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Recovery Support Center

リ カ バ リ ー・サ ポ ー ト・セ ン タ ー 便 り

あのロッキード事件の鬼検事、堀�

田力さんが福祉畑に大転換して 15 

年。今は全国 2000 の NPO 団体を

支援する「さわやか福祉財団」理

事長。被害者の心情、支える団体

の大事さ。RSC 木村晋介理事長と

の本音対談 100 分です。

木村理事長―私たちＲＳＣの活動

は、この10年でのべ1700人程の

方々を検診しケアしてきました。

�　しかし地下鉄・松本両サリン事

件の被害者は全部で6000人。そ

の数パーセントの人のケアに過

ぎません。何故こんな変形なケ

アだったのか。それは事件が起

きた直後の国の初動のまずさで

す。しかも国は当時から今に至

るまでケアは一切していない。

�堀田理事長― サリン事件への対応

は、官邸サイドと総理大臣の責

任です。当時被害者への救済は

役所としての管轄が不明な為各

省庁とも及び腰だった。だから

これ程の事件では官邸と総理が

動かないとシステムが機能しな

い。まさに国の力で動けば、被

害者はこれ程までの苦難の道を

歩まなくて済んだはずでした。

木村―国の初動の無策は、被害者

への無治療になり、人々の失望

に変った。“私達は国や社会か

ら捨てられた”という思いは、

身体や心の傷を癒せない中で放

置されていったわけです。

�堀田―事件や事故から立ち直るに

は長い時間が必要です。自然災

害死の家族でも絶望からやがて

現実を受け止める「受容」まで

に３～５年。ましてサリンのよ

うな理不尽な事件ではもっと長

い時間がかかるんです。

木村―事件当初から本格的な取り

組みがあれば、後遺症のケアの

仕方も変っていたし、我々も違

う動き方があったと思います。

堀田―いや、事件当初からケアに

動いてメッセージを送り続けて

来たことは、被害者の方々の立

ち直りにどれだけ有効だったか。

その行為がまさに必要なんです。

木村―自己責任と社会的責任の区

分けが明確なんでしょうね。

�堀田―日本はその点が非常に曖昧

で、事件や事故の賠償は“加害

者がやるべきだ”などという理

屈 の 通 ら な い こ と を い う 。      

しかも国がケチです。つまらな

い所にお金を出していながら大

事な賠償はやらない。そんな国

の欠点を補う活動は、大変くや

しい所があるでしょうね。

�木村―保障制度が少しは整ってい

るのが交通労災事件の判断だけ

です。一般犯罪やサリン事件は

ほとんど運が悪かった。お気の

毒様でオシマイなんです。

�堀田―国にとって一番大事なこと

は、国民を守るという事です。

国民１人１人の力で解決不能の

事柄は国が代って行動し人々を

守るべきなんです。これは世界

共通の鉄則です。しかしこの基

本のルールを国が行わなければ、

被害者は決して納得しないでし

ょう。また被害者の隣にいる一

般の人々もきっと不安になるで

しょうね。これが私達の国の対

応なのか、とね。

�木村―明日は我が身ですからね。

木村―例えばアメリカで起きた９・

11テロならば、3000人の死亡

者への保障が1人平均２億円、怪

我人1人当り4 0 0 0 万円を国が

出しています。日本の場合、犯

罪被害死亡者に200～300万円、後

遺症を抱えている人には10万円

程度の見舞い金。差は歴然です。

堀田―本来アメリカは個人の自立

を重んじる国なので、福祉には

厳しいんです。一方で個人の力

では解決不可能な事態だと国が

国民を守るのは当然の事「国の

責任だ」となるんですね。

放置された被害者

�国は国民を守るべき

R・S・C 木村晋介 理事長 さわやか福祉財団 堀田 力 理事長

ボランティアだから人に温かいケアができるボランティアだから人に温かいケアができる
～ 特別対談  堀田力氏・木村晋介氏 ～
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�堀田―今回のオウム裁判でも被害

者保護や保障はまるで念頭にな

いですね。被害者の方々にどう

納得してもうらうかという考えは。

�木村―それ（刑事裁判）とこれ（民

事の被害者賠償）とは別と。

�堀田―これだけの事件だから国が

賠償義務を認定すべきでしょう。

加害者（オウム）がお金を払う

までは国が肩代りして払うべき

だし、被告側が払えないのなら

国の責任。そういう被害者優先

の仕組みを作らないと人々は国

に失望感と不安感を持ちます。

�木村―フランスなどでは刑事と民

事を一緒にやってかえって被害

者の利益になっていますよね。

�堀田―検事の時代には当事者に話

を聞いているので被害者の為に

行っているという気持はありま

した。今考えるともっと真剣に

被害者御自身の思いを汲みとる

必要があった。（法務省）刑事

局にいた時から“被害者本意”を

もっと強く押し進めるべきだっ

た。これは今でも悔いが残って

いますね。

�木村―弁護士の世界でも、やっと

被害者の方々に目が向き始めた。

昔は国や国家権力に立ち向って

無罪判決をいくつ取ったかが勲

章でした。今はやっと被害者へ

の配慮が考えられてきました。

�堀田―これからは被害者の辛く苦

しい思いをどこまで裁判制度の

中に反映できるのか。裁判員制

度だけでなく、まだまだ改善の

余地はありますね。
 1934年京都府生まれ。京都大学法

学部卒業後、1961年に検事任官。

1976年に東京地検特捜部検事（ロ

ッキード事件担当）1991年退職し

「さわやか福祉推進センター」を

開設。(現「さわやか福祉財団」)

�著書に「おごるな上司！」「壁を

破って進め」「中年よ大志を抱け」

「少年魂」など多数。

�堀田力氏の経歴

被害者本意に

ケアは市民の心です
検診は心のサービス

堀田―賠償というと「お金」だけ

を考えますが、それは間違いで

すね。お金よりもサービスの現

物支給が一番大事なんです。例

えばＰＴＳＤのケアは会社や周

囲の目に付かない所で心をこめ

た問診が最も必要なんです。心

の傷はお金では癒せませんから。

�木村―心のケアはお医者さんや専

門家だけでは充分ではない。

�堀田―ＰＴＳＤを軽減する精神科

医や専門家の人達はいます。し

かしそれらの人は薬やテクニッ

クで悩みを軽くは出来ても、被

害者の心を開く事は出来にくい。

心の傷を治せるのは、ご本人と

その人に寄り添える思いのある

人なんです。だから時には普通

の人の方が役立つんです。医者

や専門家の治療よりも、隣人が

時間をかけて話を聞いてあげる

方が人の心は開かれるんですね。

�木村―キメの細かいケアは専門家

のテクニックを越える？

�堀田―どれだけ悩める人の心を受

け止められるかによりますけど。

�木村―そういうケアは行政には出

来ないでしょうね。マニュアル

通りには行かないので。

�堀田―人の悩みも心の動きも千差

万別ですし、変化しますからね。

そういう心の動きに有効なのは

手を握ってあげることや、心か

ら包み込んであげること。専門

家より素人の隣人の方がやれる

と思いませんか？

�木村―そう。医者や弁護士は職業

上仕事の為に必要なデータを被

害者から手際よく取ることを優

先してしまうんですね。ついつい。

�堀田―その立場を超えないと被害

者の心は救えないと思いますね。

被害者の心の支えは、被害者に

心から向き合う人の魂だと思い

ますね。

木村―本物のボランタリーでない

と出来ないですね。

堀田―ＲＳＣで毎年行っている秋

の検診は医療面での充実よりも

実は心のサービスという側面の

方が大変大きいと思いますね。

しかもその方が大事なんです。

会場はいつもボランティアの人

が支えているという現実ですね。

被害者の人たちからみれば“や

っと信じるにたりる人々がいた”

という。これは大きい事ですよ。

�木村―検診に来られた方が『年に

一回ここでは心おきなくサリン

事件の話ができるんです』と言

う方が増えているんです。

�堀田―それは検診に来られた方々

が事件を含めて自分の人生を受

け入れ始めている。つまり「受容」

の段階までになられた。人を信

じることができている証拠です。

�木村―私たちは毎年検診会場を作

って協力して下さる人々を募っ

て試行錯誤でやっているだけな

んですけれど。

�堀田―サリンの被害者の人たちは

あの日から今日までを忘れたい。

けれど忘れられないからよけい

に辛いんですよ。この心の苦し

みからいかに早く立ち直っても

らうか。それは自分が背負わさ

れた理不尽な事実を受け入れる

ことからスタートするのです。

その為には安心して話を聞いて

もらえ、何のわだかまりもなく

話せる場所の共有が医療を越え

たケアの場面になるんでしょうね。

秋の検診が交流の一歩です
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�堀田―被害者の人々に信頼される

場が作れているとしたら、次の

ステップは被害者同士が話せる

場があるといいですね。

�木村―話し合いの場を提供するの

はタイミングが難しいですね。

�堀田―そう、様々なレベルの悩み

を複雑に抱えておられる。人に

語れない苦悩を持った人は語り

合う場に参加しても初めから喋

れはしません。それでも、他の

人の思いや悩みを聞く事が大事

なんです。そこで初めて他の人

も同じ悩みを持っていることが

判って安心するんです。“自分一

人だけじゃないんだ”ってね。

�木村―検診会場の中に「談話室」

を設けてみたんです。検診が終

ったらお茶でもどうぞ、という

軽いお誘いで。結果は大好評で

して、さしずめ10年間の後遺症

との苦労話。初対面の方同士で

も後遺症という共通の悩みで話

が弾むんですね。

�堀田―やはり当時者同士ですからね。

同じ体験を他人から聞くことで

安心するんです。

�木村―たまには輪に加わっていて

も喋らない方もいますけど。

�堀田―でも喋らなくても帰らない

でしょう？そういう方は？

�木村―そう、他の人の話を聞かれ

ていましたね。

�堀田―それが第一歩なんです、自

分の積み重ねた人生と今の現実

を受け止めることの。時がくれ

ばそういう方も語られるように

なりますよ。やはり「談話室」が出

来たことが素晴らしいですね。

木村―被害者の方々が語り合う場

は、事件から10年目の３月のウ

ォーキングが始まりなんです。

その前年の検診会場で被害者の

方々から「10年目の事件の日に

は地下鉄の各駅に献花を捧げた

い」という声が多く寄せられま

してね。それなら皆で歩いて励

ましあってやってみようよ、と

いうプランができた。

�堀田―多分皆さん、勇気がいった

と思いますね。呼びかける方も

参加される方も。

�木村―当日は55人も被害者とご家

族が集ってくれて、ケアのドク

ターやボランタリーを合わせる

と110人の大集団で小伝馬町か

ら築地まで歩きました。寒い日

だったけれど一人のギブアップ

もなく各駅で献花して、歩きな

がら様々なことを語られて。そ

の日まで生きていることを実感

されたり、お互いに勇気をもら

ったんだと思いましたね。

堀田―被害に遭われた方々は、自

分の重荷に耐えて行くことだけ

で精一杯ですからね。だから自

分達で語らう場を作るなどの余

裕は無いんです。そういうキッ

カケをボランティアが作ってお

手伝いしていくことが、とても

重要な事になるんですね。

�木村―被害者の方々がお互いに話

し合ったり交流していく事に10

年の時間が掛りました。事件の

特殊性からか、検診会場で名前

を呼ばれることにも拒否反応で

したし、ましてや話し合うなん

てとんでもない、という雰囲気

でした。10年経った頃から少し

ずつ会話がほぐれて来た。でも

私たちが連絡できる人は1600人

程。それ以外の人でいまだに苦

しんでいる人がいる筈です。

�堀田―大事なのは、いまだに連絡

先不明で苦しんでいる人への窓

口をいつでも開けておく事でし

ょうね。その為には継続するこ

とと我慢強さが必要ですね。

�木村―世の中の流れが早いので、

サリン事件すら風化しつつあり

ますからね。

�堀田―法律の面で言うと被害者に

とって一番問題があるのが時効�

ですね。被害者が身体的に苦し

んでいたり、精神的に絶望して

いる時に損害賠償の訴訟なんて

起こす気になれないじゃないで

すか。ようやく心身が立ち直り

始めて周囲に気持ちが向いた時

には、すでに請求の期間切れに

なっている。これ程残酷な被害

者無視はないですね。本来なら

被害者が行動できる時まで待っ

てあげるべきなんですね。

�木村―私達の名簿の1600人のうち

検診の来診者は毎年150人程。

症状のアンケートを見ると、い

まだに後遺症を残しながら、検

診に不参加の方も多いんです。

そういう方も来て欲しいですね。

�堀田―まだまだＲＳＣにつながれ

ない方がいるからこそ、これか

らの活動が大事になるんですね。

「談話室」の効用 始まりはウォーキングから

まだまだ途中

これからをどうする

10～11年目検診の会場に設けられた

ウォーキングの交流が出発点だった

�木村―ＲＳＣの活動が次のステッ

プに行く為には、様々のＮＰＯ

団体とネットワーク作りが必要

だと思っているんです。またサ

リンの後遺症以外の方々のケア

も増えていますし、負の遺産か

ら学ぶべき情報を決して無駄に

しない為にも。�
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堀田―NＰＯ組織がネットワーク

を組むことでのメリットは４段

階あります。

�第１は情報の共有化。同じ苦労

や問題を抱えていれば、お互い

の情報を知ることで苦労は半減

します。

�第２段階では一緒に事業を興す

ことで両者に利益が生れます。

�第３にはその動きの中から連携

と分担が出来始めます。

継続は力

堀田―お医者さんでも志の高い人

はおられますよ。人の悲しみや

苦しみを軽くしてあげたい、と

いう思いがケアの原点ですから。

�木村―様々な人に手助けしていた

だいて、そのエネルギーを被害

者の方々に手渡しして行く。で

も実は私たちが被害者の方々か

ら力をもらっているんですね。

感謝されると勇気百倍ですから。

堀田―人に「ありがとう」と言わ

れること、これ程嬉しいものは

ないですね。それが明日の糧に

なるし世の中を動かす力になる。

そう信じて続けていくことです

ね。                      －了－

そして第４段階でひとつの組織

体になれる。そこまで力がつけ�

ば、行政を巻き込んで社会全体

に影響を及ぼす仕事が出来ます。

サリン事件や災害救済などは本

来行政がするべき事ですからね。

�木村―ただ一方で今のＮＰＯは何

となく縄張り意識があって･･･。

�堀田―それがＮＰＯの未成熟なと

ころですね。ほとんどの組織が

個人のリーダーシップで動いて

いる。だから“私が一番”とい

う意識が強い。それで人と組む

のを嫌がるんです。これはボラ

ンティア同士の「カベ」ですね。

�木村―昔の組織は政党別のイデオロ

ギーで分かれていた。今はリー

ダーの個性で成り立つ。でもお

互いを認めあうことが苦手ですね。

堀田―人間関係が希薄なので交流

下手になっているんですね。他

の組織といい関係を作る方法は

ね、名を捨てて実をとることで

すね。評価は自分で行うものじ

ゃなくて他人がするものですよ。

木村―ＲＳＣは以前厚労省や都に

無視されましたが、検診のデー

タなどで実績を作ったら、行政

も少しずつ動き始めた。労災の

ケア制度の手帳交付などで。ま

さに継続が力ですね。あとはお

金の苦労がありますが･･･。

�堀田―いやいや、これでお金が潤

い過ぎたら腐ります。お金が目

当ての人が群がるし、組織内の

人もアッという間にタルむ。

�木村―逆にボランティアはお金を

受け取ってはならない、という

風潮が変にありますよね。

�堀田―それも未成熟で幼い考えで

すね。人が係って動けばお金は

必要になります。ただしボラン

ティアが利益追従になったらオ

シマイ。志が消えます。志とお

金は決して両立しないんです。

�木村―ＲＳＣには不思議がふたつ

あります。ひとつはお金が底を

つくと寄付などで必ず救われる。

もうひとつは人材に恵まれてい

ます。事件当初から被害者の方々

に係って下さった医師や専門家

が広く参加されている。これは

貴重な財産だと思いますね。

会員ご加入とご寄付のお願い
リカバリー・サポート・センターへご支援を!!

年会費：正会員…1万円  準会員…5千円

寄付金：金額は問いません

●三井住友銀行新宿通支店

口座(普通)番号7232785

名称 トクヒ)リカバリー・サポート・センター

●郵便局

口座番号 00130-8-70226

名称 リカバリー・サポート・センター

振込み金融機関

TEL 03-5919-0878 FAX 03-5919-0876
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10 ～ 11 年目 検診報告

毎年秋の検診は今回も３会場。

受診者は男性71名、女性62名の合

計１３３名でした。特筆すべきは

血液、心電図等の検査を受けた方

が132名。うち異常なしは82名、

残り50名が医師からの助言（37.8％）

がありました。助言の内容は加齢

等も含めた生活習慣病の様です。�

05年の検診で驚く事がありました。

それは初受診者が19名（全体の14

％）来られました。これは体調の

不具合を抱えている多くの人が、

ようやく検診を受けるまでの状態

になった、と考えるべきか、又は

まだまだ私達の調査や情報が行き

渡っていないと反省すべきか。

�ただ、受診された方々が皆喜ん

で帰られる様子にホッとします。

下の表を見るかぎり、被害者の

方々の症状は和らいでいません。

総体で見れば各症状とも“横ばい”

状態。「後遺症？ええ、もう何年

も私の体の中に『同居』していま

すよ。居心地がいいのかね、少し

も出て行ってくれんのよ」とＡさ

んは笑いながら付け加えました。

�「でも同居者が痛いのよ、ビリ！

っとね。これたまらんですよ」

今回から被害者の方々が語り合

い交流する場として「談話室」を

設けました。最初は初対面の為か

会話が途切れがちだった方々も、

少しずつ雰囲気に和んでいきまし

た。特に後遺症の不具合さにはお

互いの症状を語り合い、自分なり

の克服手段などの情報交換を伝え�

合う場となりました。

サリン被害者の方々は当初はご

自分の名前を知られる事に抵抗

感を持たれていました。事件の

性格上、また病院や職場で理解

されない事で不信感や恐怖感等

があった為、被害者の方々同士

で話す場は作れませんでした。

�事件から10年以上経て、よう

やく語り合える時期が来たのか

もしれません。

しかし一方、症状アンケート

の「現場に近づけない」という

項目では、検診参加者の方々と

約同数の不参加者の方々が「は

い」と答えられています。

�10年以上経ってもＰＴＳＤ的

症状で悩んでおられる方が多い

事実（参加者28％、不参加者29

％）を重く受け止めています。

心の傷はケアを行えば少しずつ

薄れていきます。検診からのケ

アはこれからも続きます。

『10～11年目検診』は越谷（10/15）

足立（10/22～23）新宿（11/5～6）

の三会場で延べ135名の方々にご

協力いただきました。

�　団体でのご協力は

�聖路加国際病院医師、大学院生。

日本医科大学公衆衛生学教室、病院

スタッフ。東京医科大学看護専門

学校教師（看護師）学生。明治学

院大学大学院生。上智大学臨床心

理学研究室卒業生。ＮＣＣＰカウ

セリングカレッジ卒業生。産業労

働研究所スタッフなどです。

　検診スタッフ　（敬称略）

�＜問診＞　大竹千鶴、小山達也、

坂下園実、関口裕美、高橋美香子、

高橋佳子、中島民子、日比野由紀

藤井靖子、松永京子、八幡曜子、

�＜心の相談他＞大久保善朗、山田

いづみ、石松伸一

�＜身体問診＞南正康

�＜検査＞勝又聖夫、伊藤博子、伊

藤亜里、鎌田陽子、姜由林、宗方

祐美子、服部陽子

�＜採血・誘導＞板橋和子、成田み

ゆき、守屋みゆき、天野雅美、山

本君子、山田雅子

�＜誘導＞佐々木惠、土屋洋子、岩

倉なつみ、齊藤由華子、和島香織、

石黒優子、大塚華絵、大濱奈緒美、

鈴木那那、阿藤美奈子、渡辺知子、

神河朝子、山本智加、川瀬麻里子、

井坂知美、植田梨絵

�＜調査＞八幡憲明

�＜眼科検査受付＞山城洋子

�＜受付・事務局＞下村健一、山口

秀一、青田泉、加藤恭子、山城亜

希子、内藤昌彦、磯貝陽悟

後遺症は減少されず

症状に応じた項目に

検診に協力して頂いた方々

10 ～ 11 年目 検診報告10 ～ 11 年目 検診報告
自覚症状は消えずに『同居』しています自覚症状は消えずに『同居』しています

各症状の主な訴え

�  身体症状　　　　   （05年）（04年）

�体が疲れやすい・・・ 55.5％　56.3％

�体がだるい　　・・・ 49.2％　43.4％

�頭痛がする　　・・・ 43.4％　44.7％

�風邪を引きやすい・・ 25.8％　23.9％

�心臓の動悸　　・・・ 19.1％　18.0％

�
  眼科症状

�目が疲れやすい・・・ 75.1％　75.4％

�目がかすむ　　・・・ 56.0％　56.0％

�焦点が合わない・・・ 49.6％　52.7％

�遠くが見えにくい・・ 47.8％　49.5％

�
  精神的症状

�体が緊張（肩こり他） 39.2％　37.4％

�忘れっぽくなった・・ 39.3％　40.0％

�気力がなくなった・・ 37.6％　36.0％

�事件の事は避ける・・ 25.6％　26.0％

�眠れない（浅眠他）・ 26.9％　24.3％

�―05年の症状調査総数（有効回答）は

　335名、04年は326名です―

10～11年目の検診協力者の方々 (越谷)
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事件から11年目の３月18日土曜日。

今年のウォーキングは森林浴を兼

ねて、新宿御苑内の周回コース約

４キロを歩きました。

�「今年は事件現場から離れてもい

いんじゃないかな。緑が一杯あっ

て春の日をゆっくり浴びられるコ

ースを考えて下さいよ」とＡさん。

昨年の「10～11年目検診」での雑

談でこれらの声が寄せられました。

そこで都内数コースの下見の結

果、選んだのが新宿御苑内を周る

コース。RSCの事務所から徒歩３

分の所にこんなに緑があって静か

な場所があったとは･･･。

�午前11時、新宿駅南口の集合場

所に来た人達は、皆笑顔でした。

総勢38名。今年のウォーキングは

交通整理の巡査も救急車の待機も

無く、ましてマスメディアの取材

も一切ない心から開放されたひと

時でした。

�入苑料200円。これはＲＳＣが負

担しました。参加者のお１人が障

害者手帳持参の為、補助者１人を

含めて２名分が無料になって、全

員で大喜び、「都もたまにはいい

事しているじゃん！」と大笑い。

江戸時代には内藤家の所有地だ

った御苑には、水仙や梅が咲き乱

れメジロやホウジロの鳴く声まで

聞こえる中をゆっくり歩きます。

�苑の中央にはもう早咲きの桜が

満開で私達を迎えてくれました。

一周４キロ、都会で味わえる自然

のやさしさを満喫した半日でした。

「貼るカイロや衛生ティッシュな

どの心暖まる配慮に感謝です。

鳥や草木に詳しい方のお話を聞

きながら、本当に有意義な時間

でした。」

�「再会し、お互いの無事を確認出

来て嬉しいかぎりです」

�「参加する前は少しためらいまし

たが、何人もの方と話が出来て

大変楽しく過ごせました。」

植物観賞とお花見と

参加された方の感想です

さらに科学的精査を

新項目を導入

～ 今年からの検診 ～
ＭＲＩ検査 報告

メモリアルウォーキングから 1 年メモリアルウォーキングから 1 年

新宿御苑の森林浴ウォーキングを満喫!!新宿御苑の森林浴ウォーキングを満喫!!

早咲桜に迎えられたウォーキング

結果が待たれるＭＲＩ他の検査

＜　報　　　告　＞

御苑ウォーキングの２日後の３

月20日、事件から11年目の地下鉄

各駅を被害者の有志の方々と献花

に伺い、犠牲になられた方々の魂

に心安らかにと合掌しました。

２年間に亘って行われたＭＲＩ

他の脳機能検査は当初予定の50名

に達しました。遠い所をかけつけ

て下さった皆さんと場所や機器を

無償提供して下さった千葉県東金

市の医療法人静和会・浅井病院に

心から感謝いたします。

今年の検診では初めて「アロマ

テラピー」でのハンドマッサージ

を実施します。アロマの快い自然

療法で皆様の体の不調や心の不安

等が少しずつでも軽減していけれ

ばと思います。

�協力してくださるのは日赤医療

センター等で実績を挙げている長

谷川記子氏とそのチームです。

�「心の傷、体調の不具合は臨床医

学ではなかなか治す事が出来ませ

ん。アロマテラピーはマッサージ

ケアをすることで心を開放してい

ただくケアです。少しでもお役に

立てればと思っています」（長谷

川氏）まずは検診会場で希望者に

マッサージを（手のみ）行います。

他人にやっていただくのがマッ

サージの基本ですので、ご家族で

の参加は大歓迎です。

�

検診会場で南正康医師からＭＲ

Ｉ検査を勧められた方は今回でも

51名。検査全体を統括する大久保

善朗医師（日本医科大学教授）が

第二次検査に選んだ方が23名。う

ち21名が受診されました。ＭＲＩ

検査を何故行うのか、大久保善朗

医師は当初から言われています。

「ＰＴＳＤが全ての原因というこ

とでは解明出来ない。それが体の

不調です。それには脳の機能を調

べる必要がある」と。

�今回検査対象になった方々はＰ

ＴＳＤ的症状は比較的軽いけれど、

頭痛や手足のしびれ、目の疲れ等

を訴えている方々です。

その結果は？･･･。

�「結果発表はもう少し時間を下さい。

さらに科学的な精査と検証が必要

になっています」（大久保医師）

�初めての日米共同調査で皆様に

記入していただいたデータも加味

し、米国軍人の発症ケースとの比

較検討も必要事項のようです。

�サリン被害者の脳内機能での共通

の動きやダメージがやがて明らか

になる日が来ると思います。
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�秋の検診後、目の不具合を訴え

る人を毎年診続けている井上眼科

クリニックの若倉雅登院長。その

数およそ300人。目の異常は生活

や精神面でどの位影響があるのか。

治る可能性はあるのか。不具合を

抱えながらの日常では何を心がけ

る必要があるのか。語っていただ

きました。

検出不能の後遺症 医師の同意がケアになる

１人１人への対応

―目の異常の訴えは５年前から、

80％の人がおかしいと。

�若倉―訴えが多いのには驚きました。

サリンの患者さんを診ると今ま

での眼科医の言う「目の病を治

す」というレベルではない。違

う問題があるんですね。

�―本来なら研究や調査の対象とし

て取り組むべきでは？

�若倉―私ら医者は病気は治せても

中毒や環境因子からの体の変化

は知識もデータも無いし、検出

する機械も無い。それが現状で

す。だから現在サリン中毒への

研究も調査もされていません。

�―その中で唯一若倉先生が診療に

応じて下さったのは何故？

�若倉―あの日強い化学物質を浴び

た体はどこが変調しても不思議

ではない。感覚器でも自律神経

でもホルモン系の異変でも。人

間の体は私ら医者の知らない事

だらけなんです。

サリン事件以降急に目がおかし

くなったという訴えは決してウ

ソではないんです。だって体の

異変は患者さんが最もよく知っ

ているから。

�―どういう訴えが多いですか？

若倉―目が「疲れる」「焦点が合

わない」など様々ですね。この

不具合の原因はサリンではとい

う不安感を持っている。でもこ

の不具合は手術をしたり注射し

たりという治療では治らないし、

医者の持っている検査機では検

出されない微妙さなんです。

�―サリン被害者は眼科に行っても「正

常です」と追いかえされてお医

者さんに不信感持った人が多い

んです。誰も判ってくれないこ

とでさらに不安になって。

若倉―周囲の人に訴えれば「なま

け病か？」と言われてよけいに

落ち込んで。次には不具合を訴

えずに我慢をしてさらに精神的

に不安定になっていく。

�―�ある被害者の方は「実はサリン

の被害に遭って」と切り出した

らお医者さんに笑われて「関係

ありません」と言われたと。

�若倉―「関係ない」と言うのは医

者の傲慢ですね。だって関係な

いことをどうやって証明するん

ですか。そのドクターは化学物

質の知識が無さ過ぎますね。

�―若倉先生の検査にはほとんどの

被害者の方が喜んでいます。検

査後のＲＳＣに寄せられるアン

ケートにも書かれています。

�若倉―先程も言ったように医学的

治療は出来ていません。でもそ

の患者さんと一緒に「そうだろ

うね」と会話をするんですね。

すると患者さんは半分安心をし

て「先生今のところ方法はない

んですよね」と言って帰られる。

「いつでもいらっしゃい」と私

らが言うと急に安心した顔にな

る。これも治療であってケアな

のかなと思っているんですがね。

�―サリン被害者の目の症状は今後

どの様になると思われますか？

�若倉―加齢で徐々に悪化すること

は考えられます。ただ10年以上

経て症状の無い人には急激な発

症はないでしょう。だけど不具

合は減らないと思いますよ。

�―事件での心の傷が目に影響して

いることはありますか？

�若倉―それは大きく影響しています。

まず事件の時に最初に症状を訴

えたのは目でしょう？痛いとか

急に暗くなったとか。目の記憶

は皆持っている。フラッシュバ

ックでも目の症状を思い出しな

がら心の傷に向かうんです。だ

からＰＴＳＤの為のケアを行え

ば、目の変調や不具合も少しず

つ軽減されることもあります。

但しこれは個人差がありますね。

�―症状に個人差があるんですか？

�若倉―勿論。１人１人の症状を『サ

リンの健康障害』などの文字で

くくったらいけません。個々の

ＡさんＢさんの症状として捕ら

えないとね。何故かと言えば、

本当に皆症状の出方が違うから

です。それは１人１人の性格や

目の屈折度や老化のスピードも

精神的症状の軽重も違う。だか

ら１人１人の対応をしないとい

けない。それは大変でしょうと

言われるけれど、それが治療の

為の本当の対応だと思いますね。

�―本来は問診で対応する事ですか？

�若倉―そう。でも眼科は問診より

も目を診て判る事が多いんです。

患者の訴えの前に診断がつく   

「医者は謙虚に」の若倉雅登院長

「目の後遺症と共存する方法」「目の後遺症と共存する方法」
～ 井上眼科クリニック 若倉雅登 院長 ～
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医者が患者に学ぶ?

編集後記

新しい選択肢を

不具合との共生を
ケースが多い。

�だからサリン後遺症のような健

康障害的訴えが苦手なんですね。

若倉―この頃は医学の教科書にな

い症状がたくさん出てきていま

す。化学物質からの症状に加え

て薬の投与なども複合的に影響

していますし判らない病気が多

すぎます。本当は早急に調べて

いかないといけないんですが･･･。

�―それらの病状にはどう対応を？

�若倉―病気や症状の訴えは関係な

いと一蹴せずに『疑わしきは罰

する』の考えが必要です。

�医者って実は身勝手なんですよ。

自分がわからない事は目を瞑っ

てしまう。新しい事へ対応する

考えが湧かないのだと思います。

特に若い医師には実感がないの

でしょう、目がショボつくなん

て症状は。私ぐらいの歳になる

と患者さんの不具合に似た体験

をしているので判るんです。

�これからは、患者さんの訴えを

判ってあげる為の教科書を作ら

ないといけないですね。

�その為には医者が患者さんから

教わったり学んだりしないとい

けないでしょうね。

�―お医者さんが患者の症状に対応

出来なくなっているんですか？

�若倉―そう。全ての医師という訳

ではないですが。患者さんの訴

えが判らないと門前払いのケー

スは多いですよ。でもそれなど

はまだいい方で、ひどい医師に

なると精神病扱いにしたり薬漬

けにしてしまう。その方が治療

も楽だし利益も上がるので。そ

ういう状態で私の所に来る人が

沢山いるから、困るんですね。

若倉―近年になって特に新しい症

状の病気、元来ならその年齢で

は起こりえない病気が出ています。

�１例を挙げれば虚血性視神経症。

これは目に起こる脳梗塞状態で

血管が詰まり視野が落ちる。こ

れは今まで60歳以上の人に発症

していたのが40歳の人が発病し

た。しかも原因は家の新築や会

社の改装。両方とも建材の化学

物質からでした。つまり今まで

の常識のケースでは対応出来な

い症状が多発しています。

�―どうすればいいと？

�若倉―今までの臨床の図式からの

診療でなく、個々の個体差やデ

ータを積み重ねながら患者さん

と対話をして行く。その中で多

少カウセリング的な要素を入れ

た医療面接ですかね。つまり新

しいタイプの方法を取り入れる

べき時期に来ています。本来こ

れは、昔は保健所が行って来た

事なんですが･･･。その機能が急

速に薄れていますので。

台風、甲子園、停電、靖国と短

い夏が駆け抜けて行きます。

秋の検診お知らせ用紙と一緒に

お手元に届いた木の根5月号に“あ

れ?”と思われましたか?

そう、今号から横罫に一新です。

読み易く、鮮明印刷で、内容充実

と欲張った今号に力が入りました。

堀田氏は“カミソリ検事”通り

の本音を吐露する発言の数々。で

も反面では“仏の堀田”の通り、

弱い立場の人にとても優しい人で、

安心できる人柄でした。

若倉院長は率直で柔軟、本当に

信頼出来る人です。ＲＳＣは様々

の分野の方から注目され支援され

ている事を実感した対談でした。

堀田・若倉両氏の対談中で、同

じ内容の提案がありました。

それは「今後のＲＳＣの活動を

支えるのは被害者の人達です。次

の時期は被害者の方々を中心にし

た語り合いの場を考える頃では?」と。

両氏の御提案を受け止め、次の

活動を検討中です。

来春には、ウォーキングと事件

記念日の献花に加えて「交流会」

を考えていくつもりです。

この会の内容や進行の御意見を

皆様からお待ちしています。

検診会場の「談話室」から発展し

た「交流会」ならお互いの辛さを分

かり合い、やがては励まし合う「場」

が作れるのではないかと思ってい

ます。乞う御期待です。        � (Y)

―後遺症がきわめて治りにくいの

なら、どう生活する事がいいの

でしょうか。

�若倉―こう考えたらどうでしょう。

人は歳を経るとシワもふえるし

頭も禿たり白髪になり記憶も悪

くなる。その体の変化は誰でも

少しずつ認めていきますよね。

それと同じ様には語れないけれ

ど、目の疲れや手足のしびれや

頭痛は我慢ならない程悔しいけ

れど、一方で自分が生きている

証拠、歳と共に体が変化して行

く事が10年前に起こってしまっ

たと思って、ある程度受け入れ

てしまう。

�まずは不具合を認めて一緒に暮

らしているんだと思うと、治り

はしないけど多少軽くなる場合

があります。私の患者さんの中

での実例はたくさんありますよ。

生きているから出る不具合なん

です。だから腹をくくっちゃう

と、痛みや疲れが少し薄れる。

今後は医者と患者の２人３脚での

生き方相談が大事ですね。－了－

Ｒ・Ｓ・Ｃホームページ

http://www.rsc.or.jp

Ｒ・Ｓ・Ｃメールアドレス

info@rsc.or.jp

活動報告や最新のお知らせを掲載しています

ご意見・メッセージをお寄せ
ください


