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“世界には 2種類の人間しかいない.「 いま認知

症がある人」と「これから認知症になる人」であ

る"

どこで耳にしたのか言い得て妙,印象に残って

いる。「いま認知症がある」美穂さんと,「 これか

ら認知症になる」筆者は,出会って 3年半になる.

これまで,認知症に関する活動をしたり,山登 り

をしたり,喫茶店やファミレスで長話したり,い

ろいろな時間をともにしてきた。話題や楽しみは

そのときによりさまざまで,認知症に関すること

もあれば,そ うでないこともある。なにかと機会

があり,定期的ではないが月に数回は会っている

だろうか.そのようななかで,「認知症とともに,

よりよく生きる」ことを,お互いに模索し合って

きた.

本稿は,2017年 1月 から2月 の間に数回,美
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穂さんと話したときの記録をもとに,「認知症と,

どう付き合うか」「人と, どう付き合うか」とい

う2つの切り口で,美穂さんの「今を生きる」姿

を文字にした.「認知症とともに, よりよく生き

る」ことが夢語りではなく,だれにとっても開か

れた未来となる可能性を感じたからだ.

以下本文は美穂さんの言葉である.できる限り

「暮らしのなかにある一人の人Jの声を伝えられ

るよう,本人の言葉を極力編集せず,個人情報に

配慮し,実名掲載の承諾を得られた人は実名で,

それ以外の人については適宜改変した名前で掲載

した.

刊
認知症と,どう付き合うか

1.自分の道を歩んでいる

病気になって最初のうちは,抵抗してた.で も,

抵抗ばかりしてても仕方ない,こ れからどうすれ

ばいいんだろうと考えて, 自分なりに,できるこ

と, したいことから始めた.こ うして,聞いてく

れる人もいるし.

「病気になって, よかった」とは言いたくない



けど,な ってから,ち ゃんと自分の道を歩んでい

る気がする。結婚して,生活に追われ,子育てに

追われ,も のを考えないようにしていたと,い ま

にして思う.

最近,大学時代の友だちと話す機会があった.

「自分らしく生きたい」と模索 していたあのころ

の気持ちで生きてみようと思った.い ま, 自分が

主体的に考えている実感がある。だから,ち よっ

と楽しいのかもしれない。

2.夢中になれるものがある, ということ

私の場合は,テニスを続けていたのがよかつた.

カラオケでも卓球でも,人それぞれ好きなこと,

したいことに夢中になってるときは,病気のこと

は考えないじゃない。真剣にやりきらて,達成感 ,

爽快感があればそれでいいんじゃないかな だか

ら,ほかの認知症の人にも,「好 きなことがあつ

たらやって」と思う.

診断されて何年かは,認知症のこと抱えながら

テニスクラブに通うことに戸惑つたり,消極的に

なっ.た りもした。でも,私の人生,認知症が四六

時中つきまとっているわけじゃない。テニスに夢

中になる大切な時間は,こ れからも持ち続けたい.

3.こ うなって, こう生きられる

去年あたりまでは本を読めなかった。読んでる

うちから忘れている,それが嫌だつた。最近は寝

る前に30分 くらい,ベ ッドの上で読んでいる。

忘れちゃいけないと思って読むときついけど,

「読んでる瞬問,楽 しければいいや」と思えるよ

うになったからかな。いつとき,読めなかったと

きは寂しかった。本を読めるというのはすごく嬉

しい.

三鷹の先生が説明してくれたように,人それぞ

れ, もともと,知識や能力に違いがある。そうか,

衰えても,落ちるところまで落ちても,でも,生

活できるならそれでいい.人間, どんな能力だっ

て,生きていければいいって思えた瞬間があつた.

「こうなったから嫌だ」ではなく,「 こうなって,

こう生きられる !」 と生きている.

4.英子さんと幸吉さん

英子さんは「治したい,進行させたくない」.

やっていることのすべてが,そのため.ヨ ガに水

泳にストレッチにカラオケ。主婦業は完璧。その

うえ友だちと会って旅行して.それはそれでいい

けど,忙 しすぎて,1日 3時間しか寝られないん

だって.買い物に行くと,ス ーパーの壁にもたれ

て眠ってしまうこともあるって.睡眠不足って,

そもそも病気に関係なく,よ くないよね。

幸吉さんも機能維持のためにストイック.歩 く,

カラオケ, 日記,やることすべて自分に厳しいけ

ど,楽 しんでもいる.歩 きながらコスモスの花の

色を観察したり,洗濯物の干し方が家によって違

うのを発見したり,すごく嬉しそうに話すよね.

自分の生き方として納得してやってる感じ.

英子さんは,納得できないままやっている.ど

れもこれも楽しくないってはつきり言ってたもの.

サプリメントもいつぱい飲んで,身体にいいと聞

いた物は全部食べてるんだって,「 もうちょつと

気持ちに余裕がもてるように,削れるものがあれ

ば削ればいいのに」つて言ったら「削るものがな

い」って言うのよね.結局,彼女は病気が進むの

が怖いから,進行したくないっていう気持ちに追

い詰められるんだろうね_

彼女はがんで亡くなったほうがいいんだって.

がんなら弱った状態で長生きしないじゃない. と

くに膵臓がんがいい,とか言つてた_正直いって,

何かずれてるよね。でも,一生懸命だし,たいへ

んだろうなって思うから「もうちよつと楽になっ

て」って言ったの.根深いなにかがあるのかな.

人それぞれだなって思ってね。「いま,楽 しくな

くてどうする 1」 とは思わないんだろうね。

5.予防

認知症予防って言葉, どこでも聞くよね.だれ

だって, どんな病気だつて,な りたくない。でも,

テレビ,雑誌,地域でやつてる教室,何でも予防,

予防って騒がれてるのを見てると,みんな「なり

たくない」ことに一生懸命なわけで,も う「なっ

ちゃった」人はどうすりゃいいのよ,っ て。「予
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防できなかったから,な っちゃったのね,あ の

人」って思われるわけでしょう?だれもが,な
る可能性がある。ヒトゴトじゃない.そんな言葉

がいくら世間に出回っても,結局ジブンゴトにな

らないじゃない.こ のままじゃ,いつまで経って

も「認知症になってから, どう生きるのか」うて

話はできない気がする.

4人
と,どう付き合うか

1.自分のまわりの人間関係

私が実感できるいちばん身近な社会は, 自分の

まわりの人間関係.それが, よい関係でいられる

ところから始まるんだと思う。私の場合は家族か

な,一緒に暮らしている夫,離れて暮らす娘たち.

一人暮らしの人なら,親 しい友人とか.

自分のまわりに, よい関係がある。よい関係を

もった人たちが,あ ちこちにいて,接点をもって,

ちよっと大きな輸になって, また別のところで接

点ができて,輪が広がって。そんなふうに,点が

つながって,よ い関係が広がれば,結果的に地域 ,

社会はよい関係の人たちの集まりになる。どんな

理想を掲げても,自 分のまわりがよい関係になっ

てなければ意味がない。小さなことかもしれない

けど, 自分のまわりだけでもよい関係をつくって

いこうと思う.

2 夫との関係

1)溝を感じていた

主人との間に,すごい溝を感じてた.主人は,

私が認知症だと認めたくない.認知症のことを話

したくない。でも私は, このさき認知症はどう進

むんだろう,介護が必要になったとき主人が家事

もできなかったら生活はどうなるんだろう,あな

たがわかってくれないと困るのよ !っ て.彼は,

そんな私を拒絶しているように思えた.

そういう人間関係はすごく居心地が悪い。最悪

のときもあったけど,徐々に徐々にここまでやっ

てきた.以前は,主人とテレビを見ていて,認知

症の話題になると主人が勝手にチャンネルを変え

た。いまは,私が見たいって言えばチャンネルを

変えなくなった.「認知症が出てきたらチャンネ

ル変える」なんて不自然でしょ.日常生活のなか

に不自然なことがいっぱいあると疲れちゃう.

2)認知症になる以前の関係のありよう

もともと主人は, 自分の意見をあまり言わない

人 「一応主人には話した。彼が黙っているのは,

それが彼の意思なんだ」って思ってた。ところが

娘たちは,ち ょっと離れたところから私と主人を

見てたみたい。「うちは,何でもかんでもお母さ

んが決めてたよね」「お父さんはなにも意見言っ

てなかったよ」なんて言われて.

二人で話し合って決めるとか,冗談言うような

夫婦じゃなかった。とくに不便も感じなかったし,

文句も言われないから,それでやってこれちゃっ

た。私は,それがやりやすかったのよね.

3)「お父さんだって急には変われない」

認知症って言われてから私は,主人に「あなた

が頑張ってくれなきゃ」って要求していたところ

があったみたい。それが主人にはすごく負担だっ

たんでしょうね.主人にしてみたら,い ままでは

私の話を黙って聞いていればよかったのに,急に

あれこれ求められても俺は困るよって思いがあっ

たんじゃない ?で も,私にはそれがわからない

から「あなたわかってよ」「私は病人なんだか

らJっ て一方的に押し付けてた.

あるとき娘に「お父さんだって急に変われない

よ」って言われて「ああ,そ うだったのか」って.

娘の言葉は,自 分の態度を考え直すきっかけに

なった.

4)二人で,や っていかなければ

主人も歳をとったと思う。私よりも年上だしね.

最近とくに,数字に弱くなった 数字に強い人

だったから,私 としてはすごくショックで.主人

もあやふやになってる, と思うと,「頼りにでき

ない」って不安になる.夫婦で認知症になったっ

ていう話も聞くし,やっぱり怖い。

でも,「二人で,やっていかなければ」とも思

う。いままでも, 自分で考えられることはやって

きたつもり。彼にとっていちばんよくないのは,



私が感情的になって彼を追い詰めてしまうことだ

から,怒 りや文句があるときには,い つたん押さ

えて,別の機会に穏やかに伝えるようにした.伝

わらなければ,な にも始まらない。自分なりに工

夫してきた.最近は主人も,私に腹を立てれば,

そのことを言うようになった。少しね,ほんの少

し.前は無視だったのよ。私は,な によりも無視

が嫌だったから,「怒ってもいいから, とにかく

自分で思ったことを言ってよ」って言い続けてき

た.

まずは身近な人との関係を,お互いに,つ くる。

病気になる前は,お互いに見たくないところは目

をつぶっていても何とかなっていたけど,こ うい

うときだからね.急には変われないけど, 自分た

ちの身近な関係がうまくいくこと,それが大きい

よね.

3.ち ょっと外側にいる人との関係

自分の生活の核 一一 家族やごく身近な友だち,

病気のことを伝えているその人たちとの関係 ―

一 がうまくいっていて,認知症のことばか りを

意識せずに, したいことを楽しめる生活ができる.

私にとって,それがいちばん.

認知症のことは,やっぱり,一人で背負うには

重たすぎる。だから,認知症のことをちょっと話

せる人,ち よっとわかってくれる人がいないと,

私にはしんどい.で も,診断されてすぐに,身近

な人に認知症のことを話したわけじゃない。「話

せば楽になる」なんて,そんな簡単なことじゃな

い.娘にだって,す ぐには言わなかった.自 分な

りに悩んで考えて, タイミングを図って,少 しず

つ伝えてきた.

生活の核よりも少 し広がった円に,「認知症の

ことを話していない,普段からかかわりのある人

たちJがいる.そ の人たちが,「 まあ,忘れるこ

ともあるよね」というような考え方で私のまわり

を囲つてくれてたら, もっと暮らしやすい,私に

とっては楽な世界かな.

1)「認知症」と言えば腑に落ちる ?

私が認知症のことを伝えた友人のひとりが言っ

てたの,「 “覚えてること"と “覚えてないこと"

があって,“覚えてないことはまったく覚えてな

い"だなんて,そんなばかなことないだろう」っ

て理解できなかったって。彼女にとってそれは,

怒りにすらなる.人によって常識のものさしは違

うけど,あ る人たちにとっては, 自分の常識から

はみ出たものを「そういうこともあるよね」って

思えない。なにか特別な理由がないと,納得でき

ない。それが「病気のせい」であれば腑に落ちる

んだって.

もし自分が逆の立場だったら。う―ん,わから

ないけど,「覚えてない」「忘れる」ことに関して

いえば,私 自身昔から忘れっぼかったから,「まあ,

そんなこともあるよね」って思うぐらいで「信じ

られない |」「何で忘れてるの ?」 なんて非難め

いた言い方はしないよね

自分の常識外のことがあつても,「そういうこ

ともあるよね」って軽く流せる雰囲気があるとい

い。そうすれば,「納得してもらうために」認知

症のことを話す必要もなくなる.そ ういう相手ほ

ど,認知症のこと,話 しづらいのよね.

2)「～してあげる」

認知症のこと,いつ,だれに, どのように,な

ぜ伝えるのかって,ずっと大きな悩みのひとつ

だった。友人のひとりに伝えたら,彼女はいい人

なんだけど,急に「～してあげる」という言い方

をするようになった。対等だった関係が変化した

ように感じた。

同じようなことでも,言葉ひとつで変わる。

「迎えに行ってあげる」「迎えに行こうか ?」 「迎

えに行ったほうがいい ?」 「そっち通るから車に

乗っていかない ?」 ……・全然違うよね.

「上からものを言われてるみたいで嫌だ」って

彼女に言ったら,「そんなこと言われるんなら,

もうあなたとは,付 き合っていけない」ってなっ

ちゃって。でも,伝えなくちゃわかつてもらえな

い.も し自分だったら, どんなふうに声をかけら

れたら心地よいか, もし自分ならどう感じるのか,

考えてみてほしいつて彼女に話した.
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3)自 分にとってのやさしさ

ほかにも,認知症のことを話した友人がいてね。

二人でいるときに,私が覚えていない出来事の話

題になったから「そのこと,覚えてないんだ み

んなで話したこと,楽 しかったこと教えてJっ て

言ったら,彼女は少しびっくりしたみたい。だか

ら「楽しいことがあっても, 私には思い出が残っ

てないの.あ なたから聞ければ,ああ,私 も楽し

かったんだなって,豊かな気分になれるのよ」っ

て話したの。彼女は,そのことにふれてはいけな

い,話を膨 らませたら悪いと思っていたんだって.

傷つけないように, という彼女のやさしさだった

のね。

だから,「私はこうしてはしい」ってことを伝

えたい。「なにが′さ地よいのか,嬉 しいのか」「自

分にとってのやさしさ」を,わかってもらいたい

から.彼女とは,そんな話をしてから,前よりも

二人で話すのがうまくいくようになった気がする。

やさしさってむずかしぃ.席を譲られてありが

とうつて思う人と,ばかにされたって思う人がい

るみたいにね.人により状況により,や さしさっ

て違う.

言葉ってむずかしぃ。わかる,わかるって言っ

てても,な にをわかってるかわからなぃ.な るべ

く誤解が少なくなるように,1回は話す機会を

もったほうがいいんじゃないかって思う。

4.幾重もの「人と人の関わり合い」
1)お互いに,感謝し合いながら

今朝テレビで,あ る夫婦が「どうしてそんなに

仲がいいんですか ?」 とインタビューされて,奥
さんが「お互いに感謝してますから」と答えてた。

それを見て,「お互いに感謝し合いながら生きて

いると,こ んなにいい笑顔になるのか。信頼 し

合っている夫婦だなJっ て感じた.

病気に関係なく,お互いに補い合いながら,感
謝し合いながら生きていく。人間として基本のこ

とかもね.よ い人間関係って,そ ういうものなの

かなと思った。

2)複数同士の人間関係

夫婦同士の付き合いだと,夫婦のかたちがみえ

るじゃない。複数の人間関係が重なるから,1対
1対 1・ ……の付き合いよりも,「ああ素敵だな」っ

て気づかされることが多いように思う。第三者が
いるから影響し合えること,夫婦二人だけじゃ得

られないものがある.主人もよく,「いま,付 き

合っている人たちはいい人だ」って言うから,主
人もよい影響受けてるんだろうね。別に夫婦じゃ

なくてもいいんだけど,私にとって,夫婦は最も

身近な人間関係だから.

3)魅力的な人たちとの付き合い

自分にとって魅力的な人たちがいる.共通の趣

味があるとか,付 き合いの長さとか,認知症のこ

とを話したかどうかが重要なんじゃなくてね.

「そんな考え方もあるのか」「そんな楽しみ方もあ

るのか」って思える。一緒に過ごしていると楽し

くなる.視野,世界が広がる.目 の前にそういう

人たちがいる.

身近に魅力的な人たちがいれば,魅力的な付き

合いがあれば,よ い影響がある。力がみなぎる

自分も楽しくなりたいと思う.「 自分のできる範

囲のなかで楽しもう」といま私が思うのも, こう
いう魅力的な人たちの影響かもしれないね。ただ

単に「病気になったから頑張るんだ」というので

はなくて.

なるべく自分を楽しいところ,魅力的なところ

におくことで,パヮーをもらえているような気が

する がむしゃらでもなく,頑張って受け入れよ

うとしているわけでもなく,無理はせず,ほわん

と感じたことをもらっている.

4)こ の関係を大切に

お互いに刺激 し合って, よい関係を続けてる人

たちがいる。この病気になってから, よい関係の

人たちとの付 き合いがあるってこと, しみ じみ思

うようになったかもしれない。 vヽ ままではとくに

意識もしなかったし,私, ちょっと傲慢なところ

もあった.ま あ, こんなもんだと生活してたとこ

ろがあった.人の情とか,や さしさとか, とくに



最近感じるかな.歳をとったからかしら.病気に

なったからかしら.

私以外のみんなも,そ ういう歳になってきたつ

ていうのもあるかもね.新しい仲間をつくりづら

い歳になってきてるし.だれかがふっと,「やっ

ぱり,こ のグループいいよね」と言ったりすると,

「そうだよね―」とだれかが言う。私だけじやな

く,みんなが思いあってる。お互いに,い まある

この関係を大事にしようと,そ ういう気持ちがど

こかにあると思うのよね.

こういう関係をつくれれば,病気だの何だの,

たいしたことなくなるのかな。世の中, よい人間

関係が多ければ,認知症だ何だと言わなくても,

なんな, よい時間を生きられる.それこそ本当に,

楽園に近いものができるかもしれない.

5.人にやさしいまち

「まち」や社会をつくってるのは個人でしよ.

個人のまわりには,身近な人間関係がある.それ

が複数つながってまちになる.だから,1人ひと

りとまわりの関係が幸せであれば,そのまちは,

幸せになる。人にやさしいまち,になる。やっぱ

り,核 となる個人の人間関係がうまくいってれば,

まちも, うまくいくようになると思うのよね.

|お
わりに

美穂さんとの話は筆者にとって希望につながる.

認知症と, どう付き合うか。人と, どう付き合う

か.それは自分自身で決められる態度だからであ

る。一方,こ こでふれられなかったこともある.

認知機能に陰りを感じても,た とえば照明のあり

方,音響設備の工夫,色の選び方ひとつで暮らし

やすさは変わる.「いま認知症がある人」と話し

合うことでみえてくる,暮らしの工夫がある。身

近な工夫と試行錯誤を重ね,「認知症とともに,

よりよく生きる」さらなる可能性を探りたい。


