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パーソンセンタードケア 

―人生のゴールへの伴走者を目指して― 
 

 介護の基本は『パーソンセンタードケア』。認知症などで要介護になった人が

中心となる生活を実現し、その人が生きるに値する人生を生きる為の手助けを

するのが、介護です。『生きるに値する人生』とは何か、が鋭く問われます。 
 全ての人が、自分にまつわる事柄は自分で自由に決めて生活する権利を有します。

その自由には責任が伴い、権利には義務が付随します。 
 そして世界の高齢者介護では今、『生きるに値する人生』を判断する物差しとして、

『ＱＯＬ＝生命と生活の質』を高める、という視点が中心になっています。６５歳を

超えて高齢期を生きる人にとっては、生命そのものよりも、質の高い生活を実現する

事が最も重要な課題となっています。 
生命そのものを一番大切にする時、死は避けるべき最大のリスクとなりますが、

生命と生活の質を一番に求める時、生活の質を高める為の妥当なリスクを引き受ける

権利がご本人に発生します。自らの死を受け入れる事で、生命の質を高め生きるに

値する豊かな人生が成り立つのです。 
しかしながら現実の介護現場では今、あらゆる場面でご本人のリスクを少なくする

義務と責任が介護職に求められ、世間も其れを後押しして限りなくリスクを少なく

する努力を求め、責任を問い掛けます。 
要介護のご本人に妥当なリスクを引き受ける権利があり、その権利を支える処に

介護の専門性を見い出す視点は、今の日本社会では一般的ではありません。しかし、

『パーソンセンタードケア』の立場は、妥当なリスクを引き受ける 
権利を含めて生きるに値する人生、と主張します。 
 

≪次ページに続く≫ 

              せいりょう園 渋 谷  哲  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
≪前ページより≫ 
 

星野富弘さんの『いのち』という詩があります。 
『いのちが一番大切だと 思っていたころ 生きるのが 苦しかった  

いのちより大切なものが あると知った日 生きているのが 嬉しかった』 
生きる喜びや嬉さを知る高齢者にとって、死は避けるべきリスクではなく、目指す

べき人生のゴールに成り変ります。ゴールを目指して準備を整える事が、即ちＱＯＬの

高い生活になるのです。 
人は生と死を連続して生きています。死の瞬間も含めて生活は連続し、死後にも

続きます。認知症の人にもその生活の質を高めて生きる権利があり、その介護も、

生と死の連続する生活の質を高め、ゴールを目指して認知症の人に伴走します。

生活の質を自らが判断できなくなった認知症の人にとって、ゴールに向けて何の

価値が高いのか、が鋭く問われています。 
 認知症の人の側に居ると、彼らが全力を尽くして懸命に生きている事に

気づきます。長年の社会生活で培った逞しく強かな生活力や生命力を懸命に

発揮して、豊かに生きている姿に出会います。一方で、老いと認知症により心身の

機能が低下し、様々な事柄が出来なくなり、確実にゴールに近づいている事を

悟ります。認知症の人がゴールを目指して如何なる準備を整えるのか、の判断が、

結局は我々介護職に委ねられている現実に、身の引き締まる思いが致します。

介護する人の思想や価値観がゴールの仕方を左右するのです。 
 ご本人の指示や意向に従って介護する、という訳には行かない介護現場であるから

こそ、理念や原理・原則が大事になってきます。理念に添って考え、原理・原則に

則って判断する事が、家族であれ介護職であれ、介護する立場の人に共通する出発点

となり、その上に立って介護を決める為の共通する議論の場が成立します。 
 様々な生活行為が上手くこなせなくなって行く認知症の人に寄り添う時、結果は

上手く出来なくとも懸命に生きるその姿こそが、生きるに値する人生であり、人生の

ゴールを目指す尊い姿である事を認め、其れを支える社会であり、伴走する介護職で

ありたい、と願います。 
 そして、『如何なる形で伴走すれば良いのか』と日々判断に迷う介護職にとって、

ご家族や多くの地域の方々の意見を聞き、必要な介護を決める為の共通する議論の

場を持つことが、非常に重要になってきます。 
 認知症の人、介護するご家族、隣人、そして多くの介護職の人と、様々な視点から

意見を出し、議論をする中で自らの価値観を確立し、伴走者として自信と誇りを

持って認知症の人をゴールに迎えたいと願っています。 
 



 
 

            機能訓練指導員 鍼灸マッサージ師 橋本 圭弘 
 
 最近、周りを見回してみても、老人ばかりではなく、若い人たちにおいても男女とも独り

暮らしの人が目に付く。我が家の親戚もその例外ではない。３０代半ばになっても結婚しようと

しない者も多くなった。これまでの時代には考えられない現象だ。 
 結婚というのはバブル期前までは女性の完全就職口というようなイメージがあり、世間もその

ように理解していたように思う。ところがその考えは大きく変わってきている。というのは、

特に女性において、同じシングルでも、５０歳代以上の女性と今３０歳代の女性とでは過ごして

きた環境が大きく異なる。前者は結婚できなかった敗北者のイメージがあり、後者では自己の

考えに基づく自分の選んだ道としてのシングルの解釈である。これはバブル以降におきた「男女

雇用機会均等法」という法律の影響が大きい。女性に経済力が付いて、女一人でも男に頼ること

なく生きて行けるようになったからだ。つまり、窮屈で煩わしい嫁姑の関係から逃れられない

完全就職などは、真っ平御免の世の中になったのである。 
 未婚で生きるかどうかは個人の自由ではあるが、国としては由々しき問題ではないだろうか。

テレビを見ていても、今の若い人たちは、人口が減り、高齢者の年金を支えられなくても自分達

には関係ないと思っている人が多いように思う。彼等の言動を見ていると、そんな風に思えて

ならない。  
 このように、子供の数が減っていることは、将来、客観的に見て、現在の地球が環境の悪化に

よって、どこまで持つか判らないから、人間も動物である以上、本能的に将来を予感して子供を

産まないのかも知れない。 
 第１次ベビーブームの時代から５０有余年、子供を取りまく環境は変わり、プレハブ教室を

急造した学校は、今や廃校しているところもあると聞く。当然のことながら、狭き門であった

大学入試も、今ではより好みしなければ、全員が入学できるような状態になっている。 
 人口統計表によれば、若い人が減り、お年寄りが増え、６５歳以上の独り暮らしも大幅に

増えているが、その８割が女性だという。つまり、女性は結婚しようがしまいが、女性の大半は

いずれ独りになるのだと言っても過言ではない。そして、長い長い老後を独りで暮らすことに

なるのだ。 
 このような状況の下、世間では、独り暮らしの人に、「独り暮らしは大変ですね」と憐憫の

情を持って言う人があるが、自分だって間もなく一人暮らしになるのだということに気づいて

おられないのは皮肉だ。独り暮らしはみんなのことなのだ。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

独居予備群談義 （２）
 

 

○入所判定済み者 ３１２名 グループの内訳 
Ⅰｸﾞﾙｰﾌﾟ…１１５名／Ⅱｸﾞﾙｰﾌﾟ…１３２名／Ⅲｸﾞﾙｰﾌﾟ…６５名 

 
 ○入所判定済み者の現在状況 

在宅１１２名／特別養護老人ホーム入所中９名／医療機関入院中８１名 
老人保健施設入所中７９名／ケアハウス入居中３名 
グループホーム入居中１０名 
 

辞退その他：せいりょう園入所３名／他施設入所４名／辞退２名／死亡９名 
                                       

 せ い り ょ う 園 待 機 者 状 況      ＜平成２１年 ８月１１日現在＞  



 
 
 

Ａ子さんの看取りについて 

 

グループホーム憩の家 介護士  岸野 安子 

 

 私は、３月末に『グループホーム憩の家』に配属になり、Ａ子さんとは２ヶ月程関わらせても

らいました。最初に私を見て「あんた、誰。見たことない顔ね」とちょっと意地悪っぽく言われ、

「今日からお世話になります。よろしくお願いします」と挨拶すると、にっこりと笑顔を返して

下さり、その笑顔がとてもチャーミングで印象的だったのを今でも思い出します。 

 ４月末頃までは半日はベッド臥床、半日は車椅子で「お父さん、お母さん」「パパ～どこへ

行ったの～」等、大きな声で独り言を言いながらホールを自由に行き来されていました。そんな

元気なＡ子さんでしたが低血糖を起こしやすい為、いつも気を付け見守りをし、その様な状態に

なられた時には少し甘い物を勧めると「ああ美味しい。生き返った」とにっこりとして、また

ホールを行き来されます。 

 ５月に入り、あんなにいそがしそうに食事をされていたのに、自分で食べようとしない回数が

増え、中旬頃はほとんど全介助になり、下旬頃には何も食べない状態になり、アイスクリーム・

飲み物で対応する日々と同時に体調悪化の為、ご家族に連絡、Ｄｒに連絡、往診してもらい、

今後のことを話し合っていただき、結果『延命はしない』とのこととなりました。 

 ターミナル期のお世話をさせていただくのは初めてという職員がほとんどで、どうしたらいい

のと職員の中で不安がいっぱいでした。いつもと同じように接し、こまめに様子観察をしご家族、

Ｄｒ、訪看、職員間で密に連絡を取り合ってお世話させていただきました。亡くなられるその日、

Ｄｒより「今日あたり危ないかもしれない」との言葉があり、ご家族に連絡して来ていただき、

「一度帰って来ます」と言われ、帰られた間に亡くなられました。 

 私たちに出来る精一杯のことをさせていただいたと 思っています。旅立ちの日には職員一同

お見送りをさせていただきました。

～かけがえのない一刻
ひととき

を 介護現場発信情報 

ケアハウス等空き情報 ＜平成２１年 ８月１７日現在＞  

≪ケアハウス≫ 
・シスナブ御津  ：1 人部屋２室   ・ｳｪﾙﾋﾞﾝｸﾞはりま ：１人部屋 1 室 

・香楽園     ：２人部屋１室 

・青山苑     ：１人部屋１室   ・ｹｱﾊｳｽｱｾﾞﾘｱ   ：１人部屋 1 室 

         ：2 人部屋 1 室            ：2 人部屋 1 室 
   

≪バリアフリーマンション≫ 
リバティかこがわ      １室 

 

[問合先]せいりょう園介護相談室   ℡(079)421-7156/(079)424-3433   



  介護者の集い－認知症サポーター養成講座－ 
テーマ「家族の役割、地域の役割」 

 

せいりょう園老人介護支援センター  

社会福祉士  吉田 知一 

 

認知症を患っている方は、家や施設、様々な

環境で暮らしていらっしゃいます。どんな環境の

中でも家族の関わりと地域の関わりは重要な

役割を持っていると思っています。 

今回の介護者の集いでは、「家族の役割、

地域の役割」二つの役割をテーマに話をさせて

いただきました。 

 

○家族の役割 

平成 14 年 4 月から平成 20 年 11 月まで「せいりょう園グループホームまどか」で入居

されていた伊藤さんのご家族より、入居される以前のお話からグループホームで看取り

を迎えるまでの家族の葛藤や気持ちの揺れ動きについて話していただきました。 

 

・まどかに入居してからも、家族に何回も電話をかけてきたり、一人で外出し戻って

こられなくなったこともあり、家族にとっては心配することや葛藤することがありました。

しかし、まどか職員のサポートや通りがかりの方に保護してもらったり、おおらかな

見守りの中で本人の持っている力を発揮できたのではないか、と今では良い環境だった

と思っています。 

・介護保険の認定更新の際、本人の介護度が下がる。 

施設の生活は、本人の出来ないところは介護職員のサポートがあり住環境もバリア

フリーなので、自宅で一人暮らしをしていたころよりも本人の持てる力を発揮した

生活を行えているように思いました。それは本当にありがたいことだと思います。しかし、

できることが多くなったという理由で軽く認定されてしまったのです。本人の持って

いる力を正確に認定してもらいたいのと、現場で働いている方達の介護量に見合った

認定をして欲しいと思い、不服申し立てをしました。 

・入居中に他の家族の介護や死、長男の結婚など、様々な出来ごとがあったにも関わらず、

母と笑顔で接することが出来たのは、まどかに入居することで、お互いに心の余裕が

あったからだと考えています。週に一度の面会だからこそ笑顔でいることが出来たのです。 

・看取りの時期を迎え、職員と今後の生活について確認する。食事があまり摂れなくなり、

胃ろうという手段も考えたのですが、まどか職員や訪問看護師のアドバイスを聞いて、

延命治療はせず、本人の力に任せ、まどかで最期までお世話になることを判断しました。

最期は次男夫婦と看取ることが出来ました。夜中であったにも関わらず園長、まどか

主任、職員、訪問看護師、皆さんが駆けつけ見送ってくださり、穏やかな最期を迎える

ことができました。 

伊藤さんご夫妻 



○地域の役割 

社会福祉協議会ボランティアセンター本山さんより、地域住民の方が出来ること、

地域の役割について話していただく。認知症サポーター養成講座を受けた後、どのような

活動が出来るのか、について話していただきました。 

 

・こういった講座を受けてもらった後、それぞれの活動を考えるが、なかなか続かない

のが現状。自分の思っているボランティアのイメージと周りが要求するイメージに

ギャップを感じることがあります。まずは、活動の中で楽しむことを発見し地域のお節介

焼きからはじめてください。 

 

○グループワーク 

 家族の役割、地域の役割の二つの視点の話を聞いて、自分達が家族なら、地域住民なら

何が出来るかを話していただきました。 

家族の役割 

・ 延命をするかしないかは、たとえ家族であっても難しい判断でケースバイケースだと

思う。その都度の判断が必要なのだろうが、私自身が親にもしものことがあって判断が

出来るかどうかは、その時になってみないと分からない。逆に私にもしものことが

あった時に、子供たちがどういう判断をしてくれるのか、考えさせられた。普段の生

活から自分自身の最期について考え、家族に話をするようにしたい。 

・ 正式な遺言書ではないが、自分がどのような最期を迎えたいかを書き残しておくような

書式があり、それに書いている。事前に家族とも死についてよく話し合ったりして

いる。 

・ 施設に入所していることが理由で介護度が落ちるのはおかしい。厚生労働省や行政

職員は机上の空論で話すだけではなく、介護現場に研修し何が起きているのかを自分の

目で見て欲しい。 

・ 実際に家で最期まで母親を看取りましたが、一人では大変だった。家族の支えや

地域の方の支え、介護のプロの方たちに助けてもらいながら看取ることが出来た。 

地域の役割 

・ ボランティアも魅力がないと続かない。市町村によってはボランティアポイントと

いうポイント制を採用しており、自分が困った時にそのポイントを使うなどの取り

組みをしているところもある。 

 

ボランティアのやりがいとは、その人が何にやりがいを感じるかの価値観でしかなく、

私たちが考えている普通の生活、自然な生活とはどういったものでしょうか。家族が

いて友達がいて近所づきあいがあるように、何らかの関係を他人と持っています。普段、

私たちはそれが当たり前のように過ごすことができていますが、介護が必要な方、認知

症を患っている方にとっても同じく、他人との関わりは自然なことなのだと思います。

逆に家族や他人とまったく関わりのない、孤立した生活とは、不自然な生活なのかも

しれません。 

 今回の介護者の集いでは、認知症になり、どこで生活し最期を迎えようとも、家族や



地域の方達との関わりの大切さを感じることができました。まどかで生活されていた

伊藤さんのご家族のお話の中でも、入居されてからの家族の関わりについてのお話を

していただきました。 

 

 看取りが近づくにつれ、最期をどのように迎えていくか、延命を望むのかどうか、と

いった判断はご家族にとってはもっとも葛藤される部分ではありますが、私たちでは

出来ない部分でもあり、ご家族の関わりが重要であると感じています。私たち職員に

とっても、ご家族とのコミュニケーションを頻繁にとることによって、信頼関係を築いて

いくことが大切であると感じることがあります。 

地域や施設、病院、どこで最期を迎えたとしても、それまでの生活の質がどうだった

のかというケアの質と、それまでの他者との関係がどうだったのかという一社会人と

しての尊厳が大切なのだなと考えさせられました。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
次回の介護者の集いは？ 

８月の介護者の集い       テーマ「せいりょう園の暮らし」 

９月の介護者の集い       テーマ「看取りと緩和ケア」 
 

出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』 

 
 

８月 １日(土) 園長との懇談       ８月１９日(水) 音楽療法       

 ８月 ５日(水) 音楽療法                 自彊術療法 

        自彊術療法                郷土料理（鯛めし） 

８月 ８日(土) 夏祭り          ８月２６日(水) お話グループ・福寿草の会 

８月１１日(火) 昼食会（鱧鍋）              音楽療法 
８月１２日(水) お話グループ・福寿草の会         自彊術療法 

        音楽療法         ８月２８日(金) 介護者の集い 

８月１３日(木) お盆の法要               ～せいりょう園の暮らし～ 

８月１７日(金) 美容の日          ８月３１日(月) 理容の日 

                     

郷土料理  鯛飯 

 
愛媛県の郷土料理のひとつ。 

一尾丸ごと焼いた鯛をしょうゆや塩で味付けした半炊き状態の炊き込みご飯の上に 

載せ、さらに加熱して完成させる。通常土鍋で提供されるもの。今治などの東予や 

中予地方の松山・北条等で食べられる。最後はご飯と混ぜて食べる。 

同類として、鯛麺、鯛そうめん(瀬戸内海沿岸の郷土料理)がある。 

せいりょう園 ８月の行事 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

せいりょう園  夏祭りの様子 
２００９．８．８ 

 

 

 

 

 

今夏一番の暑い日でした 

が、多くの方々にご参加 

いただきました。 

汗をふきふき、 

利用者の方々も 

踊りの輪に入られ 

ました。 

ヨーヨー釣りは 

難しいネ！！ 


