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予防と受容と共生と 

―老いて死に逝く身に潜む命より大切なバトン― 

 

 最近、私どもの特養やグループホーム、或いはケアハウスやサ高住で亡くなった方の

ご家族から、『穏やかな死顔に出逢えて良かった。安心した。』とのお言葉を頂く事が増

えました。亡くなった方の年齢は７０代から１００才超えまで様々ですが、大半の方が

『寝姿のまま』で亡くなります。『寝顔なのか死顔なのか？』、良く注意して観ないと判

らないお顔です。最期の安らかなお顔に出逢い、ご家族のみならず介護職も心より安ど

します。老いて要介護になり認知症にも成った身を我々に任せて徐々に徐々に時間をか

けて、自然の摂理に添って穏やかな最期への準備をしていた事に気付き、『死への恐れ』

が薄れます。『老いの本質』に触れた様にも思え、吾身の老いにも希望が湧いてきます。 

 誰しも『親の死』は考えたくないものです。親の年齢や老化の経緯を考えれば頭では

「何時かは死が」と判ってはいても、死を想定して準備をする事には躊躇します。何時

までも生きていて欲しいと願い、其れを「ひたすら願う」事が子の務めだとの確信を強

くしていきます。そして医療技術の進歩と介護システムの拡充が其れを強く後押しし

て、死期を先送りする手立てが尽くされます。同時に、医療や介護や年金を賄う莫大な

社会保障費の負担も先送りです。 

２０００年に始まった介護保険制度は今年で２０年目です。予防重視型システムとし

て出発し、高齢者に対して要介護にならない様に、要介護になっても重度化しない様に

努力することを求めます。そして高齢者の多くが、要介護は他者に迷惑を掛けることだ

と考え、アンチエイジングとピンピンコロリが老いの理想と信じて、ひたすら元気で健

康な老人を目指します。 

そして今、人生１００年の時代です。ゼロ歳児の平均余命が 

９０才近くにもなり、既に中高年に達している人は１００才を 

視野に入れて暮らす時代になりました。１００才を超えた長寿 

者も稀ではなく、７０才を超えても元気で働く人が多数居られ 

ます。しかしその一方で此の４０年間以上、新たに生れる子供 
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（前ページの続き）  

の数が減り続け、昨年の出生児数は８６．４万人とされます。超長寿の社会において、超

少子の社会が同時に進行するという、非常にアンバランスな社会状況であり、生産年齢人

口が急速に減少して日本社会の前途が危ぶまれます。急速に膨れ上がる国の負債を誰が払

うのだろうか？と不安が募ります。 

人が誕生する営みと、老いて終焉を迎える営みは、自然の摂理に添った本能的習性とし

て共に相当の期間、他者にその身を委ねます。生れた子が独り立ちするまで養育するの

は、人間も含めて多くの動物の本能ですが、老いて死に逝く親を集団の中で看取るのは人

間のみの本能です。其れが「動物の群」と「人間社会」との決定的な違いを生み出した様

に思えます。人が社会を構成して文化や文明を創り、その歴史を続けて来た原点が、『老

いて死に逝く身』を仲間に委ねる営みに在る、と確信します。老いて要介護になり衰弱す

る身を子や仲間に委ねるのは、迷惑を掛けているのではなく、子や若い仲間達に思想や社

会性を引継ぐ為の大切な営みなのです。老いた親は、社会を構成して生きる為に必要な多

様性や柔軟性を、吾身の『老いによる変化』を通して伝えるのだと思えます。 

 星野富弘氏は１９８６年「いのち」と題して『いのちが 一番大切だと 思っていたこ

ろ 生きるのが 苦しかった いのちより大切なものが あると知った日 生きている

のが 嬉しかった』と詠われました。１９４６年生まれの星野さんは、１９７０年に中学

校の体育教師としてクラブ活動の指導中に頚髄損傷で手足の自由を失われた後、口に筆を

くわえて文字を書き、絵を描かれています。首から下の動きを無くした暮らしの中で、多

くの人の助けが無ければ生きられない境遇で、『いのちより大切なものがある』と言い、

『生きているのが嬉しい』と詠います。１９４７年生まれの私が、１９８５年に特養を創

って高齢者介護の世界に身を置き、その数年後に星野さんの詩に出逢って以来、『命より

大切なものとは何だろうか？』と何時も心に引っ掛かっています。 

 今、老人介護の世界で最大の関心事は健康寿命と認知症です。昨年『予防と共生』をス

ローガンとする新たな認知症大綱が発表され、各地で「認知症になっても住み良い街」「認

知症の人に優しい街」などの言葉が並びます。しかしながら、予防の意識を持つ人には、

認知症の人との共生は居心地が悪く、自分が認知症になることも受容れ難くなります。認

知症について「予防と共生」が両立するには、「予防」の裏側で『受容』の意識を併せ持つ

事が必要であり、「心の許容量」が大きくなければできません。２４才で頚髄損傷を負っ

た星野さんは、何年かの葛藤の時期を過ごされた後に自らの境遇を受容し、４０才の頃に

「いのち」を発表されています。その心の大きさ・広さに心から敬服します。 

そして最近、ご利用者の最期の「寝顔か死顔か」判らない安らかなお顔に出逢い、こ

の方々は毎夜『生きているのが嬉しい』という思いの中で眠られている様に感じていま

す。老いも死も受容れて『今を生きる歓び』の中で眠られたお顔は、子や孫や若い仲間達

に社会を引継ぐ際の『貴重なバトン』だと思えてきます。老いと死の営みには、様々な変

化を受容れて生き抜いた、たくましくも柔軟な生命力を、命と引き換えに伝える『老いの

本質』が潜んでいます。毎夜『生きている歓び』に包まれて眠り準備してきた、『命より大

切なバトン』です。 

ご家族や若い仲間達には、自然の摂理に添った老いに寄り添い、アンチエイジングや

ピンピンコロリなどの目先の願望に固執せず、心の許容量を豊かに養い、死に逝く命に

潜むバトンを確実に受取って欲しい、と切に願います。 

せいりょう園  渋谷 哲 

 



T さんの見取りを振り返って 
グループホーム 高橋 達也 

 

T さんとの出会いは今から 3 年程前になります。グループホームに入居当時から「自分

で出来る事は自分の手でやる」と言われる程、生活へのこだわりがあり、いけない事には

はっきりと言われる方でもありました。そのため、他の入居者の行動に対してもはっきり

とした言葉で注意し、時としてきつい言動になることもありました。 
ある時、入居者の行動に対して注意しても聞き入れず、怒って頭を叩き転倒させてしまった

事がありました。それに対して職員が間に入っても「こちらが注意をしているのにどうして私

が悪いんや」と言われ私自身も一人の職員としてどうやって間を取ればいいのか悩みました。

T さんがしてはいけない事に対して注意するのは人として当たり前でも、それが行き過ぎて「頭

を叩く」というのは「暴力行為」になってしまうからです。施設だから、認知症があるから仕

方がないよねという訳にもいかず、どうしたら良いのかといろいろ考えさせられました。 
 ある日、私が夜勤で出勤したときに T さんが 39 度の高熱を出していると申し送りを受け

ました。普段から熱発するような方ではない T さんには珍しい、というぐらいにしか思って

いなかったのですが、翌朝、夜勤をしていた主任から急に、一緒に状態を見てほしいと連絡

が入りました。様子を見に行くと T さんは見た事もないような白い顔になっていましたが、息

苦しくても「大丈夫や、大丈夫や」と私に気丈に話しかけてきました。四肢先にもチアノーゼ

が出てきているのにも気付き、急変している状態である事は明らかでした。経過を聞いた時、

まさか T さんの容態が急変するとは思っていなかったので「どうして T さんが」と驚きつつ

も、急いでご家族へ連絡しようと主任と話した事を鮮明に覚えています。それから 2 時間後に

T さんはご家族の方に見守られ亡くなりました。 
 T さんは朝になれば廊下のカーテンを開けてくれたり、食器の片づけを手伝ってくれた

りと、グループホームの中でいつも中心を担う役割を受け持ってくれていました。私が夜

勤をしていると、当たり前にあった光景がなくなった事に寂しさを感じる事も少なくあり

ません。それだけ T さんの存在がグループホームでいかに大きな存在であったのかが良く

分かりました。後から知ったのですが、T さんはたとえ苦しくてもしんどくても最期の時まで

自らの手で出来る事をやろうとし、食事やトイレも自らの手で行っていたと聞き、T さんは人

生の終わりを迎える準備をまるで自身で行い、振るまっていたのだろうと思うし、自分の生き

方を貫かれたのだろうと私は感じました。 
 T さんの生き様を見て、グループホームでの生活とはどのようにして良いものにしていく

のがベストなのか、という事を改めて考えていかないといけないと思うようになりました。 
 

デイサービスでは毎月壁面を飾る大きな作品を作っています。折り紙を切る人、のり

をつけて用紙に貼る人、それぞ 

れ得意な分野に分かれて「♪私 

これするわ♪」「♪のり貸して 

なぁー♪」等々ワイワイ、ガヤ 

ガヤと楽しんでいます。1 月は 

宝船を作りました。だるま 1 つ 

1 つに個性が出て素敵な作品が 

出来上がりました。今年一年皆 

様に福が来ますように。 

デイサービス 富永 映子 （縦 91cm×横 183cm） 



 

 

 



 

地域密着型特養に異動になって 

                         地域密着型特養 稲城 玲香 

（社会福祉士、介護福祉士） 

 

 せいりょう園で働いて５年が経ちました。はじめはデイサービスの相談員として働いてい

ましたが、１年ほど前に地域密着型特養に異動になりました。異動後も相談員として働いて

いましたが、２０１９年４月からは介護職員として働いています。 

 地域密着型特養の相談員の時に、デイサービスでは制度の違いや対人援助研修の難しさから

自分の知識不足・未熟さを感じ、実際現場で働くことにより知識を増やしたいと思い、介護職

員になりました。 

 せいりょう園で勤める前は知的障がい者施設で３年働いていましたが、その中で亡くなった

利用者は１人でした。せいりょう園のデイサービスでは働き始めて１カ月もしないうちに１人

の方が亡くなられました。そのことに驚いたのを思い出します。デイサービスでは、看取るこ

とはないのですが地域密着型特養では看取りがあります。介護職になって数回目の夜勤で１人

亡くなられました。その方は、普段から食事量が少ない方でしたが、死が近づくにつれてます

ます食事量が減っていき最期の方は全く食されていませんでした。せいりょう園で働く前は、

延命治療をして病院で亡くなることが当たり前だと思っていましたが、看取りを通してこの方

のように自然の摂理に沿って亡くなっていく姿を実際に見て「死」について考えるようになり

ました。実際、自分が最期の時期になったらどうして欲しいだろう等と今まで考えたこともな

かったのですが、考えるようになりました。 

 私が夜勤をしている時に高熱が出て意識レベルが低下した方がいました。その時に家族の

意向を聞くと、救急搬送をするのか？このまま様子を見るのか？すごく悩まれているようで

した。突然のことで悩まれていたのだと思います。入所する際に最期についての意向をお聞き

します。それはその時の意向であって、その意向を変えることはできますが、救急搬送（延命）

はしないと言われていてもいざその時が来た時に救急搬送をやっぱりしようかと悩む方はい

らっしゃいます。外部の研修に行かせて頂いた時に講師の先生が言われていました。『悩んで

いる家族に対して最初は「延命治療を望まない」と言っていても家族の心に寄り添って「主治

医の先生に相談してみましょう」などと考え、一緒に悩むことも大切だ』と言っていたことを

思い出しました。今までこのような経験がなかったので、家族にそのような話をすることが出

来ませんでした。研修では簡単に聞いて出来そうな気がしていましたが、実際には自分もどの

ように家族に寄り添えばいいのか分からず難しさを感じました。この経験を今後活かして、利

用者本人だけではなく家族にも寄り添える職員になりたいと思います。 



介護について語ろう会              

介護相談室 新田 悦子 

（介護支援専門員） 

 

１２月のテーマは「家族、地域、ボランティアの役割」でした。今回はカフェ形式を取り

入れ、せいりょう園で実際にボランティアをしていただいている方々にも集まっていただき、

活動をするようになったきっかけや、ボランティア活動をしている中での苦労、気づき、園

への要望など生の声を聞きながら語り合う時間を持っていただきました。ボランティアの方

から「歩行器に名札を付けて欲しい」「日が差して眩しい場所があるので日よけをしてほし

い」、「活動場所が狭い」などのご意見や、「最初は認知症の人と接して戸惑いや葛藤があっ

たが、ボランティア活動を通じて意識が変わった」「回を重ねるごとに一人一人の個性を理

解でき、スムーズに対応できるようになった」「自分の将来を重ねるようになった」という

話が出ました。 

 せいりょう園ではボランティアや実習生の方に『何もせずとも「関心をもって唯、側に居る

だけ」から始めてください。其処にはきっと「大きな贈り物」が潜んでいます。「社会生活の

適者」であるご利用者にとって「見知らぬ人の存在」は、自らの「社会性を発揮」する絶好の

チャンスであり、「五感を働かせて」その存在を感じ、じっと覗いています。身動きが出来難

くなる程に、感性や感覚はより鋭くなり、何気ない音や匂いや気配に「互いの存在を」実感し

ます。日常との違いを鋭く感知して「変化に応える柔軟な社会性」を発揮します。相互作用を

通してその柔軟な社会性を、貴方が「学び、引継ぐ」のです。』…という言葉を事前に伝えて

います。利用者とボランティアの方々が互いに、非日常の中で体験することは、自分の力を

感じ、生きる力の源となり、自らを振り返る機会になっているのではないかと思います。せ

いりょう園の中で繋がり続けるご縁を大切にしたいと感じました。 

 
   

晴香うららさん新春歌謡ショー【令和 2 年 1 月 31 日】 
 

 令和 2 年「新春歌謡ショー」に関西を中心に活躍されている歌手の晴香うららさん

をお迎えして開催致しました。利用者さん、御家族、ボランティアさん、職員、総勢

100 名以上の方が集まり楽しい時間を過ごしました。 

この日は昭和の名曲を中心に演歌や歌謡曲を歌いながら一人一人と握手して頂き、

また利用者さんにマイクを向けて一緒に歌って下さり、うららさんの優しさに心打た

れました。手拍子をする方、口ずさむ方、目を閉じてじっくり聞き入っている方、感動

して涙を流される方もおられ、皆様にとって“歌”は人生とともに心の中で生き続けて

いるのだと感じました。 

後半はお馴染みの「平成加古川音頭」で利用者さんや職員が前に出て踊り、とても賑

やかに盛り上がりました。アンコールにも快く答 

えて下さり「好きになった人」で締めくくられま 

した。 

 晴香うららさんのこれからの活躍を応援すると 

ともに、またお会いできる日を楽しみにしたいと 

思います。1 月とはいえ、梅の花が咲き春の兆し 

を感じる温かい一日でした。 

グループホーム まどか 松本 薫 



介護について語ろう会 

グループホームまどか 竹田 美保子 

 

 １月のテーマは「もし認知症になった時、貴方は残された人生をどうありたいか」でした。

誰もが人生の最期の迎え方を大切な事だと分かってはいると思いますが、なんとなく話す事

が出来ないとか、なぜ話さないといけないのかとの思いで避けていると思います。しかし今

回の「もしバナゲーム」のカードを使えば、なぜ？と思っていた事を考えたり、話し合ったり

する事が出来ると思います。友人や家族に願い想いを伝え、理解してもらえるきっかけ作り

にもなります。 

 カードは３５枚あり、「痛みがない」「不安がない」「呼吸が苦しくない」「大切な人とお別

れをする」「尊厳が保たれる」「家族の負担にならない」等が書かれており、その中から自身

の気持ちに近いカードを三枚選びます。グループホームまどかに入居されている方も参加し、

カードを選んで下さいました。 

まず、【誰かの役に立つ】というカードを引かれました。何故か尋ねると「色んな人にして

もらったので恩を返す」という事です。二枚目は【家で最期を迎える】というカードを引かれ、

それは「家があるから」。三枚目は【私の望む形と治療やケアをしてもらえる】で「家族がい

るのだから最期を看てほしい」と利用者は語っておられました。そして「今は家族が迎えに来

るまで待っている」と話され、私は何と言っていいのか分からず「一緒に待ちましょうね」と

答えました。 

 この「もしバナゲーム」は予行演習を含め二回目でした。巡り合わせなのか、何故か自分

の思っているカードが来るので、不思議なところがあると思いました。このカードゲームを

周りの人と一緒に記録するだけで、いざという時の判断がしやすくなるとも思います。認知

症だけではなく思春期の子供や精神疾患のある方等、自ら想いを言えなくてもこのような

カードを使うことで、他人に伝えられたり、残せたり出来るのではないでしょうか。救え

る人々が沢山おられるのではないかと思いながら語ろう会に参加しました。 

 

 
２月３日は節分ということで、グループホームの昼食は手巻き寿司でした。ご飯、

のり、具材をテーブルに並べ、あとは入居者の方に巻いてもらおうと準備をしまし

た。ある入居者の方に「今日の手巻き寿司はみなさんに巻いてもらいます」と伝える

と「自分で巻けってか！？」と驚かれていたので「難しければ僕がしますよ」と返事

すると「あんたなぁ、男の子が巻けるんやったら私らも巻けるにきまっとるやん」と

笑われてしまいました。巻くのが上手な方、具材を大盛りに 

乗せる方、はじめは「ようするやろか」と困っていたが実際 

にはじめると「水はある？水つけなあかんやろ？」と指に水を 

つけてから巻こうとされる方、巻かずにそのまま食べる方等、 

それぞれのスタイルでおいしそうにされていました。食後に 

職員のところまで来られ「大変おいしかったです」と深々と 

お礼も言っていただきました。また他の方には「昔はよくし 

たね」と言われたので「来年もやりましょう」と返事をしま 

した。 

グループホーム主任 別府 克彦 



  ～ 陶芸体験に参加されて ～  
 

 1 月 20 日（月）にせいりょう園陶芸教室において 1 日陶芸体験を行いま 

した。今回、参加者のお一人である大岩孝美様に感想を頂戴していますので、 

ご紹介します。 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   初めて陶芸をされたというお話でしたが、出来上がった作品は、丁寧に細部にまで 

気を配られた様子が伺え、とても素晴らしい作品でした。 

   今、ＮＨＫの朝の連続テレビ小説の主人公は陶芸家ということで、陶芸に興味を持 

たれた方もいらっしゃるのではないでしょうか。今回の講師である喜多千景先生も、個

展を中心に活動されている陶芸家です。陶芸教室ではお一人から１日体験ができます

ので、ご興味のある方は是非一度体験してみてはいかがでしょうか。    

※陶芸教室は毎月第 1・第 2・第 3 の日曜と月曜の 10 時～13 時に開催しています 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全くの初心者で何もわからずに参加いたしましたが、 

要点、要点を先生は的確に指導して下さり、楽しい雰 

囲気の中でのびのびと楽しむことが出来ました。 

人生の大先輩でもある入所者様にも刺激を受けなが 

ら頑張って作った自分の作品が出来上がるのは、とて 

も待ち遠しく少々がたがたでも(笑)世界に一つだけの  

宝物です。 

 

【 せいりょう園空き情報２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：２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 

3/27 一年間の振り返りと次年度について 
 
※令和 2 年 4 月より時間が 13：00～15：00 に変更となります。 

テーマに沿った事例を紹介後、少人数のグループに分かれてケアマネや生活 

相談員とディスカッションをしていただくことで、参加者の皆様のご意見を 

よりたくさんお聞かせ頂けるのではないかと考えています。ご家族や地域の 

方、各種関係機関の皆様のお越しをお待ちしております。 
   

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

3/6 ひな寿司（ばら寿司） 3/13 かす汁鍋  3/20 ぶり大根 

3/27 『ミキサー食に適した味付け・適さない味付け』 
 
［問合先］せいりょう園 ℡(079)421-7156 

 
 

桃皿と箸置き 

 

 


