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子供たちに『逝き方をみて生き方を学ぶ』暮らしを 

―多様性と柔軟性と持続可能性に満ちた共生社会への道を拓く為に― 

 

 令和元年１０月１９日（土）加古川市総合福祉会館で『在宅ケアと看取りから学んだ

人生１００年時代の幸福論』と題する市民公開講座を、福井県おおい町の「おおい町国

民健康保険 名田庄診療所」の中村伸一所長をお招きして開きました。中村Ｄｒ．は、

平成元年に自治医科大学を卒業。平成３年に福井県から派遣されて、当時の名田庄村国

保名田庄診療所に所長として赴任され、名田庄地区で唯一の医療機関の医師として地域

医療を支えられた『総合医』です。派遣期間が終了して他の医療機関での診療を経験し

た後、現在は自ら希望されて入院設備の無い名田庄診療所で診療にあたり、ケアマネ

ジャーの資格も取得されて、『在宅医療と在宅での看取り』に取り組まれています。 

 中村Ｄｒ．は、ご自身が在宅での看取りにこだわる理由として、『日常生活の場で息を引

き取ることは本人のためだけでなく、子供や孫に命のリアリティーを伝える大切な儀式』

であり、『逝き方をみて、生き方を学ぶ』重要な営みだと言われます。そして『健康』の

定義について、順天堂大学の島内憲夫教授が言われる『たとえ病気や障がいを持ってい

ても、いきいきと生きている、生きようとしている状態』が好ましい、と話されます。 

其れを聞いたとき私は、全身を癌に侵されながらも映画に舞台にと出演し続け、

７５才で亡くなった『樹木希林さん』を思い浮かべました。新聞で読んだ娘婿の本

木雅弘さんの談話や浅田美代子さんの話を想い、ＮＨＫが１年間に亘って密着取材し

たドキュメント番組を思い返し、死後にも日本全国で多くの人々の心の中で生き続け

る『女優 樹木希林』と『妻・母・祖母・友』としての見事な『覚悟の上の生き方と逝

き方』が心に迫ります。 

私達は今、保健・医療・介護・福祉などの社会施策においても、個人的な願望として

も、「健康で長生きしてこそ幸せ」だとして健康寿命の延伸に努め、高齢者対策として介

護予防の充実を図って「地域包括ケアシステム」を構築し、誰もが 

地域社会の一員として幸せに暮らせる「地域共生社会」の実現を目 

指します。政府が描く「地域包括ケアシステムの説明図」において 

は、青々した葉の高齢者像が描かれ、「要介護になり死に臨む姿」は 

視野に入っていません。         （次ページに続く） 



   
（前ページの続き）  

 しかし現実には高齢になれば成る程、ガンに罹り易くなり、９０才も過ぎると多く

が認知症にもなります。後期高齢期の暮らしは人生の集大成であり、「生身の人間が

暮らした７５年」には様々な自然現象や社会現象に応えた負担が積み重なり、「老い

の身」には様々な変調が起こり易くなります。昨日できた事が今日はできなくなり、

最期が近づく程に徐々に知性も理性も体力も失い、感性と感覚と経験則が要介護の暮

らしを支えます。其の暮らしは『自然の摂理』が用意する、仲間に委ねて迎える最期

への『準備期間』であり、若い仲間が支えて看取る『要介護の暮らし』と『その最期

の姿』が、『生き方と逝き方』を伝えるバトンとなって、若い仲間が上手く社会を引

継げるのだと思います。 

老いて要介護になる事は、社会の一員として自然の摂理と本能に添って迎える『人

としての自然な姿』であり、自然界の一員として生れた命は、自然の摂理に添って終

焉を迎える営みに触れる経験を肥しとして成長し、自然の摂理に添って活き活きと躍

動して新たな命を生み育て得るのではないか、と感じます。若い命は正に、逝き方を

みて生き方を学ぶ、のだと思えます。 

 ヒトとサルの遺伝子は９８.８％が同じと言われます。サルは死期を悟ると群を離

れ、単独で死に場所に向かいますが、ヒトは死期を悟ると仲間に身を委ねて、集団の

中で最期を迎えます。ヒトが『サルの群』とは全く違う『社会』を創り上げ、世界各

地で様々な『文化や文明』を築いて来た原点がこの『１.２％の遺伝子』だと思えま

す。生殖機能を失った後も相当に長く生きて『老いの身を仲間に委ねて最期を迎える

本能』が、人が社会を構成する上で必要となる『思想や人間性・社会性』を創り、人

間社会は柔軟に変化・発展してきたのです。 

先月１１月に福井県で、９０才を超えた義父母と７０才の夫の介護に疲れた７１才

の妻が、３人を殺害する事件が起きました。『村一番の良く出来た嫁』との評判の裏側

で、『疲れを口にする』様子が伝えられています。老々介護の４人家族が孤立した現実

は、介護現場にも共通する『深刻な課題』が潜む事件だと感じます。予防重視の介護

保険制度においても、世間の常識でも、老いてなお健康願望を強める一方で、老いの

身を仲間に委ねて最期を迎える『本能とその価値』を忘れ去り、『要介護は迷惑』であ

り『予防の対象』でしかありません。 

誰しも「個人的」には、老いて病気にも要介護にもならず、元気なままに最期を迎

えたいと願うとしても、誰もが『自然の一員』として『老いの身を仲間に委ねて最期

を迎える本能と習性』を持って生まれます。そして現実に大半の高齢者は、要介護の

身を仲間に任せて世を去り、本能に添った役割を果たします。しかしこの４０数年の

間、世間は少しでも長く生きる事を大事にする一方で、『ＱＯＬ』についての議論が拡

がらず、自然の摂理と本能に添って迎える最期が高くは評価されません。『死に逝く命

の価値』が定まらぬと同時に、『子を産み育てる営みの価値』も確信できず、若い人達

が上手く社会を引継げないでいます。平均寿命が延び続けて人生１００年の時代を迎

えた今の世で、生れる子供の数が減り続けて昨年は約９１万人。『社会の存続』自体が

危ぶまれています。 

団塊の世代が７０才を超えた今こそ、ＱＯＬについて議論を深め、若い世代や子供

達が『終焉を迎える命』と触れ合う地域社会を創り、身近な世間に『逝き方をみて生

き方を学ぶ』暮らしを取り戻したい、と心より願います。 

せいりょう園  渋谷 哲 



一年間を振り返って 

看護師 椿 佳織 

 

 私がまだ看護学生の時、このせいりょう園で実習させていただきました。とても懐かしく思

いながら、入職してもう一年が過ぎました。 

 長い間、看護師として医療現場でのお仕事に携わり、そろそろ何か新しいことにチャレンジ

したいと思い、老人ホームでの看護師のお仕事に興味を持ちました。不安もありましたが祖父

母と一緒に同居していたこともあり、認知症の方と接することにあまり抵抗はなかった様に思

います。 

 入職して感じたことは、敷地内は広くたくさんの建物があり、スタッフの方がいつも明るく、

すれ違った時にはきちんと挨拶をされていてとても感じがいい職場だなということでした。最

初は、ユニット型特養からの勤務でした。実際、勤務に入ると利用者さんの名前や特徴を知る

こと、スタッフの名前を覚えることから始まりました。病院とは違って看護師の人数も少なく、

常にドクターが常駐していない為、看護師の判断が問われるということも多々あり戸惑ってし

まうこともよくあります。採血一つにしても高齢者の方ばかりなので血管も細く、介護職の方

に手を持ってもらわないと一人で行えないこともあり、急に動かれたり大声で叫ばれたりと設

備の整った病院とは全く違います。 

 毎日同じ事の繰り返しではなく、利用者さんの状態も日々変化があって、ドクターに利用者

さんの状態を報告するタイミングを考えて悩んだりと、プレッシャーになることもあります。

しかし、周りのスタッフに相談したり、助けてもらいながら現在はユニット型特養と地域密着

型特養を行き来し仕事をさせていただいています。 

 利用者さんと接する中で、ニコニコと嬉しそうな表情や、何気なくかけてくれる言葉に癒さ

れ、私自身勇気や元気を貰います。 

毎日色々な業種との関わりもあり、連携を取りながら私自身も成長していきたいです。まだ

まだ不慣れな所もありますが、臨機応変に判断し、今までの医療現場での経験を生かしながら

安心感を持ってもらえるような看護師を目指し、頑張ります。 

 
 

11 月３日（日）に RUN 伴（兵庫・東播磨地区）2019 と

いう認知症の啓発活動イベントがありました。その一環として

せいりょう園は、地域の方・ボランティアの方と共に焼き芋カ

フェを開催し、他県から繋いできた襷をかけたオレンジ色の T

シャツを着たランナーを迎え、また見送りました。その後ラン

ナーに帯同し、加古川駅まで入所者の方と一緒に襷を姫路地区 

に繋ぐゴールイベントに参加してきました。「認知症になっても安心して暮らせる地域

づくりを」という目的のもと行われているイベントの中心的存在であるお年寄りのみ

なさんが、美味しい焼き芋をたくさんの人と一緒に食べることで楽しみ、地域の方々

にティッシュを配りながら話しかけることによって出会い、 

地域で暮らす隣人であるということを双方が実感されていま 

した。入居者の皆さん、ボランティアの皆さん、地域の皆 

さん、ご協力ありがとうございました！ 

（介護相談室 新田 悦子） 



最期の瞬間（とき） 
 ～家族の思い、葛藤、そして専門職として～ 

地域密着型特養 伊藤 洋子 

（介護支援専門員） 

 

 私が平成 30 年 4 月にユニット型特養から地域密着型特養に異動となった時、T さんはショー

トステイを利用中でした。その約 1 ヵ月半後の 5 月 22 日に地域密着型特養入所となり、施設介

護支援専門員として関わることになりました。 
 T さんは、居室で過ごしてることがほとんどで、食事もベッド上でオーバーテーブルを使用

し自身で摂られていました。リクライニング型車椅子で離床し、居室の外に出られるのは、週

2 回の入浴と 2 週間毎の泌尿器科受診の時のみでした。ご自身で意思表示されての生活スタイ

ルだったので、それに合わせて援助させていただいていました。 
 また、職員が話したことについて理解はされている様子でしたが、返答がないことも多く、

排泄介助や散髪等に対しては全身を使い拒否されることもあり、途中で中止することもありま

した。泌尿器科受診後や入浴後、居室まで戻る際、いつもと違うところを通ろうとすると急に

手でものを掴み拒否がみられたり、花見や夏祭り等の行事にも参加されることはありませんで

した。T さんには前立腺肥大があり、バルーンカテーテルを留置していた為、交換の為の２週

間毎の受診や状態不安定時は尿が詰まり、多い時は週 3 回の受診となっていましたが、泌尿器

科受診や入院への拒否はほとんどみられませんでした。T さんからは何も言われませんでした

が、ご自身の状態を良くわかっておられるんだなと思いました。 
 ある日を境に発熱が続き、その後、食事を摂らなくなり、最期の瞬間が近づいてくる中、ご

家族は、ご自身の意思で食事を摂らないＴさんの性格を理解しつつ、少しでも何か食べるもの

がないかと嗜好品を持参されていました。その中で、最期をどう迎えるかについて、入所当初

に、「延命を希望せず、最期まで園で」という意向を伺ってはいましたが、そのことについて、

もう一度ご家族で話し合い、確認するということになりました。最終的に「最期まで園で過ご

す」という意向を奥さん、息子さん、娘さんが園に来られ伺った数日後に、T さんはご家族に

看取られ亡くなられました。最期は、T さん自身はもちろん、ご家族全員が納得されて迎えら

れたのではないかと思います。 
 特養入所が決まり契約をさせていただく際に、入所される方の最期をどう迎えたいか、意向

を伺わせていただいています。その時点で、ご家族がご本人にも確認した上で、「延命はしない。

主治医の診断のもと園で出来る範囲内での治療・緩和ケアで最期を迎えたい」とはっきりとし

た意向を持っておられる方もいれば、「状態変化があれば救急搬送をお願いします」と希望され

る方や、「考えたことがないです」「その時になってみないとわかりません」と言われる方もお

られます。入所されてからの状態を観ながら何回か話をさせていただいたり、他の利用者が亡

くなられることを目の当たりして、ご自身の親が最期を迎えるのはそう遠くないことなんだと

感じ、向き合われる方もおられます。途中で意向が変わられることもあります。自分自身がど

のように最期を迎えたいかを、元気なうちに考え決めている方もおられますが、自身の近しい

人、親が自身で最期をどう迎えたいか決めていない、決めることが出来ない時、ご家族はその

ことを考えなければいけません。 
 私の伯母は、老衰の祖母の最期に延命は望まないが、どこまでの医療行為をするのか悩んで

いました。大阪のグループホームに入所していて、病院には行かずに、最期までそのグループ

ホームで過ごすことにしましたが、「おばあちゃんが、元気な時に（最期をどう迎えたいか）言

っといてくれたら・・・」、「このまま何もしなくていいのか」と葛藤し、食事が全く摂れなか

った祖母に点滴をすることを決めました。「点滴が入らなくなれば、それ以上のことはしない」



と。点滴を 40 日間行い、一時的に意識が戻ることはありましたが、その後再び意識が朦朧と

し、点滴も難しくなり、点滴を止めることを決断しました。2 日後、祖母は亡くなりました。 
私は、せいりょう園で長く働かせていただき、介護支援専門員として、ご家族と最期のこと

について等いろいろと話をしてきましたが、親戚とはそういった話をあまりしてきませんでし

た。祖母の状態に変化があり、伯母が点滴を決断する直前に連絡をもらい、すぐにかけつけ、

以降は伯母をはじめ従兄妹達とも連絡を取り合い、祖母のことでよく話をするようになりまし

た。その中で親戚が言っていたのは、「『延命をしない』とは思っていたが、具体的にそれがど

ういうことかわからない」「おばあちゃんに穏やかに最期の日々を過ごしてもらうというのがど

ういうことか、おばあちゃんのために何かしたいけど、何をしたらいいのかわからない」と話

がありました。私は、「おばあちゃんに会いに行って、そばにいるだけでもいいし、返事は返っ

てこないけど、聞こえてるのでいろんなこと話しかけたり、手を握ってあげたらいいと思うよ」

等話しました。 
伯母達、私を含めた孫達、ひ孫達は、寂しがり屋なおばあちゃんのそばに出来るだけいるよ

うにしていました。 
祖母が亡くなった後、伯母から「点滴はしなくてよかったかな。でも決めた時は、おばあちゃん

が亡くなるという心の準備が出来てなかったし、これでよかったのかなとも思う」「洋子ちゃんと

もっと早くにいろんなことを話してたらよかった」と話があり、私も後悔が残りました。 
 入所してからの日々の生活、そしてその先に最期を迎える瞬間があり、その流れの中でご本

人・ご家族に寄り添い、これからも関わらせていただければと思います。また、親戚ともこう

いった話をしていきたいと思います。 

 

  ケアハウス合同消防訓練【令和元年 11 月 29 日】 
 

高齢者施設では消防法に定められている通り、消防訓練を毎年 2 回行っています。先

ずは火事を起こさないようにすることが大前提ですが、もし火事が起きた場合、焦らずに

冷静な対応が求められます。その為に訓練は必要です。 

今回、加古川東消防署予防課、野口分署の消防隊員の方々に、消防車・レスキュー車・

はしご車を出動していただき、ケアハウスせいりょう園で行っている初期消火・通報・避

難訓練を確認して下さいました。その後、はしご車で 5 階のベランダからの救助を実演

して下さいました。職員が命綱を装着して消防隊員 

の指示に従い、救助が終わると見に来られた方々よ 

り自然と拍手が湧き起こりました。 

予防課の係長より「火事発生時、最小限に食い止 

めること。その為に迅速な初期対応・通報・避難訓 

練が大事です。」との言葉をいただきました。きび 

きびとした消防隊員の行動を見て、命を守る使命感 

が伝わりました。 

合同消防訓練を実施することを地域の方々に伝え 

たところ、長砂町内会長、長砂団地町内会長が来て 

下さいました。今後、火災だけではなく水害・地震 

などの災害時に備えて、せいりょう園職員と地域 

の皆様と協力して、防災訓練を実施できればと考え 

ます。    （ケアハウス施設長 入江 良行） 

サ ー ビ ス 付 き 高 齢 者 向 け 住 宅 

「 自 愛 の 家 さ く ら 」 入 居 者 

藤田 勝子 氏 撮影 



 

 

 

 



 
 
 

H さんの看取り 
地域密着型特養 衣笠 将弘 

（介護福祉士） 

 
 H さんがせいりょう園を利用し始めたのは平成 30 年 1 月の終わりごろでした。いつも新規

利用者の方が来園される時はどんな方なのだろうと不安で、今でも慣れない緊張の一瞬です。 
H さんはすごくこだわりが強く、日中夜間問わず少しでも気になる疑問なことがあるとコー

ルを押されていました。納得がいかないと怒られることもありました。すごくコールが多く、

自分もどうすれば納得してもらえて、また本人が過ごしやすくなるのだろうと考えました。 
 H さんで一番印象に残っているのは夏祭りです。平成 30 年の夏祭りの写真で屋台のホット

ドッグにかぶりついている写真がありました。いつもはほとんど笑顔がなく眉間にしわをよ

せた表情をされていることが多かったので、その写真を見たときは驚きでした。 
 令和になり最初の夏祭りの時にはまたこんな表情が見れるかな？と思っていました。そ

の願いが叶ったかはわかりませんが、H さんの担当になりました。本人は「またあのホッ

トドッグが食べたいねん、あれがおいしかってん。」と何度も言われるほど夏祭りを楽しみ

にされていました。 
 当日になり夏祭りも大盛況で早めに参加したつもりでしたが既に多くの人でごったがえし

ていました。盆踊りを見て、たこ焼きなどを食べて、見たことがない穏やかな表情で終始夏

祭りを楽しんでおられました。普段は腰痛もあることからあまり長くは起きることができま

せんでしたが、夏祭りが終わるギリギリまで頑張って起きて楽しんでおられました。しかし

肝心のホットドッグは食べられずに夏祭りが終わってしまいました。 
 H さんは「仕方ないね、来年頼むで。」と言い、以前では考えられない穏やかな表情でした。

自分も来年の夏祭りは H さんの担当にしてもらい必ず食べてもらい、夏祭りを楽しんでもら

おうと思っていましたが、令和 1 年 8 月 12 日の朝食の時間に急変しあっという間に息を引き

取られていきました。こんなに急に亡くなられたのにも驚きましたが、一番心残りは来年の

夏祭りを共に楽しめなかったということです。 
 利用者の方も自分もいつ何が起きても不思議ではない今の世の中で、この 
出来事を心にとめ、利用者とも一瞬一瞬の関りを大事にし、悔いのない介護 
をしようと改めて感じさせられました。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                     

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 せいりょう園空き情報１２月１５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：３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 ・グループハウス岸本邸（ｼｪｱﾊｳｽ）：２室 

［問合先］せいりょう園 ℡  

【 お知らせ 】 
 

① 介護について語ろう会 毎月第４金曜日 14：00～15：00 参加費無料 

  ・1/24  「認知症を考える（第 3 回）」 
 

② 男性の料理教室 毎週金曜日 13：30～15：00  1 回 500 円 

  ・1/10  炊き合わせ、吸い物 

  ・1/17  きつね寿司、吸い物 

  ・1/24  いわしの天ぷら、みそ汁 

 ・1/31  『ミキサー食、ソフト食』 
 
［問合先］せいりょう園 ℡   

【 消防訓練と桜の木 】 
 

せいりょう園には、敷地のほぼ中央に桜の木があり、 

毎年春になると入居者の皆さまとお花見会を催していま 

す。しかし、先月行われた合同消防訓練を前に緊急車両 

の出入り口を確保するために、消防署との協議の末、枝 

の一部を伐採しました。大きく枝を広げて咲き誇る桜を 

切ることに惜しい気持ちもありましたが、安全には代え 

られません。今後も定期的に剪定することになり、枯れ 

ずに咲いてくれるものかと心配にもなりますが、きっと 

また立派に咲く姿が見られること信じて見守っていきま 

すので、来年の春に咲く姿を楽しみにお待ちいただきた 

いと思います。 
 

 
【 陶芸教室 1 日体験のご案内 】 

 
  ～桃の節句になぞらえてお皿を作ります。初めての方や子供さんでもできます～ 
 
            日 時：1 月１９日（日）・1 月２０日（月） 

           10：00～12：00（定員 1０名） 

  料 金：1 日２,５００円  

            場 所：ユニット型特養の横「アトリエ一番星」 

            講 師：喜多 千景・中本 万理恵 

申込先：せいりょう園 ℡（079）421-7156 
 

  


