テレビをはじめ様々なメディアで活躍する、

たかがいさんの作曲した「人生（いのち）」を歌い、発表します。

ちょっとカゲキな売れっ子漫画家さかもと未明さんが、

談

ち

の

さかもと未明
対

病気と向き合う
人生が響き合う
い

この出会いを機に、お二人が、

たかがい恵美子

看護のこと、
さかもとさんの病気のこと、人生のことを語り合いました。

生活全体をみる

細やかな活動ができるナース

さかもと お会いできるのを楽しみにし

ていました。年齢も同じくらい、とうか

がって。

たかがい 私も、楽しみにしていました。

さかもと ところで、たかがいさんは、

どうして看護師を目指そうと思ったんで

すか？

たかがい 明確な理由というわけではな

いんですけど……。ひとつの転機は中学

年生のとき。日曜の朝、祖母が頭から

いな、と思ったんです。

ことができる、そういう看護師になりた

なく、こうやって人を安心させてあげる

しました。そのとき、高度な技術だけで

しげな顔で出てきて、家族はみんな安心

んです。数分後、処置室から祖母が誇ら

みましょうか」
と声をかけてくださった

たとき、看護師さんが
「ちょっと、みて

たかがい どうしていいかわからずにい

さかもと なるほど。

りつく島もなく…。

すが
「医師は、学会で不在です」って、と

やっている病院を探して駆けつけたんで

まったのです。家族は慌てて、日曜でも

たかがい つまずいて、額を傷つけてし

さかもと それは、どうして？

血を流して起きてきたんです。

2
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しくて…。

くれたりするんです。それが、とても嬉

持ってきてくれたり、ベッドに案内して

す。そういうとき、看護師さんが毛布を

合室で橫になってしまうことがあるんで

も通院しているとき、体調が悪くて、待

さかもと それ、すごくわかります。私

うことに主眼をおいて考えるので、医師

て、どうしたら苦痛がなくなるか、とい

たかがい 私たちはその方の生活をみ

くれるんですよ。

うが、私の全体をみてくれて、励まして

がかかりました。優秀な看護師さんのほ

野しか診ないので、診断がつくまで時間

しょう」
なんて…、医師は自分の専門分

らなくて…。「腸炎じゃないのか」
「疲れで

さかもと それが、どこに行ってもわか

かかりましたか。

ですけれど、難病認定してもらう手続き

さかもと 私は母親とは仲が悪かったん

したか。

たかがい ご家族は、どのような反応で

あるんだ、と痛感して…。

世のなかには努力しても叶わないことが

して叶うものなら、やってきた。でも、

できるだけの努力はしてきました。努力

事に関してはがむしゃらにやってきて、

た。自分で言うのもあれですが、私は仕

なくなったらどうしよう、と絶望しまし

商売道具。その商売道具が使い物になら

り添う視線をもっていなかったから、そ

れど、今の状況は、私が読者に対して寄

るようになった時期でもありました。け

して、やりたいテーマを書かせてもらえ

ゃん、と…。マンガ家として、物書きと

りました。でも、病気になったらだめじ

ンスにつながれば、という上昇志向があ

会ったり、そういうことで少しでもチャ

さかもと 今までは私には、有名な人に

たかがい 今、お仕事はどうですか。

いました。

みのなかで同じことを思っていらっしゃ

痛みの向こうには精神的なつらさもある

たかがい 高齢の方ですと、病院に来る
とは見方がちがいますね。

たかがい ご自分が難病だとわかったと

けれど、それができなくなるかもしれな

銭的に親の面倒などみたいと思っていた

かわからない病気なので…。いずれは金

べれば調べるほど、今後どうなっていく

は全部母がやってくれました。でも、調

なと思うようになって、苦しんでいる人

では、そのような視点が欠けていたのか

のに癒され、励まされています。これま

なたと一緒だよ」
と寄り添ってくれるも

うになりました。今の自分は
「私も、あ

の報いを受けたのではないか、と思うよ

そこまでみてほしい

だけでも大変ですからね。

もっとわかってほしいですね。
きの、お気持ちは…。

い。それを伝えるのが本当につらくて…。

のそばに立つことができたら、と思うよ

さかもと でも、よく考えれば、高校生

たかがい そうなんですか。

います。

たかがい 不安になります

てしまうんだろう」
と塞ぎこみました。

をしないと、お金は稼げない。「どうなっ

自分で支えないといけない。でも、仕事

という言葉もあります。

ころに、試練は与えられる」

たかがい でも
「乗り越えられる人のと

わせた仕事を可能にしてくれる編集者と

気をカミングアウトして、私の体調に合

に意識は変わってきました。仕事も、病

さかもと それはわかりませんが、確実

できなくなるんです。そういうことを、

頑張ってきたその果ての現実を

たかがい さかもとさんは、ＳＬＥ
（全

さかもと それは……、とてもショック

「今まで頑張ってきた結果が、これか」
と

うになりました。

さかもと 本当にそう。私自身、ものす

身性エリテマトーデス）
を発症されたと、

でした。一番考えたのは、生活の基盤が

天を仰ぐ気持ちでした。

ごくつらいときは、病院に行くことさえ

おうかがいしたのですが…。

どうなるんだろう、ということ…。私に

のときから、塞ぎこむことが多くて…。

よね…。

さかもと 私も、苦しみの

しか付き合えませんし…。今まで一人で

受けて止めるためには

さかもと はい、 年前に認定されまし

は支えてくれる夫もいませんし、生活は

たかがい そこに気づけるのは、以前か

た。ＳＬＥだけでなく、強皮症も患って

陽に当たると調子が悪くなるし、うつ病

さかもと 手の血管が切れ

なかで同じようなことを考

がむしゃらに頑張ってきたけれど、他人

らそういう視点をもっていらしたからで

の薬を服用したこともあるのですが、ま

て、真っ黒くなっていった

えました。横田早紀江さん

や第三者の力を信じることが大切なん

「自分」だけでなく

ったくよくならなかったので…。あの頃

んです。私は漫画を描いた

とお話する機会があったん

だ、と気づかされました。

しょうね。

から発症していたのかなと、今では思っ

り、ものを書く仕事をして

ですが、横田さんも、苦し

「他人」も信じてみる

ています。

きて、手は、言ってみれば

＊

たかがい 診断がつくまで、どれくらい

＊北朝鮮に拉致された横田めぐみさんの母親
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生活のなかで感じられる点は…？。

たかがい 病気と向き合われて、日々の

たかがい たしかに、そうですよね。

とは思いました。

苦手な人には、わかりにくい制度かも、

いただきました。でも正直、調べるのが

と言ったら、とても親切に書類を揃えて

た。そのうえで、先生に認定を受けたい

つなぐ財産のようなものがほしいと思っ

ているときに、患者会のみんなの想いを

たかがい これは私が地域で保健師をし

つくられたんですか。

いさんは、この歌を、どのような思いで

い、と思うようになったんです。たかが

も苦しんでいる人を歌の力で励ました

できることがあるかもしれません。

を少しでも短くするように、私たちにも

たかがい そうですね。その苦しい時期

ずにパニックになってしまうでしょうね。

さかもと 昔から歌っていたわけではな

で始められたのですか。

っています。歌は、どのようなきっかけ

てくださることになり、とても嬉しく思

たかがい 今回、私がつくった曲を歌っ

られたんですか。

さかもと タイトルは、どのように決め

思いました。

張っている人々の思いを、形にしたいと

共有しています。同じ時代で一生懸命頑

格もみんな違うけれど、私たちは時代を

そこから、この歌のいのちを再生する

たかがい では、一緒に行きましょう！

さかもと ぜひ、行ってみたい。

ゃいます。会いに行ってみませんか。

った患者会の方が、仙台にまだいらっし

す。そういえば、この歌を歌ってくださ

てもらっているようで、とても嬉しいで

まタイトルにしました。今でも歌い続け

きることだよねっていうことで、そのま

さかもと 未明（–––みめい）

活動を一緒にしていきたいですね。

特

さかもと 難病だといわれて、一番しん

さかもと だから、どのような制度が利

たことから、できた曲なんです。一番は

情報提供は患者さんの側に立って

どいのは、その病気について調べるとき

用できるとか、そういうことをもっと詳

親身になってしてほしい

なんです。私は調べものをする仕事をし

脳卒中後のリハビリを、二番はピュアな
精神障害の方を、三番は自分を励ますイ

心をうまく表出できなくて苦しんでいる

しく教えてほしいな、と思います。

歌がつないだ想いを

ているし、知り合いも多いので、さほど
苦にはなりませんでした。でも、普通の
お母さんがある日、子どもが難病だと言

さかもと はい。難病認定に関しても、

いんですが、病気を発症して家で塞ぎ込

たかがい これはみんなで決めました。

メージで歌詞をつくりました。年齢も性

病院側は慎重にならざるをえないから、

んでいたときに、ずっと音楽を聴いてい

いろいろ案を出してもらったら、一位が

大北 学

撮影

は、ジャズミュージシャンで、アレンジャー・プロデューサ
ーとしても活躍するクリヤ・マコトさんがプロデュースし
ています
（次ページをご参照ください）。この発売を記念
してさかもとさんとクリヤさんから、読者のみなさまに
プレゼントがあります！ さかもとさんのサイン入りの著書
とクリヤさんのサイン入り最新アルバムです。
詳しくは67ページをご覧ください。

歌によって広めていこう

すべての検査が終わってからでないと言

て、ものすごく励まされたんです。歌に

「人生」
で、二位が
「いのち」
。人生って生

たかがいさんが作曲した
『 人生
（いのち）』の入ったCD

われたら、調べるツールも手段もわから

えない部分もある。だから、とにかく自

はものすごい力があるなと実感して、私

別
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たかがい 恵美子（–––えみこ）
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