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老いの不安と自愛の心―見えないものを観るまなざしを 

 老いと死は避ける事ができず不安を伴いますが、多くの人が『アンチ・エイジング』

で『ピンピン・コロリ』を老いの理想と描き、ピンピンの努力を続け、老いを忘れま

す。しかしそれは、不安が無くなった訳ではなく、老いと死の不安を心の奥底に閉じ

込め、紛らわせているに過ぎない様に思います。 
アンチ・エイジングは欧米諸国でも流行っているようですが、キリスト教社会の

人々にとって死は、『イエスの下で生きる幸福』への始まりであり、心の奥底に不安

を閉じ込めるのとは大きく違う様に思います。 
 何年か前に奈良県立万葉文化館の中西進館長の講演で「生命活動が終わった後にも

存在する『いのち』を感じ取る『こころ』が、いかなる状態であっても幸福を感じ取

る『こころ』につながっている」との話を聞きました。 
 日本では今、ピンピンとコロリの間に平均７~８年の要介護期間があります。この

要介護の時を、幸福を感じる心を持って過ごす人と、不安を心の奥底に閉じ込めて過

ごす人との違いが、最期の迎え方に顕著に現れます。それは、ご家族や介護職など、

介護する人の想いと姿勢につながっているからです。 
 老いの不安から『寂しい、元気でいたい、永く生きたい』と訴える人に対してご家

族や介護者の多くは、あらゆる手立てを講じて不安からの解放を試みます。永遠の命

は叶わぬまでも最善を尽くしたいと願い、最良の医療が死に逝く人への誠意と想い、

最期を医療に委ねる事で自らを納得させています。現実に、亡くなる人の８割以上が

病院で最期を迎えます。 
主観的な想いの充足を求めて、不安を紛らわせる行為の中で死後に存在する『いの

ち』に気付かず、今の命にこだわって、死を先延ばしす 
る処置に終始します。そして死後に在る『いのち』を感 
じる『こころ』が介護する人に生まれず、死後には無常 
観が漂います。死後に進行する儀式の流れは、死者を偲 
ぶ『心』が希薄で、世間の義理を大切にする『形』が優 
先します。そして地域社会では今、新たに誕生する生命 
が減り続けています。     

（次ページへつづく） 
  

 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（前ページのつづき） 
 

自然の摂理として自らの老いを肯定的に見つめ、老いる自分を愛おしく想う人は、死

への不安を持ちながらも、生活の雰囲気や家族の気配に安心感を覚え、不安に勝る幸福

感を持って老いを生き、穏やかに死を迎える事が可能です。 
介護する人にも其の想いが伝わり、ご家族と介護職が協働し、自然の摂理と自愛の心

を大切にして介護し、幸福感を共有して看取ることが出来ます。 
 『自愛』：辞書(大辞泉)には『自分を大切にすること、自分の健康状態に気をつける

こと、倫理学で自己保存の本能に基づいて自己の幸福を求める自然的性向』とあります。 
 自然界の一員として死は、葉っぱのフレディが気付いたように、新たな生命が芽生え

る土壌を豊かにして、永遠の命を獲得する出発点です。社会を構成する人にとって死は、

思想や宗教などを伝え、新たな生命が誕生する環境を豊かにする、人のみが持つ極めて

創造的な営みです。 
自然の摂理に添って老いる我が身を愛おしく想う心は、人が本来的に持つ自然的性向

です。親の命を受継いで生まれた人が、親を看取る際に抱く葛藤から偲ぶ心が生まれ、

死後によみがえる親の『いのち』を感じる『こころ』を育み、老いる我が身を愛おしく

想う心を育むのです。老いと死の不安に向き合いながら、自愛の心が支えとなって、適

度に折り合う力を自らの内に蓄えて行くのです。口では不安を訴えながらも、例え認知

症であっても、心の奥底では自愛の心を育み、折り合う力を徐々に蓄えています。心の

奥底に蓄えたその力が、幸福な想いの中で自分らしく人生の幕を引く力になるのです。 
表面的には見えないその折り合う力を感じ取る感性が、介護する人に求められます。

見えないものを観るまなざしが介護には必要です。表面に見える不安に応えるのみで

は、折り合う力を損ないます。まなざしの先に在るものを共有するとき、共生が可能に

なり、協働が始まります。ご本人とご家族と地域の人と介護職とが協力して、自らが蓄

えた折り合う力を充分に発揮して自分らしく老いと死を迎える環境を創り、協働の介護

が実現します。主観的な想いを超えて拡がる協働が、新たに誕生する生命を育む環境に

もつながります。 
 『障害の受容』は価値観の変化を伴い、物事への視野・視点や身体感覚が大きく変り、

新たな人に変身します。老いの過程は受容と変身の連続であり、自分でも予測できない

姿に変身して行きます。認知症も同様であり、過去の経歴や家族の記憶からの推察を超

えて、新たな価値観を獲得し、老いて要介護や認知症になった身を愛おしく想い、在り

のままの姿を他者に委ねて、次世代の『こころ』を育みます。変身後の価値観や感覚は

疑似体験では伺い知れず、見えないものを観るまなざしが必要です。  
日本の高齢者施策は今、介護施設の『保護と管理』を重視する生活から、『サービス

付き高齢者向け住宅』で『自分が主役』として暮らす生活へと、大きく転換しています。

ユニット型特養は、個室とコミュニティと介護をワンセットにした『高齢者住宅』です。

特養・ケアハウス・グループホーム・高齢者住宅、何処に住んでも、自然の摂理と自愛

の心に添った自分らしい暮らしの中で、主役として人生を締め括り、次の世代に社会を

引継ぎたい、と願います。 
 せいりょう園では今、ご本人の『自愛の心』と『折り合う力』を支える協働の介護を

目指し、見えないものを観るまなざしが行き交う生活の場でありたいと願い、新たに『サ

ービス付き高齢者住宅』の整備に取り組んでいます。 
 老いの暮らしは、次世代の子育て支援の原点となる、極めて創造的な営みである事を

心に刻み、それに相応しい住環境を想像し、創ります。 
  せいりょう園 渋谷 哲 

  



      食事について  

管理栄養士 田村 愛弓 
 

「食事」とは、生活の営みの中で重要な要素であり、生活をしていく中では欠かせないも

のです。せいりょう園では生活の一部である調理をすぐ傍で感じていただけるように、各サ

ロンに家庭用キッチンが設けられ、利用者は調理中の音や香りを感じながら日々生活してい

ます。私たち厨房職員は日々利用者の方の様子を観察しながら調理を行い、その方にあった

食事を調理・提供させていただいています。その例が、食形態別の食事です。 

 せいりょう園では現在、大きく分けて４つの食 

形態が存在します。まず私たちが食しているもの 

と何ら変わりのない「常食」、常食を包丁でざく 

切りにした「きざみ食」、刻み食よりも細かくし 

た「みじん食」、ミキサーにかけてどろどろにし 

た「ミキサー食」です。これらはそれぞれ食べる 

方の嚥下能力（食べ物を飲み込む力）、咀嚼能力 

（食べ物を噛み、飲み込みやすくする力）に合わ 

せてできた食事形態です。最近では、この４つの 

形態に新たに「ソフト食（ゼリー食）」を加え、調 

理しています。 

                     

 

ソフト食とは、ミキサー食の見た目改善とそれ 

による食欲の刺激、またより安全な食事形態とし 

て考案されたものです。ソフト食にすることで、 

咀嚼能力の低下した方でも食塊形成（食べ物を飲 

み込む形にすること）ができ、嚥下動作のみでも 

食事を摂ることができるのです。最初から食塊形 

成されていることにより誤嚥の危険性を低下させ、 

より安全なお食事として利用者の方に食べていた 

                                    だけるのです。 

  せいりょう園では魚・肉のソフト食に始まり、現在では粥ミキサーのソフト食や汁等のソ 

フト食化にも取り組んでいます。粥ミキサーのソフト食では、粥独特の粘りや付着性を軽減

させ、飲み込みがしやすいソフト食として提供し 

ています。これにより口腔内、咽喉部への食事溜 

りの予防・誤嚥の防止に貢献しています。また、 

汁物は飲み込みの際もっとも咽やすい食事でした 

が、ソフト食にすることで粥ミキサー同様に咽の 

軽減が見られています。まだまだ試行錯誤が必要 

ですが、今後も調理員一同試作・検討を行い、よ 

り安全で尚且つ食欲が湧くような食事を提供して 

いけるよう努力していきたいと思います。                     

       誕生日会食事の様子（デイサービス） 

［10 月誕生日会 ﾐｷｻｰ・ｿﾌﾄ食］ 

 

 

 

献立：栗入り小豆ごはん、さんまの竜田揚げ 

   玉子豆腐、炊き合わせ、梨 

  

［10 月誕生日会 常食］ 



介護についてみんなで語ろう会（９月 2８日） 
 

テーマ「介護技術ミニ講座４～排泄介助～」   
 

   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 

 

前回の語ろう会に引き続き、今回も、いざという時に役に立つ介護技術について皆さんと

語りました。 

今回の語ろう会では、排泄介助についてお話しました。生きていく上で、ご飯を食べ、消

化し栄養を吸収して、必要のなくなった水分や食物を尿や便として排泄することは必要な行

為です。また、排泄行為は出来るだけ自立したいと思う行為でもあり、非常にデリケートな

面もある為、介助の関わり方には注意が必要だといえます。 

 

○排泄からその人の状態を知ろう 

 排便、排尿は私たちの体の異変を知らせる重要な判断材料にもなります。便や尿が出てい

なかったり、形や色などからその人の体の状態を知ることが出来ます。 

 

・尿が出ていない場合 

 高齢者の場合は水分を摂取出来ていないことが多い為、尿量が少ない場合があります。排

尿が少ない場合は、脱水の危険もあるので水分をこまめに摂るようにした方が良いといえま

す。排尿がない期間が長い場合は、尿路感染症などの病気や尿を生成する腎臓の機能に問題

があるかもしれません。男性の場合では、80 歳までに約 80％の方が前立腺肥大により尿が

出にくい状態になるそうです。 

尿は、一般的に汚いものと思われがちですが、血液をろ過して造られるため、腎臓が健康

な場合は排泄までは無菌です。高齢者が一日に生成する尿は 1100～1200cc で１回の排尿

量は平均 100～150cc だそうです。頻尿傾向である場合は 1 日に 8～10 回排尿すること

もあります。 

 

・便が出ていない場合 

所謂、便秘のことです。ちなみに日本内科学会の定義では、排便が３日以上無い場合を便

秘としているそうです。毎日便が出なければならない、と考える方もいらっしゃいますが、

排便間隔は体質、環境などにより個人差があります。高齢者の場合はちょっとした環境の変

化で便秘になることもあります。食物や食物繊維の摂取が不十分な場合や薬の副作用も考え

られます。心配事や環境などによる精神的なストレスを受けている場合に、便秘や下痢など

の症状に影響があるようです。 

 

○便秘と認知症について 

便秘が認知症の周辺症状である徘徊や被害妄想の症状と深く関わっている、といわれてい

ます。NHK で放送されていた「なるほど納得介護」でそのことが詳しく紹介されており、映

像を皆さんに観ていただきました。 

 映像の中では、便秘の時期と徘徊などの症状が強くなる時期とが関連していることが排便

周期から分かることが紹介されていました。さらに、食事があまり進まなかったり、お腹を

 



さすったりするなど、その人固有の排便の「サイン」に気づくことで、本人の排便をスムー

ズに促せることが分かりました。 

 

○オムツの種類と吸収量の実演 

 紙オムツ、紙パンツ、尿取りパッドなどを総称して紙オムツといわれているようですが、

それぞれ状況に応じて上手に組み合わせて使えば快適に過ごせて介護者の負担も軽くなりま

す。 

 例えば、紙パンツは下着感覚で使えて、軽い尿もれ程度なら充分吸収しますし、尿量の多

い方であれば、尿パットを中に当てるだけですみます。外出等での失禁の不安も解消できま

す。また、寝たきりの方で尿量が多く、夜間何度もオムツ交換が必要な方の場合は、吸収量

の多い尿パット、フラットタイプのパットをオムツの中に当てることで夜間帯の尿を吸収し

ます。夜間もオムツ交換の度に何度も起こされずに安眠ができます。 

 

 

感想 

 昔、オムツを履く体験をしたことがあります。いただいたオムツを持って帰り、実際に自

分で着用し使用するという体験です。オムツを着用し、風呂場へ移動し、いざオムツの中に

排尿しよう、と試みるのですがなかなか尿が出ません。無意識の内に穿き物の中では出して

はいけない、という理性や自尊心が働いているのかもしれません。出来るだけトイレで排泄

したい、と誰もが願っていることだと思います。 

排泄ケアは、その方の自尊心に関わるデリケートなケアになるので、介護者側の配慮や工

夫が求められます。今回の語ろう会で観ていただいた「なるほど納得介護」の中では、トイ

レ誘導の際の接し方や声かけなど、参考になる映像がありました。また、映像の中では、ご

本人の生活を注意深く観察することで排尿や排便の「サイン」を把握し、一番良いタイミン

グでトイレ介助を行うことに繋がりました。介護は単純な作業ではなく、本人の生活を様々

な視点から観察する創造的な関わりと、根拠に基づいた専門的な関わりが必要になります。 

 一方で夜間帯は、出来るだけ安眠したい、と望んでいる方もいらっしゃいます。排尿量の

多い方には吸収量の多いオムツがありますし、使用した後でも肌触りが良く、不快になりに

くいオムツもあります。その人の思い、体の状態によって排泄の方法を見極め、臨機応変に

対応することが良いのではないか、と思います。 

 また、ターミナル期に入ると、食べ物や飲み物を摂取しない、もしくは自ら拒否するよう

になります。食事や水分を何日も摂取せずとも、尿や便は少量排泄されます。体の中にある

余分な老廃物を排出しキレイな体で最期を迎える準備をしているようにも思います。 

     

 

 

 

 

 

 

○入所判定済み者 ４１４名 （グループの内訳） 

    Ⅰｸﾞﾙｰﾌﾟ…１４１名  Ⅱｸﾞﾙｰﾌﾟ…１５９名  Ⅲｸﾞﾙｰﾌﾟ…１１４名 

○入所判定済み者の現在状況  

    在宅１７６名／特別養護老人ホーム入所中１２名／ケアハウス入居中４名 
    老人保健施設入所中９４名／障害者施設２名／医療機関入院中１０８名 
    グループホーム入居中１３名／所在不明５名 

○辞退その他  辞退１名／死去２名 
 

 せ い り ょ う 園 待 機 者 状 況      ＜平成２４年 10 月 10 日現在＞  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

秋祭り子供神輿 １０月７日（日） 

 
                        

                       今年も長砂少年団の子供神輿が 

                    やって来ました。晴天の中、子供 

達の元気な掛け声が近づいてくる 

とお年寄りに満面の笑みがこぼれ 

ます。 

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

コスモス畑散策 １０月８日（月）、９日（火） 

  
    デイサービスご利用の 

   皆様と志方町のコスモス 

畑に行きました。 

     

    

 

    

    

 

             

 

     残暑が厳しかった夏も終わり、涼風渡る満開のコスモス畑で 

    秋を満喫しました。      

 

 

 

  

 

 

 



  
 
講師  浄土真宗 本願寺派   

 寿願寺 西寺 恵正 住職 

 

 デイサービス 谷澤 高明

日本観測史上三番目の暴風を記録した台

風 17 号が去り、今朝は少し肌寒さを覚えた。

昨夜は仲秋の名月であったが招かざるお客

(台風)の到来が予想され、お月見は半ばあき

らめていたが、台風の速度が速くなり夜半に

は雲の切れ目から十五夜のお月さまを拝む

ことが出来た。今朝早く外に出ると、西の空

に目にも鮮やかな十五夜(？)の月が輝いてい

た。名月を二度拝めることが出来、何か徳を

得たような気分になった。それにしても近年

の北上してくる台風の勢力の強大さには脅

威を感じる。地球温暖化による気候の変化な

のか、発生した時はさほどでもないが北上す

るにつれて一気に成長する。そのスケールが

とても半端ではない。昔はある程度北上する

と勢力は徐々に衰えを見せ、どこかに上陸し

ようものなら一気に温帯低気圧化してしま

ったものである。ところが最近の台風は一向

に衰えない。日本近海の海水温が高いせいで

あるらしい。ともあれ台風一過、雨が上がっ

てくれたことには感謝する。仏教講話の聴衆

の為にも。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今月は加古川町友沢にある浄土真宗 本願

寺派 寿願寺 西寺恵正ご住職に来て頂いた。

最初の自己紹介によると加古川にお生まれ

になり、京都の大学に進まれ、卒業後は京都

の中学校の英語の先生を定年まで勤められ

た。退職前には京都の二部学級(夜間中学を

含む学校)の校長先生をされた。今は大谷大

学で講義をもたれ、加古川のお寺のおつとめ

とお忙しいご様子。そんな中、今年念願かな

って学生達とインドの仏跡を訪ねられたと

か。講話の後頂いた資料によれば釈尊の主な

仏跡とは、 

 ルンビニ：釈尊生誕（せいたん）の地 

 ブッダガヤー：釈尊成道（じょうどう）

の地。 ６年の苦行の後、悟りをひら

かれた地 

 サールナート：釈尊初転法輪（しょて

んぼうりん）の地。 初めて説法を説

いた地 

 クシナガラ：釈尊入滅（にゅうめつ）

の地が四大仏跡である。 

       （次ページへつづく） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

仏教講話より ［１０月１日

ケケ    ケアハウス等空き情報 ［平成２４年 10 月 15 日現在］   
    

≪ケアハウス≫ 

・恵泉      ：１人部屋若干  ・第二ｹｱﾊｳｽ恵泉  ：１人部屋若干 

：２人部屋若干  ・あさなぎ    ：１人部屋２室  

・ｻﾝﾗｲﾌ御立    ：１人部屋３室  ・青山苑     ：１人部屋３室       

・ｹｱﾊｳｽｱｾﾞﾘｱ   ：１人部屋４室           ：２人部屋３室 

・キャッシル真和 ：１人部屋２室  ・むれさき苑   ：１人部屋２室 

・香楽園     ：1 人部屋５室  ・ｻﾝﾘｯﾄひまわり園 ：１人部屋１室 

・ネバーランド  ：１人部屋３室  ・シスナブ御津  ：１人部屋１室  

：２人部屋１室  ・清華苑ｼﾙﾊﾞｰﾗｲﾌ ：１人部屋３室  

       

    ≪バリアフリーマンション≫ リバティかこがわ ４室 

 

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

 

 



（前ページのつづき） 

釈尊の誕生と入滅の様子や入滅される前に

弟子に示された最後の教えの一つを話され

た。漢訳で『自灯明 法灯明』：いたずらに

他者に頼らず、自己を拠りどころとし、法を

拠りどころとして生きなさい。次に親鸞聖人

の御遺言として今日に伝えられる『御臨末の

御書』(ごりんまつのごしょ)の一節を話され

た。 

『我が歳(とし)きわまりて、安養の浄土に

還帰(げんき)すというとも、 

和歌の浦曲(うらわ)の片男浪の、寄せかけ

寄せかけ帰らんに同じ。 

一人いて喜ばば 二人と思うべし、二人い

て喜ばば 三人と思うべし、 

その一人は 親鸞なり。 

我なくも 法は尽きまじ 和歌の浦 あをく

さ人の あらん限りは』 大意は以下の通り

です。 

「私の寿命もいよいよ尽きることとなっ

た。片男浪海岸の波が、寄せては返し、寄せ

ては返すように、私も一度は浄土へ往生する

が、すぐこの娑婆世界に戻ってきて、苦しむ

人々に弥陀の本願、お伝えしたい。だから一

人で仏法を喜んでいる人は、二人だと思って

もらいたい。二人で仏縁を喜ぶ人あれば、三

人だと思ってもらいたい。そのもう一人とは

親鸞のこと。苦しむ時も悩む時も同じ。喜び

も悲しみも親鸞はともにある。私が死んでも

仏法は永久に尽きることがない。苦しみ、悩

む衆生(生きとし生けるもの)がいる限り仏法

は永遠に尽きない」 

お釈迦様や法然上人は８０歳まで生きら

れ、親鸞聖人は実に９０歳で亡くなられた。

いずれも当時とすれば大変な長寿である。一

般に長寿の秘訣は １：なんでもしっかり食

べる。２：歩く、とにかくよく動く。３：生

き甲斐を持つこと、に集約されると思われる。

例えば親鸞聖人の好物は大根と小豆であっ

たらしいが、とにかくしっかり食べ、健脚で

どこにでも出かけ、布教活動に並々ならぬ生

き甲斐をもたれた。現代人の寿命は著しく長

くなってきている。長寿の秘訣を肝に銘じて

日々精進したいものである。お忙しい所有難

うございました。是非又お時間を作って頂き

たいと願います。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

実りの秋（グループホームまどか） 
  

                     

                      グループホームまどかでは、今年の 

６月に稲を育て始め、今月収穫する 

ことがで 

きました。 

 初めての 

試みでした 

が、稲の成 

長が毎日の 

   楽しみとなりました。 

     収穫した穂は干して、入居 

   者の方がモミ殻をはずしてく 

   ださり、みんなで美味しく頂き 

   ました。 
 

  

  

 


