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「獲得形質は遺伝する」なら介護は少子社会の救世主 

 

 人は、猿が進化したとされます。猿はボス猿を中心として「群」を構成して暮らし、

自らの死期を察知すると、群を離れて死地に赴きます。象やライオンも同様で、死期

を予感すると群を離れる「本能的習性」を持っています。群を遠く離れた遺体は土に

還り、養分となって群の棲む自然環境を護り、群の習性は１００年前も１０００年前

も今も、殆ど同じです。集団で暮らす処は人も猿も同じですが、人は猿とは違い「死

期」を悟った時、集団の中で仲間に身を任せて最期を迎えます。そしてその集団は変

化を繰り返し、１００年前とも１０００年前とも違う「社会」に変貌しています。死

に逝く仲間を集団の一員として受け入れたが故に、死に逝く人を見守り看取る営みが

生まれ、死者を悼み弔い偲ぶ風習が生まれて自然崇拝や原始宗教を生み出し、群が社

会へと変化する契機になった様に感じます。猿が進化した人とその集団に、人間性や

社会性が芽生えて思想や宗教を生み出し、高度な科学や芸術に発展して文化や文明を

築いてきた『原点』が、『死に逝く身を仲間に委ねる本能と習性』に在る事を確信しま

す。人間社会にとって『死期を悟る本能』と『死に逝く身を仲間に委ねる習性』は、

『老いの変化を生き抜く生命力』を次世代に引継ぎ、個体の消滅を超えて『死後にも

続く関係性』を築く『社会的に重要な役割』を果たしているのだと思います。 

 高齢者介護の現場では常に、ご利用者の「老い」とその「最期」に直面します。老

いに伴う心身機能の低下を避けたい、死も回避したい、と願う個人的な願望と、それ

に応える医療への期待が膨らむと同時に、如何ともし難く訪れる最期との狭間で、現

場ではご本人もご家族も介護スタッフも絶えず揺れ動きます。特に近年、医療技術の

進歩により差し当たっては死を回避することが可能となり、かといって『今が死期』

だと知らせるセンサーは無く、死を巡っては常に悩ましい 

選択に迫られています。 

この数十年、欧米先進諸国に追いつき・追い越せと平均 

寿命を延ばしてきた日本は、今や世界で１～２位の最長寿 

国です。その一方でこの４０数年間に生れる子供の数が減 

        （次ページに続く） 



  
（前ページの続き）  

り続け、昨年の出生児数は９１万人強と団塊世代の１／３程度です。その子供達の中で

今、小学校から中学・高校へと成長する過程で自殺する子供達が絶えず、「学校でのい

じめと自殺」の記事が毎日の様に新聞に載ります。１０代前半の子供達の死因の第１位

が自殺とも報道されます。更には東日本大震災で石巻の大川小学校の児童７４名は、吐

気がする程の恐怖の中で４０分以上も校庭で待機して、誰一人自らは逃げませんでし

た。学校でいじめられて自殺する子供達も、閉塞感の中で逃げずにもがいた結果の様に

思えます。生れて１０年程の生徒の『生きる本能』が未発達なのか？或いは退化したの

か？日本の前途が危ぶまれます。この４０年以上同時進行した『長寿化と少子化と少年

の自殺』には、深い関連性がある様に思えてなりません。 

 まず何より、人生の最終章を生きる高齢世代の『死期を悟る本能』と『仲間に身を委

ねる習性』が忘れられた様に思えます。今は歴史上かつて無い程の「多死社会」が進行

中であり、身近な周囲で多くの「死に逝く人」との接点がある筈ですが、大半の人が「死

を回避する努力」を優先して、死と向き合いません。長寿の人は、幾多の困難を潜り抜

けた『多様で柔軟な生命力』を持っているはずですが、死の回避を願う心と努力の陰で

『老いて死に逝く命の本能』が現す『変化に身を任せる柔軟性』が見逃され、引き継が

れません。少子化は、２０代～３０代の青年層の『種の保存本能』が退化し始めた結果

であり、１０代少年の自殺も『生きる本能』の退化が根本に潜んでいる様に思えます。

１００年を生きた長寿者の暮らしを支えた『変化への柔軟性』を青年層や少年達に引継

ぐ営みが、今の社会における喫緊の『最重要課題』です。人の命は、死後にも続く関係

性を築いて少年や青年達の心の中で生き続け、彼らを支えるのだと信じます。 

８月８日（木）朝日新聞朝刊に『福岡伸一の動的平衡 揺らぎ始めた「常識」』が載

っています。『「獲得形質は遺伝しない」。これは現代生物学の基本的原則である。しか

しこれが、だった、と過去形に書き換えられつつある。・・・・・いくら戦争の恐怖を

体験しても、あるいはピアノが上達しても、子どもは、その体験や上達を、生まれつき

持って誕生することはない。・・・・・しかし、この常識が揺らいできている。・・・・・

Ｃ・エレガンス（線虫の一種）という小さな生物は細菌を餌にしている。しかし細菌の

うち、緑膿菌は危険な餌。匂いに惹かれて食べると感染が起こり、死に至る。緑膿菌の

摂取によって病気になった線虫は、死ぬ間際に卵を産み落とす。この卵から生れた線虫

は、緑膿菌を危険とみなして回避した。まだ緑膿菌と一度も接触した経験がないにもか

かわらず、である。経験の伝達にはＲＮＡ（リボ核酸）が関与しているらしい。親世代

の獲得形質が、微小な情報粒子に乗って、生殖細胞に伝達されている。親世代の「獲得

形質は遺伝する」のだ。まだわからないことは多いが、大きなパラダイム・シフトが起

きる予感に満ちている。（生物学者）』 

世界一安全な日本社会では、令和生まれの子供には１００年の未来が待っています。

長寿で迎えた「死に逝く命」と築く関係性は、少年や青年達自身の『生きる本能』や『種

の保存本能』を支える『原体験』となって心の中で生き続ける事を確信します。更には

その原体験が、彼らのＲＮＡに乗って幼子の本能として伝わる可能性が観えてきた事

で、新たな希望が湧いてきます。 

最終章を生きる団塊世代の一人として、経済激動期を生き抜いた『本能と習性』を

令和の子に引継ぐ道を拓いていきたい、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７月２６日】 

ヘルパーステーション主任 川﨑 賢一 

（介護福祉士） 

 

今回の介護について語ろう会は「介護技術者講習」ということで、「衣類の着脱と体位交換」

について講習会を行いました。 

講座に入る前に、介護をする上で大切なポイントについて話をしました。そこでの意見と

しては、観察力や声掛けと言う意見が多く出ましたが、せいりょう園の理念でもある自立支

援について話をしました。介護の根幹は、「介護は全てを手伝うことでは有りません。出来る

ことは自分でやってもらう。その方の身体能力を見極め、時間が掛かっても自分でしてもら

うことです。その為に必要なのが声を掛ける事や観察する力を養うこと」です。意思疎通が

出来ない方に対して、声掛けを疎かにしていいのではありません。人間の耳は、本人が昏睡状

態でも機能しており、人が死にゆく中で最期まで残っている機能だと言われています。声を

掛けることで恐怖心が拭われ、安心感が生まれます。そして、その積み重ねから信頼関係が生

まれます。 

衣類の着脱は生活にメリハリをつけることが出来る他、清潔に保つ、身体を動かす為のリ

ハビリの機会となり、気分転換にも繋がります。介助時の注意点として、細かなところまで声

掛けを行い本人に同意を得る、麻痺等の身体状態の把握、スライディングシートで身体を良肢

位の位置に戻す、カーテンを閉めたりバスタオルを掛けることが上げられます。 

体位交換は床ずれを防止する、安楽な姿勢で快適に休んでもらう、血管の循環を良くして

肺や筋肉を活性化させる、廃用性のレベル低下を予防することが出来ます。介助時の注意点

として、長期間寝たきり状態だと起きた際に、起立性低血圧やめまいに注意する必要があり

ます。寝たきり状態の際、足首が固くなり尖足になり易い為、足底にクッションを置く必要が

あります。臥床時肩から腕にクッションを置くことで、リラックスして過ごせる等が上げら

れます。在宅で介護をされている方には、介護用品のレンタルを活用することが出来ます。床

ずれや床ずれまではなっていないがそれに付随する症状の際は、マットレスを低反発の素材

に替えて頂くか、エアマットのように、常時空気の流れで除圧や通気性を良くするものに替

えて頂くことで、改善が図れます。 

 

Ｑ＆Ａ 

Ｑ自宅で脊椎損傷の夫を介護していますが、脊椎損傷の方の更衣はどうすればいいですか？ 

Ａ身体の感覚がなく、力が入っていないことが考えられる為、体動時手が下敷きになったり

することを注意して下さい。又衣類を前開きや、ゆったりした伸縮性の高い素材のものを

使用することで、更衣が容易になります。 

 

今回の語ろう会を担当させて頂いたことで、地域で今現在自宅で介護をされている方にお

話を聞くことが出来ました。我々介護職が日々当たり前のように行っている介護術がまだま

だ浸透していないと感じました。日々の介護が大変で困っている 

方が地域には居られます。我々介護職員は、この助けを求める声 

に真摯に向き合い、今後もこのような活動を通じて、地域へせい 

りょう園の取り組みや、得た知識、思いを発信していかなければ 

ならないと、強く感じました。 



 

 

 

’

ある朝お釈迦様は、蓮池の周りを散歩してふと池底を見ると地獄の中にカンダタ

という男を見つけました。カンダタはあらゆる悪さをした結果、ここ（三途の川や血

の海、針の山）で苦しみもがいているのです。それでも１度だけ彼は良い事を行って

いた事をお釈迦様は思い出されました。それは、林の中で踏みつけようとした蜘蛛

の命を助けたことでした。この蜘蛛にも家族や仲間がいる、と思い、小さな命を助

けた事を思い出され、一本の蜘蛛の糸を地獄へ下ろされました。これで助かると、

カンダタは素早く糸を昇りましたが、ふと見ると大勢の罪人たちが昇ってくるのに

気づいたカンダタは「俺の糸だ、皆、下りろ」と叫んだのです。その瞬間、蜘蛛の

糸が切れ、再びカンダタは地獄に落ちていきました。自分だけ助かろうとし、地獄



へ堕ちてしまったカンダタをお釈迦様は悲しそうな顔をして見てその場から立ち去

られました。 

 

スイカ割り【令和元年 8 月 31 日】 

 

グループホームまどかで、スイカ割りをしました。 

 スイカが登場すると「立派やなぁ～！」「まんまるや！」「ひんやりして気持ちええ

なぁ」と声が上がりました。「誰か割って」「私の力じゃ無理やわ」と始めは遠慮がち

でしたが、最初から見事にヒビが入り拍手が起こりました。 

「あんた割ってよ」「がんばれー！」と声がかけられる中、 

よく狙って棒を振り下ろすこと数回、かけらが飛んで赤い 

部分が顔を出しました。「きれいな赤やなぁ」「おいしそう」 

と皆さんから歓声が沸きました。 

 楽しい夏の思い出になりました。 



初心に戻って感じたこと 

グループホーム 高瀬 美咲 

（介護福祉士） 

 

昨年の４月にグループホームへ異動になり１年が経ちました。 

グループホームの印象は、建物の中に入ると食事を作る音やおいしそうな匂いがしてと

ても家庭的な雰囲気でした。利用者の方もテレビを見たり、杖をついて歩行されたり、気

持ちよさそうにうとうとされる姿もあり穏やかな空間でした。 

新人の時、数日間業務には入らず、入居者を観察するだけの期間がありました。実際に

その人のできる力や日々の様子を見ることで、状態変化にも気づくことができる大切な期

間であることを、先輩職員から教わりました。しかし経験を積む中で、やりがいを感じな

がらも介助に追われる毎日でした。グループホームに異動してからも、初日は観察期間が

ありました。１日じっと座り、ゆっくり観察する時間があるなら何かケアができるのでは

ないかと思う気持ちになっていました。観察中に Kさんが杖をついてゆっくり歩行されてお

り、その様子を前方から見ていると「遅くてごめんね。」と言葉がありました。観察と言って

も前から見ていることが K さんにとっては焦りや急ぐ気持ちになり、自分のペースで歩行さ

れている妨げになってしまったのではないかと、申し訳ない気持ちになったことを今でも覚

えています。私達職員は後ろからそっと見守るようなサポートが大切で、ご本人に気づか

れないくらいがちょうどいいのだと思います。そして観察に付いて改めて学ぶことができ、

一人ひとりと向き合い関わることができました。 

前の部署では主に食事・入浴・排泄の介護業務を行っていましたが、グループホームで

は家庭と同じように調理や掃除も行うことで知識や業務の幅が広がりました。普段、家で

料理をすることが少ないので、人の食事を作れるか最初はとても不安でいっぱいでした。

味噌汁の出汁を昆布と鰹からとると聞いたときは驚きましたが、毎食とても丁寧で凝って

いるのだなと感心しました。周りに助けられ、どうしたらおいしく食べてもらえるか個々

の食事形態や食器・盛り付け・彩など考え工夫しています。時には利用者の方に味見をし

てもらい「もう少し塩気がほしいな」「おいしいで」とアドバイスをもらっています。また、

利用者の方がキッチンに入り鍋の蓋を開けて一口食べている姿が見られたり、ちらし寿司

の際に団扇で扇いでもらったり、混ぜてもらったりと利用者の方も一緒になって作る日も

あり、いろんな一面を知ることができて今では調理も楽しみの一つになりました。認知症

であってもわかることや、自身でできることがたくさんあり、自分らしく生活されている

と思います。 

外出についても学ぶことが多く、前の部署にいた時は行方不明になった際に、主任やリー

ダー職員が中心となり、ご家族や警察と連携を図っていました。グループホームに来てから

は、職員の誰もがご家族や警察と関わり責任を持って対応していました。外出の際はでき

るだけ職員が見守り、付き添いを行っていますが、「家に帰る」と帰宅願望があり、他利用

者の介助中や少し目を離した瞬間に外出され、歩くペースも早いので追いつかないことも

あります。 

私が初めて外出の対応をした時は夜間帯のことでした。A さんが夜の８時頃に眠たいと

言われていたので、居室へ誘導しパジャマに更衣後休まれていましたが、３０分後に訪室

した際には姿がありませんでした。夜間は玄関の扉を施錠していますが、自身で鍵を開け

た様子があり所在不明になりました。不安でいっぱいになりながらご家族と警察に連絡を



とり捜索してもらい２４時頃、無事に加古川駅付近の民家で見つかり交番で保護されまし

た。自身の鞄と財布も持参しておられ、A さんの両手にはお菓子やジュース、小型の扇風

機など３袋分も購入し、笑顔で帰ってこられました。何時間も歩き、疲れているかと思っ

ていましたが、清々しい表情で警察の方にも「ご苦労様です。ありがとうございました。」

と声をかけられていました。発見するまでに、パジャマ姿で夜中にお年寄りが歩いている

ことに誰も気にならないのかと不思議でしたが、現状はなかなか声を掛けにくいのかなと

思いました。その後も加古川駅周辺や民家、飲食店、遠くて稲美町まで外出され所在不明

になった際は警察や警察犬の協力を得ていますが、地域の方や職員が発見することが多い

です。外出についてはリスクを伴いますが、私たちと同じように目的や考えを持って行動

されています。すぐに引き止めたり、話を変えたりするのではなく、本人の思いを理解し

て見守っていくことが大切だと対応していて気づかされました。 

介護を通して様々な出来事があり、心が動けば体も動くように、自身でできなかったこ

とができた時の喜びや、観察を通していろんな発見があり日々魅力に感じています。高齢

化が進む中、これからも認知症の方が外でも豊かに暮らしていけるように、利用者の方か

ら学んだことを地域に発信していきたいです。 

 
 
 

キッズクラブ開所から１年 

事務主任 城島 有希子 

 

せいりょう園キッズクラブは、今年で２年目を迎えます。 

小学生を持つ親にとって、夏休みをどう乗り切るかは悩みの種です。1 人で留守番させるの

は心配、１か月も仕事を休むことは到底無理、という子育て世代に働きやすい環境を提供す

る公益的な取り組みの一環としてサービス付き高齢者向け住宅「リバティかこがわ」の 2 階

に開所しました。 

春・夏・冬休みの長期休暇時の小学１年生から６年生の児童を対象としており、昨年７月

の開所当初は地域の子供の登録は 5 名でした。口コミで広まり今年度は地域が９名で、せ

いりょう園の職員の子供と合わせて 21 名が登録しています。絵が得意な入居者の方に絵画

教室や切絵教室をしていただいたり、地域のボランティアの方にマジックを教えていただい

たり、段ボールで秘密基地やお化け屋敷を作ったりと毎日楽しく過ごしました。 

私が関わった中で特に印象に残ったことは、入居者の方と風船バレーをしたときの一幕で

す。いつもは元気いっぱいの、いわゆる『わんぱく坊主』の少年が、風船バレーの際は、利用

者の方が転倒しないように椅子を支えたり、風船を叩く強さを調節したり、普段にはない気

配りがありました。普段はゆったりと過ごされている入居者の方も、筋肉痛になるのでは？

と心配になるくらいに素早い動きで右に左に手を伸ばし、と 

ても楽しまれていました。高齢者と接することで思いやりや 

優しさを学び、普段交流しない人や自分と考え方が違う人に 

出会ったときに、相手の立場になって考えることができる 

等、豊かな人間性を育む体験になると思います。 

1 年生から 6 年生の年齢の幅があることや、男女の違いで 

の対応の難しさはありますが、他地区の子や世代の違う人と 

ふれあうことで、子供が大きく成長する機会になると信じて 

関わっていきたいと思います。 
入居者に切り絵を教えてもらう子供たち 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                     

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【せいりょう園空き情報 ９月１８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：４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 ℡   

 【令和元年度第３回運営推進会議報告】 
 

日 時：令和元年 9 月 12 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０名、医療担当１名、家族代表４名 

     せいりょう園職員８名 計１７名 

 内 容：行事報告、ひやりはっと事故報告、ターミナル報告 

     身体拘束適正化委員会報告、質問、意見交換 

 

【 RUN 伴（兵庫）2019 年 11 月 3 日（日）に東播磨地区で開催！！】 
 

RUN 伴は、認知症の人や家族・支援者・地域の人がリレー 

をしながら繋がり出会うことで、認知症になっても安心して暮 

らせる地域づくりを目指し全国で行われているイベントです。 

今年の東播磨地区は朝３カ所からスタートし、せいりょう園を 

通過後、加古川駅に昼過ぎゴール予定です。せいりょう園では 

午前中に焼き芋カフェを行いますのでお気軽にご参加ください。 

 播磨地区でオレンジ色の T シャツを着ているグループを見掛 

けたら声援を送っていただけると嬉しいです！ 

 ★焼き芋カフェは 10 時～11 時です。ランナーの到着時間は 10 時半頃を予定して 

  います。たくさんの参加者でランナーを出迎え、送り出したいと思いますので、皆 

  様お誘い合わせてお越しください。お待ちしております！ 

 

【せいりょう園キッズクラブ支援員募集！】 
 

日 時：冬休み・春休み・夏休みの平日 9：00～15：00 

時 給：①1,000 円（保育士又は幼稚園・小学校教諭等の資格者もしくは、子育て 

支援員認定・放課後児童支援の資格者もしくは、放課後児童 

クラブの支援員経験者） 

② 900 円（資格なし） 

 問合先：せいりょう園 ℡(079)421-7156 

  ※ボランティアで１時間程度、折り紙や工作などを子供達と一緒にして下さる方も募集し 

ています。詳しい日時はお問合せ下さい。 

           

 


