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死んだらいかん？から今のうちにやっておこ！
中村 正子／山口 竜司（主治医）

対談

闘病記がもたらす時間、風景
藤井 和子 × 金井 一弘

特定非営利活動法人

はじめに
人生を登山に例えることが多い。
ひたすらに山道を登って、一息つき、見上げる先の木々の間に爽やかな空が明るい。

がんリハビリテーション

尾根道か稜線かと開ける景色を想像して、
一瞬足取りも軽く肩に食い込む荷物も軽くなった気がする。
そして、その空までを登りきったその先には。
新たな稜線に続く急坂が続いている。
落胆か憔悴か？しかし、人はそこで引き返したりはしない。
もう一度、先にある風景を想像して足を運びたいと思うようだ。
がんになって、マラソンを始めた人がいる。５km、10km、ハーフマラソン、フルマラソンと
経験して、話すのはそれぞれゴールの景色が違うという。

対談

富士山を目指すことにした人もいる。近隣の低山から初めて、半年で登頂した。
そして、日々不安を抱えてもいるが、その不安の先にある風景が見たいという。

渋谷 義久

× 吉川 睦美

がん患者会「ガンフレンド」代表
悪性リンパ腫当事者

近藤内科病院 リハビリテーション部 理学療法士、
徳島がんリハビリテーションネットワーク研究会 世話人

一瞬先は分からないが、人には一瞬先の不安を克服する好奇心と知恵がある。
気力、体力のある限り、人は知力を尽くして先にある風景を求める。

「がんリハビリテーション」

パラメディカ闘病記古書店主、故星野史雄さんは
「生きるためには更に知るしかない！」と、その著作の中で綴っている。
特定非営利活動法人
NPO共同代表

ホームページ

聞きなれない言葉だが、国のがん対策基本計画などでも取り組みが奨励されていて、
全国的な広がりを見せている。
がん当事者である、渋谷さんと理学療法士である、吉川さんに語ってもらいました。

わたしのがんnet
横川清司

わたしのがんnet
http://www.my-cancer.net
https://www.fecebook.com/mycaner.net

渋谷 吉川さんは、理学療法士ということなんですけど、心のケアですか。それとも肉体的なケアですか。
吉川 私自身、はじめ理学療法というのは、肉体的なケアだと思っていましたが、緩和ケア病棟にきてからは身
体を通して心に響く取り組みなのだと思うように至りました。
渋谷 気持ちと身体？
吉川 気持ちと身体がセットでなければ、意味ないですよね。その人を身体と心に分けるわけには行くはずもな
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中村 正子／山口 竜司（主治医）
闘病記がもたらす時間、風景
対談: 藤井 和子 × 金井 一弘
2

いですから。
渋谷 病気とわかって、11年ちょっと。告知受けた時は末期に入っとったという状態だったんで、半年ぐらいはと
もかく病気のことだけを悩んでた。副作用で身体が動かんとか。ある程度、身体が安定してきて、やっといろんな
こと、生活とか仕事とか現実。いろんなこと考え出したんが一年過ぎたくらい。
吉川 考えるときはひとりで考えていた？家族とか？
渋谷 いや、ひとりで。
吉川 ここで仕事していると色々な方とお会いするんですけど、やっぱりひとりで抱え込む方は多いですね。
渋谷 なんていうんかな、普通の人を軽く見ているわけじゃないんやけど、自分と全然別の世界の人。自分は、も
うちょっとしたら死んでいく。この人らはずっとまだ生きられる。じゃけん、家族にもおそらく理解してもらえな

12

い。こういうところからだんだん孤立していく。
吉川 どっちかというと病気に関しては、医療従事者の方が喋りやすいですか。

3

渋谷 そんなことないね。患者さん同士かな。初めて会っても、患者同志であれば何十年も前から知り合いのよ

心と身体は一体ということが全体的に知れ渡っていたら、こんだけ悩まれる時間は短くて済んだのかなっ

うな。

て。今、お話いろいろ聴かせもらって思ったんですけど。

吉川 同じ境遇。戦友のような？

渋谷

渋谷 失礼な言い方で悪いんやけど、医療者の人はマニュアル。こういわれたらこう返すというマニュアル。医療

んや。

関係者の人とは一年以上、口を利かなかった。当時は患者サロンが全然なくて、サロンが出来て、サロンでなら医

吉川 そうですね。なんでリハビリせないかんのって、なってしまうんですよね。がんって言われて、どうにか動け

療関係者とも話せるようになった。

てるのに、どうしてリハビリって思いません？そんな状態なのにリハビリしましょと部屋に入ってこられても「い

吉川 どういう風に立ち直ったかというか、患者さん同士のお話から、どう動こうという気になりました？

や、いいです」となりますよね。
渋谷

仕事に対する思いがきっかけかな？
渋谷 立ち直れたっていうよりも認めることができるっちゅう
かね。自分、仕事は水道工事をしてたんやけど、やっぱり副作用
で手とか指が痺れたり、全然こう仕事ができひん。現場に行っ
て仕事をしようとしても、一時間、二時間仕事をしよったら体力
的にしんどくなる。その受け入れがなかなかできんかった。自

動ける範囲というんが、今まで自分がしてきたこと、動きたい範囲っていうのは人によって違うと思う

そうそう、わかる。わかるんやけど、24時間、なんていうんかな副作用で苦しんどるんじゃない。調子

のええ時もある。
吉川 ありますよね。日内変動もあると思う。今日は調子がいいから。
渋谷

一週間のうちに一日、二日って。それと精神面が安定している時と。

吉川 イライラしている時と。それで、わたしらが入らしてもらうのは、このリハビリを通して、まずはマッサージ
とか、痛いところをさすりながら、今の気持ちを聴かせてもらっている。喋っているうちに、自分の中で整理され
る部分ってないですか？
渋谷

それはある！
吉川

分ではわかっとるんよ。病気で治療の副作用で今はできないっ

ありますよね。日内変動もあると思う。今日は調子がい

いから。私らはそんなに話をしないんですよ、実は。さすりなが

てこと。いつか必ず抗がん剤が終わって月日が経って、元に戻

ら、そうですか~、そうですか~って聴いているだけ。喋ってくれ

ると。病気になる前の自分と病気になった後の自分は全然違う

てたら、だんだん自分の中で思ってたことをポロッと喋れるよ

んや。これのギャップていうのが結構つらいもんがあった。一

うになってくるんです。喋りだしたら、こう自分が喋ってるの

体何ができるのかって思った時に何も浮かんでこなかった。

で、頭の中が回転しますよね。それで自分の中で整理ができて

吉川 今でもまだ、受け入れてないことってありますか？

くると思うんですね。喋ることでね。そしたら、喋ったことに

渋谷 いや、もう今はだいぶ月日も経ってきたし、今の自分が自分やってわかって来だしたから。いろんなことが

よってスッキリするっていう部分もあるし、身体もマッサージし

あって現在があるんやけども。やっぱり自分は職業的にも差別っていうのをしてた。会社で部署をかえられたら、

てもらえるので楽になるということもあって、相乗効果があり

何じゃ！て思ったり。

ますね。いわれたとおり、調子の悪い時は触らん。

吉川 ランクをおとされたような感覚になるわけですよね。リハビリって言うのは、元の生活に戻すという目標を

今、今日いけるなという時にマッサージしたり、喋ってみて、ちょっとスッキリする部分ができてくると思うんで

持ちましょうと言うことなんです。脚の怪我、骨折とか切断とか悲劇的に起こった方もリハビリをさせてもらうん

す。そしたら心もなんていうんですか。開きやすい、前向きになりやすいと思うんですね。

ですけど、またがんで今までの持っていた職を失ってしまう、今までの生活ががらりと変わってしまうことに関し

渋谷

ては共通点があるんです。これって機能的なものだけを回復するだけでは解決できないと思うんです。むしろ、

る場があって、確かに（頭の中が）整理されていきよる。

目標を持って一緒に進みましょうというものだと考えているのです。例えば、今回渋谷さんはがんと告知されて、

吉川 食べたいとか、食べれないのかなとか。ちょっとずつ、気持ちと頭の整理ができてきて、プラスの方向に動

さあ治療どうしますかと言われたと思うんです。抗がん剤はこれ、放射線これですと。そこでリハビリという関わ

くと今まで受け入れたくない自分の身体のことや閉じこもっていた停止状態から動く「動」の方に切り替わってく

りが、早いうちから入ってたら、体力を落としたくない、筋肉も落とさない方法とか。抗がん剤する前に筋肉トレー

ると思うんです。そうしたらちょっと、今日は天気がいいから外に行ってみようかとか、今日はもしかしたらご飯

ニングをしておいて筋肉を貯金しておいた状態で抗がん剤を受けられる。そしたら、早い段階で日常生活に復帰

が食べれるかもしれない。イチゴ好きやから、イチゴ食べてみようかとか。

言葉を吐き出す場所が結構あるようでないんよね。話せる場があって、言いたいことをポンポン言え

する可能性もないとはいえない。関わる時間が長いので精神

渋谷

面にも、ちょっと一人で悶々としていたものがましになったんか

は、生きるっていうことにごっつう集中しとったから、食べれ

なぁって、ちょっと思ってみたりもするんですけどね。食べられ

んのに食べたし。当然、吐き気があって、吐くんだけど、家族

ない、食べてどうなるんや？とか、思っていると、体の機能とい

にも見せられない。辛さを見せられなかった。

うのがやっぱり蝕まれていくわけですよね。何も食べ物が入っ

吉川 それを共感してくれる人はいませんでした？

ていないのに動けと言われても動くこともできないし、抗がん

渋谷

剤の影響で手のしびれが出てきたりとか、つまむ動作ができな

らの抗がん剤治療は自宅で、通院治療やった。家に帰ってか

いとか、ご飯すら食べれない、お箸が持てない。その中で、精神

ら、やっぱり家族はごっつう心配しよった。だって、これが食

的なケア。身体だけではだめっていうか。

べたいといっていろいろ食べよるのに、急に洗面所に駆け込

副作用は人によって微妙に違うと思う。自分の場合

いやー、いなかった。一か月入院しとって、二ヶ月目か

んだりとか。やっぱり隠しきれなかった。

4
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正子さんは、幼稚園や保育園などに卸す、教育教材の代理店を長く商いにしてきました。
正子さん
元は、小豆島だったので、島中にある28箇所の幼稚園などを月に１〜２回、いわゆる、お得意さん廻りを
してたんだけど、みなさん新しいものを待っているので、それはもう自分の時間なんて考えたこともな
かった。教育の初っ端だからね。大事な仕事だと思っているし。がんになって、やりたいことを諦めるとい
う事は無かった。車の運転だけやね！やはり、手が痺れるようになって、今は、かなり良くなった気がする
けど。ハンドルを握るとジンジンするし、握っている感覚が危うい感じで、昔は島中をレーサー気分で
走っていたんだけど。
和子（長女）さん
本人は、そう言っているけどスピードは出てない！
正子さん
免許を取りに行った時、教習所の先生が。最初スクーターだったんだけど、歩いたほうが早いから！と言っ
ていた。しこりは大きく、手術は出来ないので、抗がん剤治療から始まった。奏功して、約半年の抗がん剤

インタビュー

の末、手術を８年前の３月にすることにした。以前から、口癖だったのだけど、明日死ぬかもしれないから
やりたい事はその日のうちにしようと、いつも死んだらいかんから！死んだらいかんから！と言っていた。

死んだらいかん？から
今のうちにやっておこう！
大阪府八尾市

中林 正子／山口 竜司（主治医）

<写真> 正子さんと娘さんたち 左から 長女・和子さん、正子さん、孫・萌樺さん、次女・純子さん

がんだからと、諦めるという事はないね！
９月に抗がん剤を始めて、体力も免疫力も落ちている時に、どうしても行かなくてはならない
所が目に入ってきた。歌舞伎座の改修工事のため最後の公演だった。
和子（長女）さん
止めさせようとは思わなかった。本当に最後か
もしれないと、みんなで話した。免疫が落ちてい
るので、風邪なんか引かす訳に行かないし、変

中林正子さんの左胸にがんが見つかったのは７３歳の時、今から８年半ほど前のこと
です。すでに、ゴルフボール大のしこりは誰が見ても全身転移を覚悟するほどに進行
していると思われました。

に感染したりしては大変なので新幹線グリーン
でトイレの近いドアのそばで！と、最大限の予
防処置を取って行く事にした。
正子さん
がんと分かる前から、７０歳をすぎた頃から漢

和子（長女）さん

方を飲んでいたね。

まあ、びっくりしました。皮膚を突き破りそうに固くて、これががん？というくらい。」妹弟を集めてもう最

仕事がキツかったからね。古巣の小豆島へ、大

後だから。という覚悟をしていたのです。

阪の弁天町からフェリーに車乗せて、自分で運

純子（次女）さん

転して営業や先生たちの相談にのってきた。

大げさではなく、本当にびっくりしました。元々、弱音を吐かずに人一倍働いてきた人なので、こんなにな
るまで我慢していたのか？大丈夫だったのだろうかと？
正子さん
仕事が忙しくて、休んで何をしたら良いかもわからないし、でもなんだろうこれ？って、長女が病院勤め
なので訊いたのでした。自分ではあまり驚いたりしてないと思うけど。
8

9

がんになる前からの漢方
山口竜司医師（主治医）
中林正子さんは、少し貧血気味で赤血球が少ない。私流の
漢方風に言うと健康を維持するためには、材料が足りな
い。いわゆる気虚、血虚。気虚はエネルギーが足りない。血
虚は養分と言うか栄養素と言うかが足りない状態です。７
０歳で普通の生活であれば、特に必要だったか分かりませ

漢方は、がんそのものを叩くということではなくて、がんの周辺環境を整えて、いわゆる補剤としての効
果なので、人によっては漢方を受けつけない方もいる。身体が受けつけないのではなくて、漢方を薬とし
て認識してもらえないというケースもある。自分の状態がこんなに悪いのに漢方？とか、なんで今頃漢
方？ということでもある。飲めた人の中には、過去に効いたという経験（成功体験）や六君子湯があったの
で食欲・体力が維持できたとか、奥さんが漢方を飲んでいたとか、理解の素地があったというケースが多
いですね。

次はどこに行こうか！？

んが、人のお世話はしても自分は弱音を吐かない。仕事の
量が半端じゃないのを知って、十全大補湯、補中益気湯な

正子さん

どを体力の維持のために飲んで頂いていた。

これが最後、これが最後！って言って、日本中の温泉、北海道から九州まで。がんになったから、これが最
後で流氷を見に行った。東北の蔵王、ストーブバス。猛吹雪の中、雪上車に乗って樹氷も見に行った。

抗がん剤治療が始まった！

テレビ観てて、目に入ったら行かずにはおられんの。IPADで、すぐに検索して旦那さんにいうと、行き方

正子さん

連れて行ってくれたなあ。死んだらいかん！から、死んだらいかん！と言い続けて、ずっと死なんと！

からスケジュールまで考えてくれて。娘たちも、死んだらいかんからと言って、淡路の沼島まで鱧を食べに

髪の毛も全部生え変わりました。白うなったな！がん治療のこと、痛いのとか、苦しいのとか全部忘れまし
た。手術して帰ってきて、その次の日から仕事してました。３月でしょ。卒園、入園、一番忙しい時期やった
んで、教材関係の仕事は。入院してても電話が鳴りっぱなしで、全部を把握しているのは私だから。前から
漢方を飲んでいた、髪の毛も真っ白だったのだけど、黒いのも増えてきてる。生かされているんです。今、娘
たちと漢方薬に。手術で、リンパ節も取ったけどリンパ浮腫にはなってないね。それから放射線を、毎日あ
てに行った。４月から５月に55日間。これはもう娘に感謝で、毎日送り迎え、付き添ってもらってた。
和子（長女）さん
がんのサイズがサイズだったから、抗がん剤も放射線も多めだったんとちゃうかな？でも、後遺症や副作
用は小さいと思う。
正子さん
痺れっていうのは、副作用？後遺症？手の指先、第１関節付近から先ね。足も先だけだけど、お餅の上を歩い
ているような感覚。本当は、手先が器用で教材を商売するだけでなく、和紙で人形を作ることを教えてもい
たけど、ちょっとしんどくなっていたね。指先が使えなかった。字が震えるようになって、書けなくなった。

環境を整える

体力維持を優先する

山口医師
原発巣のサイズ、ゴルフボール大だったにも関わらず、転移がなかった。通常は転移して、末期を覚悟する
のが普通のイメージ。可能性としては漢方が免疫力を高めてる！と考えている。現在、国立がん研究セン
ターの研究でも、漢方の、正子さんに処方していた補中益気湯や十全大補湯にはがんの増殖を抑制する
と考えられている生薬成分が入っているんです。正子さんではない、今診いてる人で末期の人も、がんと闘
うのはリンパ球なんですね。リンパ球の数が減るとがんと闘えなくなる。TLC＝ 総リンパ球数を維持で
きていると進行抑制につながる。そして、何よりも食べられないと全体に落ちてしまう。食べられる、お腹
が空く、六君子湯という漢方が治療中止にならないように、一定の体力を維持しているので、治療が継続
できているではないか。今は、在宅で診ているケースも入院中の高栄養剤では難しかったが、漢方で退院
出来た。漢方がうまく入らない人、理解が得られない場合もある。
10
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サバイバーの手記を読んで元気をもらえた
藤本 私は闘病記を出してないし、正直、闘病記を読んだこともないんですよ（笑）一番最初は闘病記ではなく
て、サバイバーの人の手記ですね。サバイバーの人たちの特集の手記を読んで、その人らから元気をもらえた。
その手記の中に余命３ヶ月とか、3週間の人もいてはりましたわ。そういう人でも命助かっているんや。わたしは
肺がんだったんですけどもステージ３で、五年生存率20％といわれましたから。余命と言われたわけではな
かったけれども。もうなんか死ぬかもしれんと、その時初めて命の期限を切らられたことにショックを受けまし
てね。そのサバイバーの人の手記を読んだときにすごい元気をもらえて、自分もどうしたら伝えられるんか、自分
も人に元気を与えられる立場になれたらと思ったのが今の活動になっています。杉浦さんという方が出してはる
『メッセンジャー』という雑誌があって、たまたま妹が送ってくれて読んだのがきっかけ。

「闘病記がもたらす時間、風景」
がんの当事者・がん患者グループゆずりは

対 談

株式会社星湖舎代表取締役・「チーム闘病記」代表

藤井 和子× 金井 一弘

金井 ぼくも『メッセンジャー』をいただいた。闘病体験中の一部の記事であったり、投稿作品だったり、闘病記
のメモだったり、一冊の本に至らなかった人の体験談が載っていた。無名な人の思いを載せてるから、すごい活
動してはるなあと思った。

パラメディカ闘病記古書店 星野史雄さんについて
金井 星野さんとは二度会った。星野さんの奥さんが乳がんになった時に闘病記を集めようと思ったけどあん
まりない。乳がんの情報を必要としている人のために闘病記の古書店を開いたと聞いています。直接長く話し

NPO法人わたしのがんnetは、この４月に闘病記図書館を開館しました。
故星野史雄さんが遺してくれた約7000冊の闘病記が収蔵されています。
星野さんは、奥さんの病を知るために闘病記を集め始めたと言います。
毎日、東京神田のみならず、首都圏にある古書店をくまなく歩き、結局7000冊に及ぶ
闘病記を扱う古本屋さんとしてメディアにも紹介されるほどになりました。
星野さんをそれほどまでに魅了した？もしくは、求める人への使命感をもたらした闘病記とは？
がんの当事者で神戸芦屋のがん患者グループゆずりはの藤井和子さんと
大阪で出版社星湖舎を営む金井一弘さんが闘病記について語り合いました。
小説家でもなく元々本を書く人でもない一般の人が、がんになって、また様々な病を得て
闘病記を書く。書く人は、なぜ書くのか。読む人はなにを闘病記に求めるのか。

全国に広がれ「チーム闘病記」！
金井 実は『チーム闘病記』というものを作ったんです。リレーフォーライフでブースを出すには名前が必要な
んですね。みんなチーム〇〇という名前があって、我々は小さな出版社ですので一冊の本を作るのに５人くらい
のチームを組む。リレーフォーライフで活動していくために『チーム闘病記』という名前をつけたんです。フリー
のライター、デザイナーさんやカメラマンとチームを組むんですけど、イベントがあるたびに集まろうということ
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たことはないけれど、いろんな情報交換をしました。星野さんが「これからは闘病記もおもしろくないとだめだ
よね。おもしろい闘病記を集めていこうと思うんだ」と言われて。大阪人としてもおもしろい闘病記ってなんだ
ろうなと思って、具体的にどんな闘病記を集められたのか聞けなかったのが残念。

闘病記に求めるもの
藤本 わたしはその手記を何回も何回も読んだ。情報というものは必要なんですけど、病気になると自分に良
い情報だけが欲しい。悪い情報は聞きたくなかった。患者会もなかなか踏み込めなかった。
「ゆずりは」も病気
になって4年目にようやく出会った。情報は大事といわれても、私は怖かった。手記もいい話だけ選んで読んで
いました。生きた証ではなくて、明るく生きよう、という前向きになる言葉がいいな。
「命はそんなにやわじゃな
い」という言葉は本当にそう思います。自分の中ではひとつの励ましの言葉になっていました。
金井 心臓病になった女の子が「闘病記は手に取らないけれど、あえて自分のことを書きたい」というようなあ
とがきを書いていましたね。
藤本

こんな治療をしました。高額な治療をしましたっていうものを読んでも自分ではできない治療やから、

精神的な面で楽しく生きる、何を生きがいにするとか、不安をどうしてとりのぞいたらいいやろかとか、そうい
うところをわたしは知りたかった。精神的な面が大切なんかな。

で『チーム闘病記』にみんなが集まってくれるようになった。みなさん、
『チーム闘病記』いいねといってくれま

金井 闘病記を書くのは自分の体験を遺して、同じ病気の人の何か役に立ちたい。読む人に勇気と元気を得て

す。おかげで、いろいろなチームの代表の方と知り合い、輪が広がってきた。自分も闘病記を出しているんだと

欲しいという思いがあるからですね。

いうことで本を寄贈してくれるひとがいたり、出版社の使命としてやっていくべきだと思いましたね。主に、闘病

藤本 私はね、死を目の前にしたとき、それまでをどう生きようかって思ったときに、今を生きる、今を楽しむこ

記は自費出版の世界なのです。自費出版の中でも闘病記というジャンルは発行部数が少ない。本来お金は自分

とやなと思った。すごく自分のしたいこととか目標を持って生きてるって実感があったときに、なんでこれを早く

の治療にあてなくちゃいけないのに、そこを削ってでも本作りにお金をまわしたいという人たちですよね。そう

気がつかなかったんだろう。なんで病気になる前にこれを気がつかなかったんだろう。わたしは5年もたんと死

いう皆さんのことを感じながら、そこに生きがい、やりがいを感じて始めたのが『チーム闘病記』ですね。

ぬんかな、と思ったら悔しかった。なんで病気になる前に気がつかんかったんかあ。今は病気でない人に伝え
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たい。今、自分がやりたいこと目標をもって、それが出来た時に生
きてる実感を得られることを病気でない人に言いたい。もし、病
気になっていなかったら感じていなかった。病気になったから感
じられたこと。病気になって「死」を心におとすことができた。老
後のことをどうしようと考えていたんだけど未来を思い患らな
い。木にも新しい芽が出る。くじけそうな時、そこから芽が出る。
死ぬのは上等や、もし私が本を書くとしたら、治療は病院まかせ
だったから。そのあてどない気持ちで、どう生きていったらいいの
かということを書きたい。これ闘病記と違いますね？
金井

闘病記ですよ。患者さんの本音。闘病にどうつきあうのか。副作用と家族とどう向き合っていくのか。参

考になるんですよ。
藤本 自分との闘いかな。これは病気でない人にも言える。
「今を生きる」ということをわたしは病気になって感じた。

不安の先の景色をみてみたい
藤本 （病気になって）いろんなご縁が変わってきました。巡りあう方が全然違ってきます。
金井 そうですよね。たくさんの方と巡り合おうという気持ちになりすよね。
藤本 なります。この頃ね、こうして取材や体験談を語るのは本当は不安ですけど、不安の先の景色をみてみたくなり

藤本 和子

ふじもと かずこ

がん患者グループゆずりは副代表
絵手紙アートサークル『和』主宰
2011年、肺がんステージⅢＡと告知を受けた。何かに挑戦
することで病気になった意味を得ようと、患者自らが生き方
を考えつつ、病になった自己と向き合えることを目指す「ゆ
ずりは」に参加。また、がんにならなかったら100％しない
事、富士山登頂も実現した。また、
「好きなことは愉しく、人
を元気にする」絵手紙サークルを２０年間続けている。

ました。

金井 一弘

か な い かず ひろ

株式会社星湖舎代表取締役・
「チーム闘病記」代表
大阪市内で出版社を経営、闘病記や自費出版物も取り扱
う。関西を中心に闘病記フェアを主催し、多くの患者会、病
院関係者が一堂に会する機会を作っている。「チーム闘病
記」は、これまでに闘病記の制作に係わった人（編集者、校
閲者、デザイナーなど）が、企業や職種の枠を越えて闘病者
を支援するチーム。病を得た人々の声を伝えることは出版
社、出版に関わるものの使命だという。

星湖舎 〒543-0002 大阪市天王寺区上汐3-6-14-303
TEL.06-6777-3410 FAX.06-6772-2392

金井 不安の先の景色？
藤本 不安やから断るのは簡単ですけど、今日もこういった時間のあとには違う景色がみえるんじゃないかという楽
しみが出てきました。いままで絶対無理ですわと言っていたけれど、山をひとつ越えると違う景色をみえるようになっ
た。病気にならなかったらこんな伝えたいなんて思いになる経験はなかったですね。
金井 闘病記を書く人もみんなに伝えたいことってあるんですよ
ね。書くことによって、自分の中の整理だけでなくて。経過と考え

藤本 この人はこんなふうに生きたということを。
金井 そうです、そうです。

が整理される。単純に苦労したこと。自分と同じ病気の人たちに

藤本 自分が主役のね。

伝えたいという気持ちが強いんじゃないのかな。闘病記というも

金井 読者も、その人の人生に向き合って読んでいく。

のは自分史だから。闘病記は嘘が入っていない。でも、おもしろい

藤本

闘病記ってどういうことなんだろうね。やっぱり、その人の持ち前

わってもらわないと。
「私の明るい闘病記」みたいなタイトルが良いな。

のおもしろみがおもしろい闘病記なんでしょうか。

金井 タイトルのつけ方も工夫が必要だけど、図書館に置く場合、検索機能を考えて、副題にがんとか病名、が

生きていくものがたり
藤本 生きていくと、
「ものがたり」が出来ますよね。どんな人が
読んでも興味深い闘病記ですよね。
「ものがたり」ができたらお
もしろいですよね。大阪人やからもしれんけど（笑）弥次喜多道
中やないけど、夫婦であっちこち治療をしながら、ここにこんな美味しいもんがあってって全国巡るの。お金
なかったらできひんけど(笑)。闘病しながらの旅行記になりますね。
金井 旅館でこんな風になってこういう対応したとか。家族にとって大切かもですね。ストーリーがありますね。

亡くなった事実は悲しいことやけど。最後の何か月は密な時間を過ごして幸せだった。最後は明るく終

ん種などを入れておかないと図書館では検索できないから、どこかにがんとかが入らないと。
藤本 同じ病気の人だって、ちょっとずつ違う。他の人の時間を共有しつつ、同じような物語を読み、おんなじよ
うな気持ちになって共感することで、自分だけじゃないと気づく。死ぬとなった時に、富士山に登った。がんに
ならなかったら絶対、100％しないことをやろうと。富士山に登ろうと。私、肺取っているでしょう。
「あの人死に
はったけど、富士山登った。」と言われるなんていうのも良いかなと。はじめは400メートルの山。息絶え絶え
だったけど、後ないでしょ、私死ぬかもしれんから。山というのは峠を越えると新たな風景が出てくる。峠まで行
けばさらに先の風景が。
金井 その先に新たな風景があるよって、教えてくれているのが闘病記かな。

藤本 そういうところに物語をかんじる。治療というよりも。
金井

夫婦でいかにがんと向き合ったのかって家族としては知りたい。医者や看護師さんからは教えてもらえな

い。闘病記から学べる。
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