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編集者一同

床を、同じことの繰り返しで過ごすのではなく、経験としてつくる人であると思うのです。

誰のために、何のために…そんな気持ちを読者であるあなたと共有できれば、あなたもまた日々、臨

それはどのようにして語ることができるのだろう、私たちは日々、何をつくろうとしているのだろう、

ションという経験をどのようなものとして生きてきた、そしてこれから生きようとしているのだろう、

リハビリテーションの臨床の中で何が起こっているのだろう…いや、むしろ私たちはリハビリテー

の、これが私たちの方法論です。

い世界、言ってみれば言葉を超え、むしろ言葉を生み出す母胎なのであろうその世界を垣間見るため

いう試みです。リハビリテーションのリアルな現場、それは必ずしもはっきりとした言葉にはならな

ていた気持ちや感情を、
「リハビリテーション」という言葉を契機として表現の領域に呼び出そうと

う経験の中で生まれていく対話的な世界を描き出そうと考えています。一人一人の胸のうちに留まっ

てほしい風景…そういったいろいろな形で表現されたものを出発点にして、リハビリテーションとい

感じること、考え込むこと、声に出してつぶやきたいこと、大声で叫びたいこと、あなたにも想像し

編集手段だと考えました。この方法を使って、リハビリテーションの現場で起こること、思うこと、

場合はそれが「リハビリテーション」です）
、一人一人の声が同時に聞こえる空間を擬似的に創り出せる

を伝えるという一方通行ではなく、一つの共通の興味関心のもとにいろいろな人が集まって （本書の

せ書き」という手法で本を作ろうという試みです。寄せ書きは、知っている人から知らない人へ知識

が書き手であり、同時に聞き手であるような、一人一人がそれぞれ表現者であるような、いわば「寄

この本は、リハビリテーションが自分の経験の中で大事な意味をもつことになった当事者一人一人

それは日々の経験によって、造形されていく

臨床は、同じことの繰り返しではない

高梨悠一 （作業療法士）
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「Entrance」

あなたは人？

あなたは身体？

その 手で

あなたを知るために

あなたは心？

その 足で

私が 知るべきことは

それとも記憶？

その 身体で

まだ無限 に残されている

……それだけじゃない

何を感じ、何 に注意を向け
何を記憶し、何と比 べ

あなたを知るために

だから

何を基 に、何を知るのか

私は何を知 れば 良いのか？

知ることを
世界を知るために

その 入り口を探し続けることを

その 手は

この 身体は

私はやめない

その 足は

その 形を変えていく

何を感じているのか？

この 身体を使って

私は諦めない

世界 に意味を与えていく
その 身体で

あなたに繋がる入り口を

どんな経験を積んでいるのか

開き続ける事を

私は知りたい。

エールを
来間 佳世子
（

当事者、看護師）
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日、

時間これに耐えて生きていくのが辛い︒もう私は明日に希望を見出せない︒明日も明後日

﹁もう私を解放してほしい︒最初から諦めたわけじゃない︒ずっと頑張ってきた︒でももう私は頑張れな
い︒今日
₂₄

今でも忘れることができません︒

₂₇

C
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届けば、それだけで私は幸せです︒

歳の時バスケットボールの試合中の接触で靭帯損傷をしたことを機に

い時もありましたが

度の手術と長期間の入院、

年間の通院治療・リハビリを経てやっと歩ける人生を手

₅

歳

笑︶です︒当時まだ病気自体の存在もあまり知られていない中、意味不明な痛み ︵当時は刃物で

A

切りつけられるような痛みでした︶を訴える私を一度も否定せず、私を治すため向き合ってくれました︒ 先生

政 当時

、担当の理学療法士は江草っち ︵本名は江草典
私の主治医の先生は整形外科の教授 ︵ 先生と呼んでいます︶

みんなの頑張りを無駄にしない、小児科の看護師になると約束しました︒

切な時間の中で仲間の旅立ちも何度も経験し、その度に涙し、私は絶対に生きる、みんなを絶対に忘れない、

なわけじゃない、私は悲劇のヒロインでもない、私らしく生きるんだ！﹂と教えてもらいました︒そんな大

のことのように喜び合い、辛い時は支え合った大切な時間で、みんなと過ごした時間から﹁私はかわいそう

小児科の看護師を目指すことを決めました︒入院生活は病気は違えど仲間と互いに励まし合い、喜びは自分

った仲間のたくましく生きる姿、そんな大切な仲間を家族のように支える小児科の看護師さんに胸を打たれ、

に入れました︒当時入院が長期間であり、院内学級の中等部に行くために小児科病棟に転棟し、そこで出逢

₂

群︶を発症しました︒当時はあまりの痛みのために足を地面に着けることも、足を降ろすこともままならな

私は

︵複合性局所疼痛症候

話ができたら、誰かにそっと寄り添えるようなそんな言葉として伝われば、誰かに伝わって何かの形で心に

思いながら今に至ります︒できることは見つけられてはいませんが﹁伝えたいこと﹂はあります︒そんなお

本のお話を頂いてから、ベッドの上で、天井とカーテンを見上げて﹁私にできること﹂って何だろう、そう

はじめまして︒来間佳世子です︒

歳、職業は小児科の看護師です︒が、今はベッドの上にいます︒この

ポタポタと流れ落ちる涙をこらえることができなかったこと、

けてくれた先生と江草っちの前で私が漏らした言葉です︒顔をあげることもなく、うつむくことしかできず、

これは昨年の春、襲われるような不快感に耐えられず家族に連れられて救急外来に駆け込んだ際、駆けつ

も続くなら私はもう生きることより死んだ方が楽だと思う﹂

₁

₁₄
₂₄

りません︒結局日常生活に支障がない程度の痛み、運動機能になるまで大学センター試験の

ヶ月前までか

や江草っちがたくさんの勉強をし、試行錯誤しながらも私を快方へと導いてくれたこと、今でも感謝しかあ

A

立って当時を思い出したり、小児科の看護師になれたからこそ感じる大切な過去もありました︒旅立ちを見

います︒旅立った仲間が大好きだった絵本を見つけ泣きそうになったり、自分が通っていた院内学級の前に

時は﹁みんなに導かれたんだ、本当にここまで来れたんだ﹂と不思議な気持ちになったこと、今でも覚えて

実習を乗り越え、念願であった自分が入院していた小児科の看護師になりました︒小児科に配属が決まった

かりました︒そして私は無事に大学に入学し、時に調子を崩し涙してしまうこともありましたが自分の足で

₁

先生も江草っちも、小児科の先生や看護師さんた

送った仲間の主治医だった先生やお世話になった看護師さんと一緒に働くことができたことは私のささやか
な自慢です︒看護師となりナース服を着ている私を見て

A

18
エールを
19

28
エールを
29

っただけの薄い文章になっただけかもしれないけど、

時は苦しかった」を思い出してのことなので記憶を辿

去がずいぶんと前のことなら自分の思いがただ「あの

くらいのことしかないと思う。かといって辛かった過

ことって「私も苦しいけど皆んなで頑張りましょう」

のは自分もただ苦しいだけで、そんなところで書ける

でよかったかな。たぶん思いが整理される前っていう

来間佳世子

方に向かうことができているからそれだけでよかった

くれてよかった。その人たちに支えてもらいながら快

ろんな人と出会えて、その人たちがいつもそばにいて

んだけど、人の力ってすごいなと改めて思ったの。い

来間

ができた」って言ったけど、たとえばどんなこと？

江草

来間
そう。…さっき「書く中でいろいろ気づくこと

そうなんだ。

い浮かんだ人たちに声をかけたんだ。

考えていることを聞いてみたいなということ中心で思

ストや患者さんたちがいて何をやっているのかなって

今回のことは、ある意味、苦しみを一周しそうなとき
と思えた。ただ、現実にはこの病気は人によって大き

ことを考えてみたかったから、それだったらこの人の

の気持ちになれていた時に、こんなふうに書く機会が
く経過も違うって聞いたし、私の経験だけを書くのは

まずは皆さんと同じ質問から始めるんだけ

きたのはよかったのかなと思ったよ。一言だってうわ
一抹の心配もあるけど…患者やご家族はみんな良くな

江草典政

べの気持ちでは書いていないものができたかなと…自

れども、原稿を書いてみてどうだった？

分でもそうやって書くことでこれまでを振り返ること
りたいという一心だから医療は平等で、しかも一番効

江草
こんなことお願いしていいのかなってちょっと

うんうんうん。

お願いした時のタイミングが良かっただろうね。
から読み手が患者さんやご家族が「私たちはそんなこ

境遇も異なるからまったく同じは不可能だと思う。だ

は人と人で成り立つものだからその人によって状況も

ううーん…一周回ったところで書けたの

もできたし、いろいろ気づくこともできたし、それで
果のあるものを望んでしまうものだと思う。でも医療

来間
としてもらえてない」とか「全然違う対応だった」と

そうだねぇ…これはまさしく自分自身の経験な

自分の意味づけもできたようで嬉しかった。

江草
かそんなことは思わせてしまいたくはないんだ。私が

ない…でも私のことを知らない、医療のことも知らな

悩んだんだけど、今作ろうとしている本は何も治療的

い、そんな条件で私を見て、私の文章を読んで私のこ

なことをセラピストと議論しようというものでもない、

うーん…そうなんだね。

とを想像してくれるっていうことが本当にあるんだっ

当事者として書くことにちょっと心配しているところ

江草
実は書いたものを私のことをよく知ってる人に

むしろこんなふうにリハビリテーションの中でセラピ

来間

ていう経験だった。

ているその情景まで想像してくれるかもしれないじゃ

読んでもらったんだけど、それとは別に、私のことを

江草

がそこなんだな。

よく知らない人にも読んでもらったんだよ。学校の国

言ってくれるだろうと思ったし、国語の先生なら文章

来間

江草

来間

江草

この人なら嘘をつかないだろう、思ったことを

なんでその人に読んでもらおうと思ったの？

いい経験だった（笑）…

そんなことしてたんだ…

も届いたほうがいいなって思うけど、もしかしたら本

来間

ね…

の 色 と か 声 と か、 そ ん な も の を た く さ ん 含 ん で い て

いろなことを想像するわけだよね。情景とか、その時

ちゃんのことを長い間知ってるから文章の背景にいろ

ああ、そういう意味で言えば、僕なんかは佳世

語の先生。

の書き方もアドバイスしてくれるだろうと思ったから

当にできることなのかもしれないって思ったんだ。だ

う目で私を見てくれる人もいるんだということがすご

いないくらいで、医療の知識が何もないだけにこうい

しいって頼んだんだけど…返してくれた言葉がもった

るかもしれないけど、率直に思ったことを聞かせて欲

来間

江草

そうねぇ…私の今の状況を知ってびっくりされ

で、見てもらってどうだった？

すごく良かった。

事にしたいと思ったから思い切って頼んだ。…結果は

江草

った。

んだなぁって思った。この事実は自慢できるなって思

来間

江草（笑）

けどね…

けどねぇーって（笑）そんなふうに思うところもある

来間

江草

今また思えば、ここの場面はもっと奥深いんだ

良かったねぇ。

から嬉しかった。

医療の知識がない人にも自分の気持ちが少しで

「これはチャンスだ」
って思ったの。やっぱり言葉は大

くいい体験だった。…つまり…私のことを知ってくれ

タイトルに「エール」って言葉を使ってるでし

振り返ってみると、私はいろんな人と出会った

ている人って過去のことも知ってるしリハビリをやっ

374
あとがき
375

あとがき

リハビリテーションの臨床は一見するとシンプルなのかもしれない。
養成校で学ぶこと、国家試験をパスすることは、その仕事をするための前段として必要なことであ
る。だからこそ、そこを外すことは許されないし、横並びで、頭に、身体に染み込ませる作業は必要
となる。そのカリキュラムに沿った教育の延長線上で臨床に出た時、リハビリテーションの臨床は決
められた道筋を追うことなのかと捉えてしまうことはないだろうか。加えれば、診療上、決められた
ルールの中で時間を守り施設の基準を守る。業務の内容や結果よりも時間を守り、施設基準を守るこ
とが優先される。ある意味、枠にはめた型通りの作業こそが真実であり、それが臨床であると言えて
しまう。

シ セイ

しかし、わたしたちの臨床は本当にそうなのだろうか。
「わたしたち」とは医療の世界の中にいる
医療従事者だけではない。その医療を受ける側の多くの市井の方々も「わたしたち」である。医療を
取り巻く世界の中に入る人々にとっての臨床とは間違いなく前述したようなものではない。臨床とい
う言葉は単に、医療の現場という意味だけではないはずである。人が生きること、死ぬこと。楽しい
こと、悲しいこと。嬉しいこと、辛いこと。ありとあらゆる現象こそが臨床である。それは画一的な
ものではなく、多種多様であり、拡張性を持った現象のことを言うはずである。物事の見方、捉え方
なんて千差万別、それが当たり前。臨床も全く同じなのである。
本書は、リハビリテーションの世界で「わたし」が感じること、思うこと、考えることを「わた
し」の言葉で記したものである。それらは一つの塊としてまとめられたものではないし、まとめよう

ともしていない。なぜならそれぞれがそれぞれの想いのもとに紡がれた言葉であるから。うまく枠に
はめる、型に収めるものが良きものであるという風潮とは逆行するものなのかもしれない。しかし、
わたしたちの臨床は一人ひとりの声があるからこそ完成されるものである。言葉を発するその人こそ
が表現者であり、書き手である。それと同時に聞き手にもなる。書き手の想いと聞き手の想いが必ず
しも合致しなくても良い。決められた正しいとされる道筋を作ることが全てにおける正解ではないと
考えたりもする。でも、それで良いのだ。それが大切なことなのだと思う。専門書にはない、今この
時間のわたしにしか見えないものを言葉として紡ぎ、形にする。それが本書である。わたしたちのあ
りのままの視点、思考をここに記した。ぜひ手に取って目を通し、読んでいただきたい。そしてさま
ざまな想いを巡らせていただきたい。どう受け止めて、どう捉えて、どう解釈したのか。みなさんの
言葉をわたしたちに伝えていただければとても嬉しく思う。
本書は山陰という地域に暮らす、もしくはかつて暮らしていたリハビリテーションに関わる人々が
書き記したものである。地域で暮らすこと、生きるということは、その土地から得られた知識や経験、
つまり風土というものから影響を受けるものである。しかし、同じ土地に生きていてもそれぞれの生
き方には違いがある。どのような想いを持ち、どのような人生を歩み、そして臨床を生きているのか。
是非この部分も想い巡らしつつ読み進めていただければ幸いである。
本書を制作するにあたり協同医書出版社の中村三夫氏には多大なるご助言、ご支援をいただいた。
企画の段階よりリハビリテーションの臨床をどのように生きていくかを編集者とともに議論していた
だいた。中村氏の本書にかける熱意を受け、わたしたちも日々の臨床に改めて向き合い、形にするこ
とができた。厚く御礼を申し上げる。本書に原稿を寄せてくださった諸氏にも深謝いたしたい。多忙
な日々の中、自身に向き合い、言葉を紡いでいただいた。その言葉が書籍という形になることをとて
も嬉しく思う。そして、わたしたちが臨床で出会う多くの方々にも御礼を申し上げたい。患者さん、

