々

なことをしてくれていたのだ。鈴木先生は、「悔いのないように生きていてほしい」と言ってい

た。鈴木先生のありがたみを感じた。鈴木先生のその気持ちを考えると、まだまだ諦めて悲嘆し

ているわけにはいかないと思った。だが、その時の私にはまだ一歩を踏み出す勇気がなかった。

退院のことを、医師や看護師と話すことがあった。私は、今までとは異なって、気管切開してい

て吸引もするようになり、人工呼吸器も付けるようになったけれども、家に戻って生活をするこ

とに大きな不安があった。それ故、柏崎の病院にずっといてもいいやと思うようになっていた。

そんな時母から「病院にずっといても楽しいの？」と言われた。その言葉が私の中で響いた。確

かに、病院にずっといてもだらだらと日々を過ごすだけだし、何も成せることはない。自分に、

そんな人生でいいのかと問いかけた。その結果「こんなところで、終わるわけにはいかない。」

そう思い、新潟に戻ることを決めた。

　その後は、病院にいる相談員の方や新潟市社会福祉協議会の相談員の方に家での生活のことを

相談し、ヘルパーさんを利用したり、訪問入浴を利用できるようにしてもらった。私は柏崎での

入院生活から、DMDを受け入れることができた。目を背けたくなる現実もあったが、それでも

悔いなく生きてやるという気持ちになった。柏崎に行っていなかったら、現実を知った上で

DMDを受け入れることは出来なかったはずだ。試練の入院生活だったが、得たものは大きかっ

たし、成長できた。

　新潟に戻り、春からまた特別支援学校に通えることになった。２回目の高校３年生だ。留年す

るというのは、特別支援学校ではありえないことだったのだが、鈴木先生と校長先生が大学への

進学のためにと、助けてくださり留年することができた。鈴木先生と校長先生がいてくれたから

こそのことだ。お二人には本当に感謝している。学校が始まってからは、鈴木先生の悔いなく生

きてほしいという気持ちに応え、とにかく楽しく生きていこうと決心した。移動支援を使って、

今まで行くことがなかった場所にも積極的に足を運んだり、鈴木先生とバンドのライブに一緒に

行くようにもなった。ほとんど毎週遊びに出掛けるようにもなり、友人たちと楽しく過ごし、再

び私の輝く日々が始まった。私は今、大学に通っている。付き添いの治さんや友人たちと出会
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い、まだまだ自分には可能性があることを実感している。私は今後、DMDでも健常者の人と同

じように可能性は広がっているということを、私自身の存在で証明していきたい。また、DMD

のことを少しでも多くの人に伝えて、理解してもらえるようになりたい。

　最後に、この文章を読んでくださった皆さんの心の片隅でもいいので、DMDの人がこの世界

にいることを心に留めていて欲しい。そして、これから先、もし皆さんが、DMDや、それ以外

の病気で思い悩み、人生を悲観している人と出会う機会があった時、悔いなく生きること、病気

があっても可能性は広がっていることを伝えてあげて下さい。私に希望を与えてくれた母や鈴木

先生のように、今度は皆さんが希望を与える人となって下さい。

		(指導教員　安井　豊子)
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