
 

  

 ［発行］社会福祉法人はりま福祉会 特別養護老人ホームせいりょう園 

      〒675-0016 兵庫県加古川市野口町長砂 95-20 TEL 079-421-7156 FAX 079-421-6422 

          令和元年８月 第２２２号   年間購読料１,０００円（１部１００円） 

ﾒｰﾙ seiryoen＠bb.banban.jp  ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.seiryoen.or.jp 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

『老いの本質』と『介護の特性』は世界共通 

 

『週刊‐Ｗeekly２０１９．７．１』「風のたより」に、日本総合研究所 調査部 上

席主任研究員 藤波 匠氏が『どんと来い、人口減少』と書かれています。『６月７日、

厚生労働省から「２０１８年人口動態統計」が発表された。翌朝の新聞各紙１面を

「人口自然減 初の４０万人超」「昨年の出生数 最小９１万８千人」「合計特殊出生

率１．４２ 低下傾向」などの文字が飾った。悲観的な数値を伝える大きな見出しに、

少子高齢化、人口減少のわが国の行く末を案じた読者も多かったはずだ。人手不足や

消費低迷などの経済指標と関連付けて、悪影響を懸念した人もあったろう。この人口

動態に関するニュースを理解するうえで、注意すべき点が二つある。１点目は、自然

減４０万人という数字は、今後わが国がたどる道の通過点に過ぎないということであ

る。・・・・・気掛かりは過去最低の出生数の方であろう。「過去最低」は１人の女性

が産む子どもの数が減っているというよりも、女性の数そのものの減少に起因してい

る。・・・・・２点目は、人口動態統計が日本人だけを対象としていることである。近

年、増加傾向にある在留外国人は、考慮されていない。総務省の「人口推計」によれ

ば、昨年は日本人の人口が前年比４３万人減となったが、外国人を含めた総人口は

２６万人減にとどまる。すなわち、外国人だけを見れば、１７万人増えているのであ

る。しかも、増えている外国人の多くが１８歳～２５歳の若い世代である。この世代

に限れば、昨年の純流入外国人数は１３万人、同世代の総人口は大幅な増加となる。

人口減少で労働力不足を危惧する声もあるが、少なくとも数の上では、外国人によっ

て補てんされていることになる。ただし、実感以上に増えている外国人を、社会の一

員として受け入れることについては課題も多い。わが国が人口減少下でも経済成長を

続けられる先進国のモデルケースとして、世界に範を示すことができるかどうか、い

ままさにその岐路にある。人口減少に関する悲観的な数字 

に踊らされることなく、テクノロジーの導入を進め、一人 

一人が生み出す富を高めつつ、出自の異なる多様な文化を包 

摂する社会を築く取り組みが求められる。』 

        （次ページに続く） 



  
（前ページの続き）  

今、世界中がテロと難民に困惑し混乱しています。政情不安な中東やアフリカからヨー

ロッパの国々を目指して難民が徒歩で流れ込み、多人種の移民国家であるアメリカでも、

メキシコ国境から入り込む中南米からの難民対策として、国境を壁で封鎖しようと大統領

が提案します。しかし、海に囲まれた日本では徒歩で入り込む難民はおらず、ほとんど難

民を受け入れていません。その一方で、人口減少と労働力不足に悩む日本では、期間限

定の外国人技能実習生を受け入れて、その対象となる職種を拡大しています。介護現場

もその一つであり、正に『出自の異なる多様な文化を包摂する社会』を築く最先端に

『介護現場』が位置します。「日本で先進技能を習得して帰国し、自国の為に役立てる」

という趣旨に副う『介護理念と介護技術』であるかどうか？が鋭く問われています。 

高齢者介護の現場は、自立して暮らして来た普通の市民が、老いに連れて様々な日常

行為が徐々にでき難くなり、多くを他者に依存して暮らさざるを得なくなる生活です。

老いに伴い、ガンや糖尿病・心臓疾患や高血圧症等に罹り易くなり、病気との終身の付

き合いが始まります。認知症にもなって数十年暮らした家が「見知らぬ家」になり、毎

日通ったスーパーへの道が、角を一つ曲がると見知らぬ街に変ります。介護する者・さ

れる者双方の当事者には、毎日が未知との遭遇であり、異質なものと出会い、想定外の

変化が連続します。その中でお年寄りは、初期の混乱期を抜け出ると徐々に変化に順応

しながら、病気も後遺症も認知症も受容れて穏やかに老いを生き、最期の身を介護者に

委ねます。そして其の暮らしにこそ、長寿の人が次世代に伝えるべきものを秘めた『老

いの本質』が在り、『介護の特性』が潜んでいる様に思えます。 

 自分の事は自分で始末することを「自立」と捉える世間の常識の下で、他者に依存す

る暮らしは「迷惑を掛ける事」と捉える人が大半です。「子供に迷惑を掛けたくないか

ら」と多くの人が介護施設や介護事業を利用します。介護保険制度も、要介護にならな

い暮らしを目指す「予防重視の設計」と言われます。その様な世間と制度の下で、予防

に失敗した重度の要介護者にはこの世は肩身が狭く、棲み辛く、多くの人が自らの「社

会的な存在価値」を見失います。 

そして、介護する立場の介護職やご家族なども健康と予防を願う人たちが大半であり、

要介護者の社会的な存在価値に気付く以前に、個人的な憐憫の情を拠り所にして、善意に

満ちた介護をします。日本の介護制度や介護事業に関する公的・私的な議論の場で、「要

介護者の社会的な存在価値」について議論する場面はほとんど経験しませんでした。人は

社会と同時に自然の一員であり、自然界においても人間社会においても想定外の災害

や事故が次々と起こり、人には『変化に対する順応性』が不可欠です。そして今や人生

１００年の時代。１００年を唯々平穏無事に生きることは不可能であり、１００年の未

来が待つ子供達には『如何なる変化にも応じ得る順応性』を身に付ける事が重要です。 

その順応性は「遺伝子で引継ぐもの」ではなく、体験を通して親から子へ孫へと引

継ぐものだと思えます。社会人として必要不可欠な「思想や価値観」の礎と成る『原

体験』とも言える経験です。介護現場で出会う『老いの身の変化とその最期』を他者

に委ねる長寿の人は、介護する家族や介護職に貴重な価値ある『原体験の場』を提供

していると思えます。まさに『価値ある存在』です。  

 「多様な文化を包摂する社会を築く」第一歩として、外国人技能実習生が日本の介護

現場で『老いの本質と介護の特性』を学び、『価値ある存在を支える価値ある職業』とし

ての誇りを身に付けて帰国して欲しい、と切に願います。 

せいりょう園  渋谷 哲 

 



 

介護について語ろう会【令和元年６月２８日】 

 

                           グループホーム 高瀬 美咲 

（介護福祉士） 

 

 ６月の介護について語ろう会はグループホーム憩の家でお茶会を開きました。参加者の中

には一度見学に来られたことがある方がいらっしゃり、「グループホームまどかでお茶会に

参加した時もゆったりしていて雰囲気が良かったです」と話がありました。グループホーム

でも利用者の方の生活されている様子や、施設内の雰囲気を実際に見て感じてもらえるよう

な内容で実施しました。 

当日は、利用者の方と参加者の方で協力して、みんなの飲み物を準備してもらいました。 

「コーヒー好き？」「お砂糖は入れますか？」「おばちゃん牛乳もいれてー！」と皆それぞれ声

が飛び交う中で一緒になって飲み物を入れていました。いつもと違った雰囲気で美味しかっ

たのか「もう一杯飲もうかな・・・」とおかわりをされている方もいらっしゃれば、飲み物の

種類がたくさんあったのでコーヒーの中に紅茶の茶葉を入れて飲んでいる方もいらっしゃい

ました。男性に囲まれずっと笑顔な方もいらっしゃり、本当は９４歳ですが年齢を聞かれて

「４０いくつや。」と答えていました。握手を求められ恥ずかしそうにしている方や、お互

いに顔を見て利用者の方が「どっかで見たことあるような・・・」と言い、参加者の方はボ

ランティアでよく来て下さり覚えていたようで「あぁ、そうやね。」と会話をしながら「何

か懐かしいような、昔の恋人に会ったような気がする・・・」と若かりし頃を思い出されて

いました。又、利用者の方がご自身で居室の案内をされており、部屋を見に来られた方が「見

せてもらえてよかった。」「結構広いんですね。」と話されていました。お見送りの際は、名

残惜しそうな表情で「また来てね。」「良かったね。」と握手されていました。利用者の方が

地域の方に「元気でいてくださいね。」「長生きしてくださいね。」と言われている場面もあ

りました。 

無事に終わりホッとした気持ちも束の間で、利用者Ａさんの姿が見えず皆で外を捜し回り

ました。私が捜している方向に姿が見え、暑い中パイプ椅子を両手で抱えながら歩かれてい

ました。声を掛けると、「この椅子をどこに置こうかと思って・・・暑いな～何か買うたろ

か？」と近くにあった自動販売機に向かいました。しかしお金を持っていないことに気づか

れて帰園しました。戻った後、利用者の方何人かに今日のお茶会どうでしたかと尋ねると「そ

んなんしたっけな～忘れてもた。」「誰がきたか知らんけど、あれはいいと思う！」「私が笑

うと嬉しいと言われていた！」「隣に座っていた人にどこの人？と聞いたら、『かしま』言う

てたな～。」などと話されていました。参加した職員からは、「皆楽しそうにされていた。ほ

ほえましかった。」「地域の方との交流は大切だと感じた。」と感想がありました。 

いろんな発見や、出来事があり私にとっても忘れられない１日となりました。グループホー

ムの職員は関わりを通して会話や様子など皆で共有し合い、こんなこと 

もあったんだと知ることができました。人と出会い、会話することで明 

るくなったり、落ち着いたり、前向きになるなど心や体にも変化が起き 

ると思います。５月、６月と語ろう会の担当に就かせてもらい、今後も 

このような機会を大切に関わっていきたいです。 

 



M さんの看取りについて 
ユニット型特養 中瀬 憲幸 

（介護福祉士） 

 

 M さんは、平成 29 年 9 月にユニット型特養の 3 丁目 7 番地に入所され、平成 31 年 3 月に

96 歳でお亡くなりになりました。約 1 年半のせいりょう園での暮らしに、職員として寄り添

わせていただきました。 

 入所されたばかりの頃の M さんは食事や着替えは自力で行えており、車椅子での生活でし

たがトイレの際などにはしっかりと立ち上がり、普段は物静かですが希望をしっかりと口に

して意思表示をされる方でした。月々のイベントも楽しまれていた様子で、入所され数か月

もする頃には職員や他の利用者へも笑顔をよく見せて下さり、ご家族との面会もいつも楽し

みにされていました。 

 まだまだ暑かった 9 月に入所され、せいりょう園での生活に慣れてこられた頃、季節は冬

になっていました。平成 29 年 12 月の半ば頃、39 度を超える熱が 1 週間続き、家族も職員

も、他の利用者の方々も心配していました。この時は数週間かかりましたが、無事に回復され

ました。M さんは自身の苦痛や気分不良をあまり訴えない方で、この時も静かに乗り越えら

れたのが印象に残っています。 

 そして、さらに月日が流れ、春になりました。せいりょう園での生活もさらに馴染まれ、

家族の面会や行事の際には、一緒に居室でおやつを食べ、テレビを見て笑われ、会話をして

楽しそうにされるという場面も、度々見られるようになりました。しかし、平成 30 年 3 月

に M さんは再度体調を崩されました。この時も 39 度近い高熱が見られて注射や服薬で熱が

引いてからも体調に影響が残ってしまった様子で、4 月頃から食事は常食のままでは喉に詰

まってせむせ込まれることが多くなり、一口大に刻んで提供することが多くなりました。5 月

頃には上半身に力が入らず、後ろにのけぞることも多くなり、微熱も続いていました。6 月頃

には頻繁な発熱や嘔吐も見られ、食事は徐々に刻み食からみじん食へと変更になっていきま

した。排泄も、今までは身体を支えればトイレに座って行えていましたが、それも難しくなり

オムツでの対応となっていきました。移動は自力では行えず、体調を考慮して車椅子からリ

クライニング型車椅子へと変更となりました。家族の方々も職員も、日々変化する M さんの

体調に応じ、負担にならない様食事や排泄等の対応を検討する日々でした。正直、恐らく M

さんはこのまま回復されないのではないかと覚悟もしていました。しかし、M さんは生きる

強さを見せてくれました。春も終わり季節が夏に入る頃、M さんの熱発と嘔吐は治まり始め

ました。それに比例するように、M さんの食欲は増し、徐々に体調も回復してきました。7 月

頃にはある程度まとまった量が食べられるようになり、むせ込まれる頻度も減りました。

8 月頃には、食事の形状はみじん食のままでしたが、用意された食事をほぼ全て食べられ

るほどに回復されていました。9 月頃になると、食事はよりスムーズになり、徐々にリクラ

イニング型車椅子から、通常の車椅子へ移行していきました。家族はその間常に M さんに

付き添われ、体調の回復をとても喜ばれ、元気に食事ができるまでに回復された M さんの

動画撮影もして「他の家族にも知らせます」と話されていたのも印象に残っています。 

 職員も驚く強さを見せてくれた M さんは、季節が秋になる頃には、ある程度体調も落ち

着かれました。入所された当時ほどの元気さはないものの、本人の生活への意欲はまだまだ

しっかりとされていました。しかし季節が冬に差し掛かり始めるにつれ、M さんの体調にも



不調が見られ始めました。腕の力が弱まって自力ではあまり動かせなくなり、関節が硬く

なってしまう、と言った悪循環が見られ始めました。その結果、食欲は徐々に落ち、飲み込

みも悪くなりました。体力が落ちたことから、車椅子で過ごすことのできる時間も徐々に短

くなっていきました。それでも M さん本人は家族や職員、周りの利用者の方々へしっかり

と意識を向けられており、口数は減ってしまいましたが自身の意思は保たれているのだと感

じました。どれほど身体が弱ろうと、家族との交流や M さんが好んでいた行事の催し物を

見ている時の笑顔などが、そう感じさせてくれました。 

平成 31 年 2 月になり、大きな変化が起きました。M さんの右大腿部を中心にヘルペスと、

それに伴う帯状疱疹の症状が見られたのです。皮膚の下でチクチクとした痛みが長く続き、

酷い水ぶくれと、それが破れた際の皮膚のただれが多く見られるのがヘルペスの症状です。

しかし M さん自身は大きく痛みを訴えることも、表情に出されることもなく、静かに日々を

過ごされていました。ここでも M さんの生きる強さを見たのだと思います。この時は、ヘル

ペスの前兆を確認していたにも関わらず、気づいたのが週末であった為、医師による往診と

診断は翌週となってしまいました。職員や看護師はヘルペスではないかと感じていました

が、医師の診断なしではヘルペス用の軟膏などは処方されず、対応は後手に回ることにな

りました。週明けに診断した医師より、早期に軟膏などの塗布ができていれば違っていたか

もしれないと聞き、タイミングが悪かったと感じました。そして、ヘルペスの回復の兆しも見

えてきた 2 月 20 日に、M さんのターミナル診断がなされました。家族の方々も、日々の M

さんの暮らしと体調を見てこられており、その後の日々は覚悟を持って看取りに挑まれてい

たと思います。その後 3 月に入りすぐ、M さんは息を引き取られました。亡くなられる前日

には、遠方の家族も駆けつけ、最期のお別れもすることができました。 

M さんは、入所されてからの約 1 年半、季節が変わる毎に大きな体調の変化が見られまし

たが、それらを乗り越えて生きていく強さを私たちに見せてくれたと思います。 
 
 

令和元年度第 2 回運営推進会議報告 
 

せいりょう園では平成 21 年度から介護保険制度に基づき運営推進会議を設置してい

ます。ご家族や地域の住人、関係機関の方々に参加していただき、公表すべき情報を報

告し、議論を重ねています。 

 

日 時：令和元年 7 月 11 日（木）14:00~16:00 

場 所：せいりょう園リバティかこがわ 2 階 

事業所：地域密着型介護老人福祉施設、定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

    グループホーム、デイサービス 

参加者：地域代表 4 名   行政担当 2 名   医療担当 1 名 

    家族代表 4 名   職員 11 名     計 22 名 

内 容：行事報告、ひやりはっと事故報告 

実習生受け入れ報告、介護について語ろう会報告 

    ターミナル報告、身体拘束適正化委員会報告 

    グループハウス（シェアハウス）について意見交換 



せいりょう園での仕事に就いてみて 

栄養士 中尾 のり子 

 

 私がグループホームの献立業務の担当として勤務し始めて、半年が過ぎました。 

 今まで認知症を持っておられる方との関わりもなく、知識も持っていない私にとっては不

安と緊張の毎日でした。そんな私が頑張ろうと思えたのは、入居者のみなさんの言葉です。

「ここの人はみんな優しい。あんたもやっていけるわ。」 

「あんたはまだまだ若い人、なんだってできる。あんたにもできるよ。」 

「新しいところはいつも心配。でもどこへ行くことになっても、何をすることになっても、希

望を持つことを忘れたらだめ。」 

 こんな言葉をかけてもらえて嬉しかったです。素直に頑張ってみようと思えました。帰る

ときには「子供が待っとるで、はよ帰ったり。また明日やな。」と手を振ってくださいました。

『認知症の人』と線を引くことが不安に繋がっていたのかなと思います。接していく中で認

知症だから、と構える必要はなかったんだなと思いました。認知症はなってはいけない、なり

たくない、怖いというイメージでした。福祉施設はお世話をしてあげるところだと思ってい

ましたが、私達と変わらない生活を送る為にできない部分をちょっと手伝うところなのかな

と、福祉施設に対する勝手な思い込みが変わってきたような気がしています。 

栄養士の仕事はうまくいかないことも多く、まだまだ半人前ではありますが、入居者のみ

なさんの楽しい時間のひとつになる食事を提供していけるよう、希望を持って頑張っていき

たいと思います。 

 
民族歌劇団花こま・猿回し【令和元年７月９日】 

 

 今年も花こまの方々が来園され、見事な太鼓や獅子舞、ソー

ラン節などの踊りを披露してくださいました。花こまさんの口

上に合わせて入居者の皆さんが手拍子や声援を送り、獅子舞に

頭を噛んでもらって。猿回しの際には、猿の愛嬌ある動きや芸

がうまくできた時には、皆さんから自然と笑い声や拍手が出て

いました。中には猿回しの人と猿のやり取りを見て「あの人に、 

動物にはもっと優しくしないとだめよって伝えて」と楽しむよりも猿を気遣う利用者の

方もいらっしゃいました。 

 

フラダンス【令和元年７月 1７日】 
 

毎月様々なボランティアの方のご協力を得てイベント

を行っていますが、この度は新しい団体「レイ ククイ 

オハナ フラ スタジオ」の方がせいりょう園に来てフラ

ダンスを披露してくださいました。 

音楽が鳴り、華やかな衣装で踊り手の方々が登場すると、

室内の雰囲気が一気に南国になったような気がしました。 

利用者の皆さんは、珍しげに見る方や独特の曲調に合わせて首を振ってリズムを取

る方など、フラダンス観賞を楽しまれていました。曲に合わせて衣装を変えて踊って

くださり、女性の利用者は「衣装が綺麗な色やな」と、次はどんな衣装で登場される

かも楽しみに観賞されていました。 



 

第 34 回 納涼盆踊り大会【令和元年７月２７日】 
 

夏祭り当日だけが雨に見舞われ、今年も屋内での 

開催となりました。 

 急遽の開催場所変更にも関わらず、歌手の晴香う 

ららさんや屋台を出店してくださる方々、老人大学 

の方や踊りを披露してくださった長砂女性部の方々 

など、多くのボラン 

ティアの方に支えて 

いただき今年も賑や 

かで楽しい夏祭りにすることができました。利用者の

方は夕食を食べた後の参加でしたが、みなさん屋台で

買い物をして「お腹いっぱいやわ。夕食食べんかった

らよかった」「かき氷なんて久しぶりや、おいしい」と

話しながら、屋台の食べ物に舌鼓を打っていらっしゃ 

いました。建物内の端から端までを使用して屋台を設 

置していたので、中には目的の屋台に辿り着くまでに 

疲れて「かき氷の店まだ見えんのか。こんなにこの建 

物大きいんやな。食べる前にえらい疲れてきたわ」と 

言いながら、何度も休憩を挟み目的の屋台まで頑張っ 

て歩かれている利用者の方もいらっしゃいました。 

今後も、日々の何気ない生活と季節の行事を大切 

にしていきたいと思います。 

 

 

流しそうめん【令和元年７月 13・16・23・30 日】 

 

今年も夏の風物詩「流しそうめん」を各事業所で行

いました。今年で 5 回目の開催となります。 

竹の準備をし始めると「今年もこの季節がきたか！」

「去年も食べたから、今年ももちろん食べるわ」と皆

さん待ちきれない様子で竹を囲んでいました。いざそ

うめんが流れ始めると所々から歓声が聞こえたり、 

黙々とそうめんを掬っ 

て器いっぱいになったら 

食べる方がいたりと、反応は様々。「これ（流しそうめ 

ん）をしないと、夏がきた気がしない」とまで言って 

くださる方もいて、『季節を感じられる行事』として始 

めたことが実際に利用者の方にそのように感じて頂け 

ていることが知れ、準備する職員として嬉しくなった 

今年の流しそうめんでした。 

晴香うららさんの生歌で盆踊り♪ 

デイフロアでも屋台開店！ 

初出店お魚釣りに挑戦中の利用者さん 

特養・ショート・デイの様子 

ユニットの様子 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                     

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【せいりょう園空き情報 ８月 17 日現在】 

・サービス付き高齢者向け住宅リバティかこがわ：６室 

・サービス付き高齢者向け住宅自愛の家さくら：5 室   

・グループホーム：空きなし ・グループホームまどか：空きなし 

・ケアハウス：空きなし   

［問合先］せいりょう園 ℡   

【サービス付き高齢者向け住宅入居者募集中！夫婦で入居できます！】 

全室にお風呂・トイレ・キッチンが付いており、元気なうちから入居できます。 

また介護が必要になってもヘルパーや訪問看護などを利用しながら、最期まで住むこ

とができます。終焉を見据えた住み替えをお考えの方などもぜひ一度ご見学ください。 
 

入居対象者：６０歳以上・２号被保険者 

家   賃：①自愛の家さくら 74,000 円～77,000 円（空き５室） 

        ②リバティかこがわ 103,000 円～110,000 円（空き６室） 

共  益  費：10,000 円 

サービス費：20,000 円（同居人は半額）※状況把握や生活相談に応じます 

敷   金：家賃の６ヶ月分 

食   事：48,000 円（希望者のみ） 

問 合 先：せいりょう園介護相談室 ℡（079）424-3433 

 

『男性の料理教室』参加者募集！ 

毎週金曜日に男性の料理教室を行っています。料理初心者の方も大歓迎です！ 

 試食タイムには、特養の生活相談員や介護支援専門員も参加し、介護や制度などのご

質問にもお応えします。ぜひお気軽にお越しください。 
 

日 時：毎週金曜日 13 時 30 分～15 時（第 5 週を除く） 

参加費：５００円 

場 所：小規模多機能ホーム輝きの家ながすな デイルーム 

（加古川市野口町長砂 95-2 リバティかこがわ 1 階） 

申込先：せいりょう園 ℡（079）421-7156  

【グループハウス岸本邸入居者募集！あと 2 室】 
 

  地域の中で最期まで暮らすことができる『グループハウス岸本邸』は、現在障害を 

お持ちの女性がお二人お住まいです。生活空間を共有し、お互いの存在を尊重しあい 

ながら共同生活ができる女性を募集しています。 
 

入居対象者：高齢者、障碍者、ひとり親世帯 

設   備：台所・食堂・トイレ・浴室・洗面は共用 

家   賃：１階 39,000 円 

2 階 30,000 円 

  そ の 他：敷金・礼金・共益費なし。 

光熱水費は実費負担。 

  問 合 先：せいりょう園介護相談室  

℡（079）424-3433 
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