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介護疲れに執行猶予 

 
１３年間の介護に疲れた夫が寝たきりの妻の首を刺して殺人未遂罪に問われた事件の裁判

員裁判で、９月９日に懲役３年・保護観察付き執行猶予４年の判決が山口地裁で言い渡され、

１０日の新聞に裁判員の感想が載りました。 
 そして同じく１０日の新聞に、加古川市内で知的障害のある４１歳の長女と無理心中を

図り、娘を殺害したとして９日に６４歳の母親が逮捕された事件が載りました。 
 自力では生活できない要介護の妻と知的障害の娘を、長年に亘って介護し養育してきた

夫と母親が共に疲労し、将来を悲観し、命を絶つ事で解決を図ろうとした共通点に、介護に

携わる職業人として、何か重い荷物を背負ったように感じています。介護保険法を創り、

障害者自立支援法を創っても尚、障害のあるご本人も、介護するご家族も、双方共に救えない

介護現場の現実に、大きな無力感を抱きます。 
 新聞記事で見る裁判員の感想や学識者のコメントには、保護観察つきの執行猶予を好意的

に受止めている様子が伺えます。１３年間の献身的な介護には頭が下がる、と言う裁判員。

地域の協力や法の整備・行政の対応に注文をつける裁判員。介護の負担やつらさを考慮し

市民の意見を反映した妥当な判決、と評価する大学教授。しかし紙面には、要介護になった

ご本人の生きる権利や、社会での存在価値についてのコメントは見当たりません。 
 介護に疲れての心中事件は、随分と昔から起きていた問題であり、その解消を目指して

介護保険法や障害者自立支援法が施行されてからも後を絶たず、今なお新しい問題であり

続けています。 
高齢者介護の現場では、認知症の人が戸惑いながらも懸命に生きようとする姿に出会います。

社会の一員として柔軟に生きて高齢期を迎えた人間にとっては、他者との距離を測り、自ら

の居場所を懸命に探る生活力は、長年の生活で培った経験則として認知症になっても健在

であり、戸惑いの生活の中でもその鋭い観察力に驚く事がしばしば起こり 
ます。自力では生きることが出来ない人が、他者に命を委ねながらも、命の 
限りベストを尽くして懸命に生きる姿は、他者と社会への信頼感が在れば 
こそ可能な姿です。 

≪次ページに続く≫ 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

≪前ページより≫ 

看取りのときを迎えようとするお年よりの、自然物として自らの命が尽きるまでを、ひた

すら懸命に生きようとする旺盛な生命力は、側に居る者に畏敬の念を抱かせます。そして

介護現場では、最期に近づくに連れて生命活動の不可思議な出来事にも、よく遭遇します。 
命を委ねてくれる彼らの信頼に応えて介護する者にとっては、その旺盛な生活力や生命力

を感じるとき、或いは生命の終焉を巡る不思議なめぐり合わせに出会うとき、何物にも変え

難い大きな喜びを感じる瞬間となり、感謝の気持ちが起こります。 
介護する者は其処で、要介護になって生きる人の社会的な役割と存在価値に気づき、

改めて彼らの生きる権利を支える事の大切さを認識いたします。 
介護の社会化は、介護する家族に対して、要介護のご本人を含めて他者と社会を信頼する

事を求めています。しかし、介護に絡んで心中や殺人に至るご家族は、要介護者ご本人の

生活力や生命力を信頼せず、そして他者と社会も信頼できず、自分だけで介護を背負い込ん

でいきます。そしてその負担と苦しさに疲労し、介護に喜びを感じることが出来ずに将来を

悲観し、ご本人の生きる権利を否定して最悪の結果を招いているように思います。 
社会を構成し、社会の一員として生きる人間にとっては、自己を確立すると同時に、他者

を信頼する事が、最も重要な要件です。心中や殺人事件を犯すご家族は、決定的にその要件

を欠いています。 
介護するご家族にはまず、障害をもつご本人を信頼し、そして他者と社会を信頼する事を

求めなければなりません。他者を信頼しない家族の犯罪行為に対して、安易に同情や共感を

示す社会の風潮には大きな違和感を覚えます。個人としても社会としても、間違いは間違い

と指摘する勇気を持ちたいと願います。 
かつて社会全体が貧しい時代には『捨て子』をする親がいました。そして今、『赤ちゃん

ポスト』が注目されています。決して望ましい姿ではありませんが、その根底には他者と

社会への信頼感と、自然への畏敬の心が流れている事を強く感じます。 
 今の日本は人口減少社会に入っており、百年後の人口は今の半数以下と予測されています。

物質的には豊かな日本社会で今、次の世代に社会を引継ぐことが難しくなっているのです。

出産や子育てに臆病な若い世代の人には、他者と社会への信頼感が薄らいでおり、物質的に

豊かな日本社会が、精神的な繋がりの貧しい社会になってしまったように感じます。 
 老いて完結する生命と、新たに誕生する生命は共に、他者と社会への信頼が根底に流れる

処でこそ安心して、その一員として存在できるのです。 
 自力で生きる事が出来ない人を支える介護現場が、信頼に値する社会である事を証明する

事業であり、そこで働く我々が信頼に値する職業人である事を望みます。他者と社会への信

頼こそが、持続可能な社会と持続可能な制度を実現する出発点である事を、介護現場から強

く発信したい、と願っています。 
せいりょう園 渋 谷  哲 

ケアハウス等空き情報 ＜平成２１年 １０月１６日現在＞ 

≪ケアハウス≫ 

・恵泉      ：若干       ・第二ケアハウス ：若干 

・青山苑     ：1 人部屋１室   ・あさなぎ    ：２人部屋１室 

・シスナブ御津  ：１人部屋２室   ・香楽園     ：２人部屋１室 

・ｹｱﾊｳｽｱｾﾞﾘｱ   ：１人部屋２室 

         ：2 人部屋 1 室 
   

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



 
 

今回は加古川町南備後にある浄土真宗本願寺派教泉寺 (キョウセンジ)の橋本行正(ギョウセイ)

ご住職に来て頂いた。冒頭、自分は浄土真宗本願寺派の住職だから浄土真宗の話しか出来ません。

今日は浄土真宗から見た仏教観について話しますと切り出される。 

人が亡くなった時、私達の周りにはいろんな迷信がある。一番多いのが亡くなれば皆仏様で

あるのに、死んだものは汚いとするとらまえ方である。個々にもいろんな迷信がある。 

＊ 茶碗に飯を山盛りにして、箸を一本立てる。 

これは｢あなたの食べるお箸はもう一本しかありません。帰ってこないで下さい｣ 

＊ 茶碗を割る。 

これも｢もうあなたのお茶碗はありません。帰ってこないで下さい｣ 

＊ 出棺の時、親戚一同がお棺を担ぎくるくる回る。 

これは｢死者が目を回して方角が分からず、帰って来れないようにする為｣ 

＊ 所によっては出棺の時、部屋の壁をぶち抜いて出棺し、壁を元通りに補修する。 

これも｢亡くなった人が出て行った所から帰って来ないようにする為｣ 

人は真面目にこれらの迷信を守っている。何故こんなことをするのか、考えて欲しい。 

浄土真宗の暦には六曜(大安、赤口、先勝、友引、先負、仏滅)はない。六曜は中国三国志の時

代の軍師、諸葛孔明（しょかつこうめい）が作ったもので迷信であり、中には間違って伝わった

ものもある。例えば｢仏滅｣は正式には物滅で「今日戦ったら負けて全てを失う」。｢友引｣は正し

くは共引で「今日は戦っても引き分けの日」。｢先勝｣は「今日は午前中戦ったら勝てる｣。｢大安｣

は｢今日は 1 日中勝機がある｣。｢赤口｣は｢昼をはさむ 1 時間ほどの戦いには勝てる｣。｢先負｣は話

されなかったが、｢午前中の戦は負け戦｣だろう。これは全て軍師が兵士の士気を巧みに操ろうと

して用いた策であり、何の根拠も無い迷信に過ぎない。大切な時を迷信に惑わされ無駄に費やす

ことは誠につまらないことである。 

また人間界は失くしていく世界であると言われる。｢若さ｣を、「健康」を、「生命」を失くして

いく世界。このことは誰しも思い通りにはならない事であり、それは「苦」そのものである。

いろんな苦がある。生老病死(しょうーろうーびょうーし：生きること、老いること、病むこと、

そして死すことへの苦しみ)、又愛するものとの別れの苦しみもある。仏教はこれらを乗り越え

て行こうとするものである。死者の霊は『六道』の中をさまよい、満中陰になってどこかに生ま

れ変わる。『六道』とは【地獄・餓鬼・修羅・畜生・人間・天上】のことで、何れも迷の世界を

示す。しかし浄土真宗では誰もが浄土に生まれ変われると説く。他方、修行などによって煩悩

を断ち切り、極楽浄土へ往生しようとする教えもある。煩悩とは地獄に落ちる種(原因)であり、

貪(トン：欲)、瞋(シン：怒り)、癡(チ：愚痴) が三煩悩とされる。人は仏の前に立つとき線香を

立てる。これは煩悩をもった人間は汚いから、仏前に立つとき香を焚いて匂いを消す。しかし

浄土真宗の教えは「本願を信じ、念仏申さば佛になる」。いかなる煩悩があってもいい、ただ

「南無阿弥陀仏」と唱うれば皆、浄土に生まれ変わることができる。死とは素晴らしい世界に

生まれ変われることなのであると説く。 

最後に一枚の仏画について話される。それは井戸を描いたもので井戸の外には虎がいる。井戸

の中に木の枝から蔓が伸び、それに人間がつかまっている。井戸の底には毒蛇がいる。枝に白と

黒のネズミがいて蔓をしきりにかじっている。その少し上に蜂の巣がある。人間はネズミを追っ

払おうと必死で蔓を揺さぶる。するとそのうち蜂蜜が一滴ポタリと人間の口に当たる。井戸の外

に出れば虎がいる。底に落ちたら毒蛇がいる。命綱の蔓はネズミにかじられている。絶体絶命な

状態で、一滴の蜜の味に心を奪われてしまう。それが人間なんです。ただ一時の楽しみに心を動

かされてしまう。自分にプラスになるものは 受け入れ、そうでないものはみんな 捨ててきた。

自分勝手でたくさん煩悩を持っているのが人間である。しかし煩悩を絶たず浄土に行くことが出

来る。私達の前には用意されている世界がある。それが浄土の世界なのである。何人にも浄土が

ある。必ず等しく一つ所で会う。「機会があれば又会いましょう」。と笑顔で講話を終えられた。

ありがとうございました。 

 仏教講話より ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ  谷澤 高明 



 

 

 

せいりょう園  渋 谷  哲 

９月６日に行われた２市２町グループホーム協会の総会記念事業『認知症サポーター養成講

座』では、地域で気配りをしている民生委員さん、現に家庭で介護しているご家族、グループの一人

が認知症になってからの苦労と学びを話された地域の仲間たち、グループホームで親の看取りを体

験されたご家族、家族会の代表、等々の話に、あっという間に時間が過ぎてしまいました。 

 本当に良い時間を過ごせた事に感謝し、これからの協会の活動について参考にするべき提案を幾

つか戴き、此処で整理しておきたいと思います。 

 そして９月１０日、興味深い２つの新聞記事がありました。一つは、山口地裁での裁判員裁判。寝

たきりの妻を１３年間献身的に介護した夫が殺人未遂に問われた事件で、懲役３年・執行猶予４年

と判決された事。 

 二つ目は、加古川市で４１歳の知的障害の娘と６４歳の母親が無理心中を図り、娘が亡くなった

事件。両事件の底流には、自力では生きられない人の生きる権利と社会での存在価値を問い掛け

る、認知症介護に通じる大きな課題が在り、更には他者と社会への信頼感を見失うご家族の現実

が見えてきます。社会制度と専門職と地域社会への大きな宿題として受止めたいと思います。 
 

① 若年認知症の介護について＝研究テーマ１ 

   認知症の人の介護が大きな社会的な課題として注目を集め、多くの介護サービスが提供され

ていますが、その多くが７０代～８０代以上の後期高齢者層を対象としています。４０代～５０代で

発症する若年認知症の人の参加については、当事者同士にも、介護職員にとっても、その年齢

差と体力差に違和感があり、何となく戸惑っているのが現状です。対応の仕方にも違いがあるよう

に思います。 

若年であり、様々な機能と能力も有しており、職業上の立場や収入の問題にも深く踏み込む必

要性が出てきます。又一方で、若年ながらも、回復の余地が少ないことも認めなければなりません。 

   研究課題の一つとして取り上げ、歳は若くとも人生のゴールに向けて確実に歩み始めた事を肯

定して、様々な角度から課題を検討し、議論を深め、若年認知症の人との共生を図ることの出来

る地域社会の実現に向けて、多くの方々の理解と協力を得て、一歩でも二歩でも進んで行きたい

と願います。 

 
② 介護家族の支援、並びにご家族との協働について＝研究テーマ２ 

   認知症の人と同居するご家族は、認知症の治療と症状の回復に望みを繋ぎながらも、生活

リズムのズレが徐々に大きくなり、２４時間を通して気の抜けない生活に疲れ、ご本人の居ない時間

を創り、その間にご自身のリフレッシュを図る必要が生じてきます。 

   デイサービスやショートステイの利用がその役割を果たしていますが、サービスの利用が増える程

に、家庭の中ではご本人の居ない生活が定着し、施設への入所に繋がって行きます。地域で、

そして自宅で生活する事を支える在宅介護サービスの利用が、むしろ自宅から離れる結果に繋が

っているのが現状です。そして全面的に介護を担おうとするご家族の中に、介護の疲労から将来

への悲観が芽生え、心中や殺人事件に繋がっているように思います。 

   ご家族を疲労させない介護でなければ、長く続ける事は出来ません。 

 介護から喜びや楽しさを感じ取る事が出来れば、ご家族も疲労せず、自宅で介護が続けられる

のだと思います。喜びや楽しさを生む介護をご家族と協働して探したいと願います。 

 
２市２町グループホーム協会： 

認知症介護研究のテーマについて 



  そして、グループホームに住むようになっても、家族である事に変わりようがありません。グループホ

ームを居住の場として、家族とどの様に係わりながら、どの様な暮らしを実現するのか、そして人生

のゴールに向けてどの様な準備を整えるのか、全てがご家族と介護職との協働により、実現するも

のです。 

  特に、ゴールに近づくにつれ、様々な角度と視点から起こり得る事を明確に想定し、共通の認識

の上で、覚悟を決めて対処しなければなりません。その過程にこそ、ご本人がご家族と介護職に贈

る、最後で最高のプレゼントが潜んでいます。そのプレゼントを受け取るご家族と介護職は共通して、

介護から喜びや楽しさを受け取る事ができるのです。 

  ご本人の生活の質を高める為の妥当なリスクを見極め、ご本人成りの生活のリズムを整え、生活

者として主体的に生きて人生を締め括って戴きたいと願い、研究課題の一つとして取り上げ、ご家

族と協働して喜びや楽しさを生む介護を探ります。 

 
③ グループホーム入居者の延命治療について＝研究テーマ３ 

  多くのグループホームで、身体的にはお元気な状態で入居された方が、数年を経て機能が低下

し、人生の終末期を迎えておられます。そして今、食事の摂取や嚥下の困難さに出会い、ご家族

や医療関係者から胃ろうや気管切開の要望が増えています。 

処置そのものの是非と共に、処置後の生活における介護と医療的な処置について、様々な角

度から検討し、作業の分担や費用の負担についても、ご家族との合意が必要となっています。多

くのホームで、退所をお願いするかどうか、大いに悩んでいます。退所で一件落着する前に、終末

期にあるご本人のＱＯＬについて、関係者で深く議論するべき課題だと考えます。 

  ご家族にとって、ご本人の死は大きな悲しみでありますが、ご本人にとっては人生のゴールであり、

悲しみである以上に、長い人生を締め括った充実感や達成感を感じる瞬間であるはずです。又、

新たな旅立ちへの期待感に満ちた瞬間でもあるように思います。 

  見送る側の、悲しみを避けたいとの想いを優先させるのではなく、パーソンセンタードケア、ご本人

のＱＯＬを優先して対処して欲しい、と願います。 

  認知症の人のＱＯＬについて、そして社会での存在価値について、関係者の間で十分に議論をし

た上で、対処の仕方を決めたいと思います。協会として一年間をかけて研究する課題の一つとし

て提案いたします。 

 
④ 認知症介護で常識と思われている物事について、素直な疑問が生じてくることがあります。

介護現場での現実の姿に在る真実を見抜き、其処から物事を発想して行きたいと考えます。

＝研究テーマ４ 
 
  ・環境の変化はダメージが大きい 

＝病院で混乱していた方が特養に来られると落ち着かれます。特養で不安定であった人が

グループホームでは落ち着かれます。家庭から特養に入られると混乱する方が結構おら

れますが、グループホームでは案外と早く馴染み、混乱も無く落ち着いて暮らしておられます。 

環境を変える事が悪いのではなく、生活の中で培った感性や感覚が役立つ環境か否か、

が問題なのだと思います。 
 

  ・馴染みの関係と環境が一番望ましい 

＝住み慣れた地域が見知らぬ土地になり、何十年と暮らした家が見知らぬ家になり、愛する

家族が見知らぬ人に映るのが認知症です。老いも認知症も、絶えず変化と変身を求めて

きます。ご本人は変化を受容して、柔軟に変身して生きています。その逞しくて強かな生活



力や生命力には感動すら覚えます。 

認知症の人は変身した姿で、今を懸命に生きています。過去や前歴は大きな参考にはな

りますが、決定的な答えではありません。今の立ち居振る舞いを観て、ご本人の変化に応

じた順応性や適応力を感じ取る事が重要だと思います。そして、ご家族や介護職にも、ご

本人の変化に応じて変化する柔軟性が必要であり、適度な距離感を保つ感性が求めら

れます。心中や虐待の背景には、馴染みの関係が煮詰まり、濃厚に成り過ぎた関係性が

潜んでいるように感じています。 
 

  ・出来る事を見つけて楽しもう、役割を見つけよう、成功体験に学ぼう 

＝認知症になってもまだまだ沢山の力が残っており、様々な働きかけの工夫で、楽しい暮らし

も可能です。しかしその後に必ずゴールが訪れます。老いて長い人生のゴールを迎える時、

誰しも満足感や達成感を持ってゴールを迎えたいと願います。 

最期が近づくにつれ、様々な事柄が出来なくなり、役割が果たせなくなった時にも、満足

感や達成感を感じながら人生を締め括りたい、と願います。そして見送る側には、その共感

が望まれます。見送る人に老いと死を肯定する思想や価値観がなければ共感できません。 

『スローグッバイ』。夫がアルツハイマーと診断された時、ナンシー夫人がレーガン元大統領

との別れを確信した上で、長い別れの生活を覚悟した言葉です。介護現場においても、別

れを覚悟した上で、今できる役割を探り、今の成功を体験したい、と思います。そして死に

逝く姿にこそ、人生の最後で最大の役割が潜んでいる事を忘れないで欲しい、と思います。

『楢山節考』のおりん婆さんの姿に、老いの理想を学びたいと心より願います。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

月曜日  のびのびルーム（自彊術） 

火曜日  のびのびルーム（映画会） 

水曜日  のびのびルーム（カラオケ） 

      音楽療法 

      自彊術療法 

      お話グループ・福寿草の会 

木曜日  のびのびルーム（自彊術） 

金曜日  ピアノ教室 

 

せいりょう園 毎週の行事 

○入所判定済み者 ３１５名 

 グループの内訳 
Ⅰｸﾞﾙｰﾌﾟ…１１３名／Ⅱｸﾞﾙｰﾌﾟ…１３３名／Ⅲｸﾞﾙｰﾌﾟ…６５名 

 
 ○入所判定済み者の現在状況 

在宅１１９名／特別養護老人ホーム入所中９名／医療機関入院中８５名 
老人保健施設入所中７８名／ケアハウス入居中５名／不明５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２名／死亡２名 

 せ い り ょ う 園 待 機 者 状 況      ＜平成２１年 １０月１３日現在＞  

 

１１月 ２日(月) 仏教講話 

１１月 ４日(水) 誕生会 

１１月 ７日(土) 園長との懇談 

１１月１１日(水) 昼食会        
１１月２０日(金) 郷土料理 

１１月２７日(金) 介護者の集い 

～感染症について～ 
      

≪１２月 ３日(木) ロンドンアンサンブル≫ 

せいりょう園 １１月の行事予定 



 
  

 介護者の集い－認知症サポーター養成講座－ 
テーマ「看取りと緩和ケア」  ９月２５日 

 
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 
 

このあいだ、山城新伍さんが老人ホームでお亡くなりました。私はそのニュースを

インターネットで見ましたが、見出しが「山城新伍さん最期は老人ホームで亡くなる。

さびしい最期だった。」というものでした。あきらかに老人ホームで亡くなるということ

に対して「さびしい」という表現を使っているように思いました。なぜ、老人ホームで

迎える最期をさびしいと決め付けてしまうのか。老人ホームは決してさびしい場所では

ありません。 

老いて介護が必要になって、どのように最期を老人ホームで迎えていくのか、看取り

をどのように行っているのか、接する機会がないのではないかと思うのです。 

今回の介護者の集いでは、せいりょう園で行っている看取りの際のケアをできるだけ

イメージしてもらえるように事例を交えて話をさせてもらいました。 

 

○看取りの事例発表 

・Y さんの看取りについて ユニット型特養職員より 

もともと、自分の思いをつらぬかれる方で、食事が欲しくない時は拒否をされる方で

あった。ターミナル期となり、食べ物も水分もほとんど受け付けなくなり、水分は綿棒

でコーヒーやお茶など口を湿らせる程度になる。ご家族間でもこのまま看取るのか、点

滴など出来る限りの医療的な対応をしたいという方もおられ葛藤されるが、何度も相談

された結果、自然にまかせて看取りたいという話になった。家族は最期には立ち会えな

かったが、それまでの期間と死後の処置を職員と共に本人のそばで関わっていただけた。 
 

・T さんの看取りについて 従来型特養職員より 

状態が急変した時、病院での治療を望むか、園で看取るのかその選択と意向の確認を

する為家族と何度もカンファレンスを開く。面会の際に本人の状態や自然に体の機能が

落ちていくことを納得され、最期まで園で看取ることで家族の間でも意思の統一をされ

ました。2 週間前から毎日のように面会があり、看取りの瞬間も家族の方が泊まりで

付き添って下さり自然と眠るように亡くなられました。家族の訪問がある度に職員との

信頼関係を築かせてもらい看取りを迎えることが出来た。 
 

・せいりょう園で出来る緩和ケアについて 特養医務より 

ここでいう緩和ケアはあくまでも、せいりょう園という生活の場で出来る範囲のもの

です。特別な治療をする訳ではなく、ご本人とご家族が希望される場合に、在宅医療で

も出来る酸素吸入、水分補給点滴、抗生剤等治療、苦痛緩和治療などのケアをさせてい

ただきますが、出来るだけ本人の持つ生命力を尊重し、自然の摂理に添った暮らしを送

っていただいています。 

 

 



 

○グループワークについて 

※せいりょう園で行っている看取りについての感想など 

・ 施設で行われている看取りの介護がどのように行われているか分かった 

・ 自宅で介護している家族は、たとえ介護保険のサービスを利用していて看取りを行う

環境があったとしても、精神的な負担があり不安である 

・ 介護や死を受け入れることが出来ないので、こういった老人ホームという入所施設が

必要なのだと思う 

・ 介護する側が健康でないと看取りまで介護することはできないのでは 

・ 独居の方の孤独は、はかりしれないものがある 

・ せいりょう園では看取りの際に本人では判断出来ない場合に家族に判断していただ

けるように看取りの同意書を書いてもらっている 

・ せいりょう園では、看取りを含めた緊急時の対応として、必ず家族とのやりとりを

行いその都度、家族の思いを確認している 

・ 自分自身の看取りの際には自分は判断出来ない状態にあるので判断能力があるうち

に遺言を書いておきたい 

・ やっぱり、自分の持っている力で自然に亡くなっていくことがいいと思った 

 

感想 

自宅でも施設でも病院でも、どこで亡くなったとしても、そこでの生活の質やケアの

質がどうだったかが重要なのだと思うのですが、実際に、亡くなる人の 8 割は病院で亡

くなり、残りの 1 割が施設でもう 1 割が自宅で亡くなっているそうです。老人ホームな

どの施設で亡くなっている方は、もっと多いイメージがあるのですが、最期を迎える時

になって、病院を選ばれるケースが多いということなのかもしれません。自宅でも施設

でさえも最期をどのように迎えていくかという部分が、ごっそり抜けている状態なのだ

と思うのです。 

せいりょう園では、ほとんどの方が園で最期を迎えられます。ショートを利用されて

いる方も利用中に亡くなる方もいらっしゃいます。これは他の施設ではあまり聞かれ

ないことですが、生活は連続していますので、看取りを迎えるその時まで、自宅での

介護を支えていくことは、介護の専門職である私たちの仕事の役割だと思っていますし、

そこの部分で信頼を得る仕事であるべきだと思っています。看取りを医療から介護へ、

介護から家族へと返す役割があるのではないかと思っています。 

 せいりょう園で行っている看取りのケアは、医療的に特別なことをやっている訳では

なく、自宅で出来る範囲のものです。そして、自然な形で迎えていただくように介護

職員は様々な生活の工夫をしながら介護しています。自分の持っている力で最期まで

一社会人として生活していく姿に、家族の方には寄り添っていただけるよう支援させて

いただいています。 

 

 

 

 

 

 

 
次回の介護者の集いは？ 

１０月の介護者の集い   テーマ「施設入所にいたるまで」 

１１月の介護者の集い   テーマ「感染症について」 
 


