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 介護は命の根源を支える行為です 

―介護予防から脱却してＱＯＬの尊重へ転換を― 

 

 ２０００年に介護保険制度が発足してから２０年が経ちました。発足に当り、賛

否両論がある中で５年の試行期間を設けて「予防給付」が導入されました。『要支援』

ランクを設けて介護予防サービスを提供し、その効果を５年間測定して検討し、６年

目よりは予防対策をより強化した『予防重視型システム』として再出発となりました。

２０１７年度より、要支援者への訪問介護と通所介護については介護保険の対象か

ら外し、市町村行政が行う介護予防・日常生活支援総合事業の対象として、介護予

防ケアマネジメントを行い、リハビリ特化型のデイケアや健康体操を行うふれあい

サロン・住民同士の助け合い事業など様々なきめ細かな対策を講じて、健康で自立

した高齢者が増える社会を目指しています。 

 「元気で健康で長生きしたい」とは誰しも抱く願望です。しかし、平均寿命が８０才

を優に超えた今の世で、かつ１００才超の人が数万人以上も居る世では、６０才を超え

れば『平均寿命は射程距離』です。６０才を迎える頃から心身の不調を抱える人が増

え、ガンや認知症に罹る人も増え始めます。人生１００年の時代とは、６０才を過ぎ

れば誰もが、『死』を視野に入れた暮らしを覚悟するべき時代、とも思えます。 

 人は猿が進化した姿で、遺伝子の９８.８％は同じと云われ、動物としては「ほぼ

同じ」です。しかし遺伝子の差以上に『違いは歴然』としています。違いの根源を知

りたい、探りたい、と願います。 

猿は死期を悟ると、群を離れて死ぬのが本能です。そして猿の「個体と群」の習性

は１０００年前も今も殆ど同じです。しかし人は、老いて死に逝く身を集団の中で仲

間に委ね、委ねられた仲間は死に逝く老いた仲間を世話し看取ります。其れは共に、

親から遺伝子で引継いだ本能と習性です。そして人の場合は、 

個人の能力も社会の在り様も、１０００年も経てば著しく変化 

し発展しています。『老いて死に逝く身を仲間に委ね、仲間が 

看取る営み』が、猿と人との違いを生んだ『根源』だと思え 

ます。                （次ページに続く） 

      



  
（前ページの続き）  

 更に人は、生殖機能を失った後も相当に長く生きる動物です。人間以外の動物は、

子を産めなくなると後は長くは生きないものですが、人間の女性は５０才前後で排卵

機能を失った後も大半が、９０才前後まで生き永らえます。その４０年程もある『後

半生』には、『遺伝子では伝えられないもの』を伝える、人間のみが持つ『社会的な使

命・役割』が潜んでいる様に思えます。 

後半生の老いの暮らしは、『尊重するべきＱＯＬとは何か』を鋭く問い掛けます。人

が社会を構成し、文化や文明を築いて次世代に引継ぎ、連綿と歴史を続けて来た『根

源』が、人間のみが有する本能であり習性である『後半生の老いの暮らし』と、其れに

引き続く『死を巡る営み』に在る、と確信します。 

 我々は今、特養やグループホームでは介護保険制度に則り、「入居契約」に際して

『看取り介護についての説明と同意』の文書を交わしています。ご本人もご家族も介

護スタッフも共に、『最期』を視野に入れて暮らしを組み立てる必要性を覚悟せねば

ならないからです。後半生の暮らしに潜む社会的な使命を自覚する必要があり、使命

を果たすには『覚悟と準備』が求められるのです。 

猿は「個体の動きも群の習性」も１０００年前も今もほぼ同じですが、人間社会にお

いては、『個人の能力』も『社会の在り様』も著しく変化し、発展しています。今も変

化し続けています。その変化や発展の『根源』が人の後半生の暮らしに在り、其処には

遺伝子では伝わらない『思想や人間性や社会性』を伝える『重要な役割』が潜んでいる

のです。命と引き換えに伝える『命より大切なもの』かも知れない、と感じています。 

星野富弘氏は、その詩『いのち』で「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」と詠われています。私より 1歳年長の星野さんは、２４才の時に頚髄損傷で

首から下の機能を失いながらも、口に筆をくわえて絵を描き、詩を詠われます。見事に

その境遇を受容し、生きている歓びを、嬉しさを、表現されています。 

 介護現場は、老いて要介護になり、認知症になって、重度化したお年寄りの生活に

「最期」まで寄り添います。最期の姿を看取った上で、ご家族と共に『その身を清めて

装いを整え』、葬送の場へ送り出します。其処では既に『死者との関係性』が始まり、

『死者と対話』をしています。人の命は、「死で全てが無に帰す」のではなく、死後に

もその社会関係は続きます。看取り見送った人にとっては、死後にも続く関係性の中

で、死者との対話を通して、我が身が持つべき『思想や価値観』・『人間性や社会性』を

確立して行くのだと思います。 

 我々の現場では最近、主治医より「ターミナル診断」を受けた人の大半が、『寝姿の

まま』で亡くなります。看取る側の人は死に逝く人の、寝顔と見まがう『安らかな死

顔』に出合う時、心よりの安心感を覚えます。『寝姿のままの死顔』は、「三途の川」を

前にして毎夜『今生きている歓び』を感じながら眠りに着いた『証』です。其れは、死

に逝く吾身を委ねた仲間達に贈る『人生賛歌のエール』の様にも思え、命より大切なも

のを伝えて『バトンタッチ完了』です。 

 団塊世代が後期高齢期に入る２０２５年以降の２５年間の『人口推移』で、介護保険

制度の真価が問われます。猿と人との違いを生んだ『根源』を支える営みが『介護』で

あり、命より大切なものを伝える『価値ある暮らし』を支えているのです。介護現場は

『予防からの脱却』を目指さねば、と心より念じます。 

せいりょう園  渋谷 哲 

 



S さんの看取り 

地域密着型特養 田中 慎也 

（介護福祉士） 

 

S さんはせいりょう園のショートステイを利用されたのが９９歳からでした。それまでは、

週２回のせいりょう園のデイサービスを利用され、それ以外はご自宅で生活をされていまし

た。高齢ではありましたが、車椅子も使用せず、杖を使いふらふらしながらもご自身で歩かれ

て、自宅に迎えに行くと娘さんが手を引いて、玄関から出てこられたのを今でも思い出しま

す。ショートステイを利用する時、眠たそうにされていることが多く、車の助手席に座ると両

目の瞼を必死に上げようとしていることがあったり、調子が良い時の車内では、「あんた、嫁

さんは？おるんか？」と聞いてこられることがあり、いないことを伝えると、「逃げられたん

か？あかんな。」と笑顔で話をされました。農協の前を通ると「貯めとんか？」と聞かれて、貯

めていないことを伝えると、「持って逃げられたんか。」と話されたこともありました。 

利用当初は、帰宅願望もあり、顔見知りが多かったデイサービスで１日の大半を過ごして

いました。１６時頃になるとデイサービスの送迎が始まる為、S さんも一緒に帰ろうとする姿

がありましたが、泊りであることを伝えると「今日は泊り？聞いてないで。」と話し少し不機

嫌になることがありました。１か月に１回、しかも１泊２日の日程で S さんがショートステ

イを利用するにあたり、慣れてくれるのかが心配になった時もありましたが、利用を重ねて

いくうちに徐々にデイサービスで過ごすことが減っていきました。夜間は、床で寝ていたり、

カバンの中身を全て出して、何枚も着込んでいたりした時もありました。「夜中になにしてる

の」とつい言いたくなるのですが、S さんの人柄とカバンを漁って必死に服を着込んでいる姿

を見ると笑顔になってしまう私がいました。もともと、歩行が不安定なところがありました

が、令和元年１１月ごろより、更に歩行が不安定になり、車椅子を使用する機会が増えていき

ました。このころには１０２歳となっていました。当たり前と言えば当たり前なのかもしれ

ませんが、それでもご自身で歩こうとする意欲がありました。 

令和元年１２月の末、徐々に食事の量が減っていき、寝ている時間も増え、身体の状態が

落ちてきている中で、自宅へ戻り過ごすことにご家族は不安もあり、年明けまでと利用を延

ばしました。ご家族は、“そちらにいろいろ迷惑をかけるのではないか”という気持ちがあ

り、利用を延ばすことも少し抵抗があったようです。ただ、娘さんも高齢であり、“自宅で

は看られない”という気持ちもあるようにも感じました。 

１月１４日で１０３歳になるところだったのですが、誕生日を迎える１週間前の１月６日

の夜に亡くなりました。亡くなる当日に、主治医に往診を依頼して「いつ何が起こってもおか

しくない」と話がありました。主治医からご家族に今の状態を伝えて頂き、「最期までそちら

でお願いします。」と話がありました。 

亡くなる数時間前には、キーパーソンである娘さんとお孫さん２人と曾孫さん２人が面会

に来られ、部屋で一緒に過ごされていました。亡くなる３日前には、転倒されて顔に内出血

が出来て痛々しい状態ではありましたが、娘さんとお孫さんはそのことには触れず、「おば

あちゃん、がんばりよ。」と話をされていました。 

ショートステイを利用中にはいろいろあった S さんですが、最期はベッド 

上で亡くなっています。最期を迎えるまでご自身で歩こうとして転倒し顔に 

内出血を作ってしまいましたが、それを含めて S さんらしいショートステイ 

での生活だったのではないかと思います。  



 

 

 

 

三好春樹先生と行くインド 

～生と死を見つめる旅～に参加して【２月９日～１２日】 

                            地域密着型特養 稲城 玲香 

（社会福祉士・介護福祉士） 

  

今回の海外研修は、インドの施設を訪ねたり三好先生の講演

があったりするわけでもなくカレーを食べて名所を回りなが

ら、そこで生きている人や牛やサルや犬に出会ってくるという

旅でした。三好春樹先生は、特別養護老人ホームの生活指導員

として勤務後、理学療法士となり、「生活とリハビリ研究所」

を設立されました。ＴＶ出演やコラムの出筆など活動は多岐に

渡り、現在年間２００回を超える講演と実技指導を行い、介護・ 

福祉現場に絶大な支持を得ている先生です。海外研修から帰ってきて職員から「三好先生と

行ってきたの？」とたくさん声をかけられました。 

私は海外へは旅行で何度か行ったことはありますが、インドには行ったことがありませんで

した。よくインドに行くと人生観が変わると聞きますが、実際にどう変わるのか感じたいと思

いこのインドの研修へ参加しました。 

 １日目は、日本から約１０時間かけてインドに着きました。空港では歩くのが大変なほど

人が多く、入国するのに２時間ほどかかりました。ツアー参加している人全員で 1 つの入国

審査のレーンに並んでいたのですが、途中で入国審査をしている職員から「自分の仕事がも

うすぐ終わるからこんなにたくさんの人は見られない。並んでいる半分ぐらいの人は違うレー

ンに行って」と言われました。違うレーンに並び、そのレーンがすいていたのですぐに入国で

きたのでよかったのですが、あまり日本では起きない出来事に驚きました。入国後、現地のガ

イドさんと合流しホテルまでバスで移動したのですが、空港から外に出てバスまでの道中何匹も

の野良犬がいました。現地の人は、野良犬を気にする様子もなく、犬も自由にすごしていました。

野良犬は吠えてきたり追いかけてきたりする印象が強いのですが、インドの犬はあまり怖いとは

思いませんでした。それにも驚き、インドに着いてまだ空港しか行っていないのに驚きの連続で

した。バスでホテルまで移動し、ホテルのレストランで夕食を食べて１日目は終わりました。 

 ２日目は、世界遺産のタージマハールとアーグラ城に行きました。早朝に集合し、列車で２時

間程かけて移動しました。列車内は、アルコールの持ち込みが禁止で手荷物の検査がありまし

た。日本みたいに改札はなく「野良犬や牛、誰でも入れる」とガイドさんが言っていました。

列車が来るまでの時間を待合室で待つことになったのですが待合室は有料でした。中に入った

ものの寝ている人も多く、ほとんど席がありませんでした。列車の中も現地の方がたくさん乗っ

ており空席がない程でした。車窓からの景色はモヤであまり見えず、少し残念でした。定刻に

は着かず１０分程遅れて着いたのですが、ガイドさんに聞くと「１０分程遅れるのは定刻に着

いたのと一緒。何時間も列車が遅れることもある」と言っていました。駅に着きタージマハー

ルまで観光バスで移動したのですが、バスのまわりには物乞いの子どもがいて、初めて見た光

景に衝撃を受け、どうしたらいいのか分からずとまどってしまいました。バスの中では、「子ど

もを抱いた大人がいるが、その子どもは自分の子どもではなく借りている子どもで、何か物を 

タージマハール 

海 外 研 修 報 告  

 



あげたりすると何人も寄ってくるので注意が必要だ」とガイド

さんから説明があり、その説明にも衝撃を受けました。 

 タージマハールに着き、中へはボールペンや水等持ち込ん

ではいけない物もあり、列車同様に手荷物検査やボディチェッ

クがありました。その後行く所は、ほとんどの所に手荷物検査

やボディチェックがありました。タージマハールは、他の所に

比べてセキュリティが厳しかったです。タージマハールは、 

ムガール王朝に第五代皇帝シャージャハーンが愛した王妃ムムターズマハールの死を悲しん

で、１６３１年から２２年に渡る歳月と２万人の労働者を使い建てた白大理石の壮大な墓廟で

す。タージマハールの中に入る時には、大理石を傷めないために裸足で観光することになっ

ていましたが、入場の際に靴カバーが渡され靴にカバーをして中に入りました。私はタージ

マハールと聞き「タージマハールって何・・・？」と思っていたのですが写真とかでは見たこ

とがあり、この日は天気もよく実際に見るとすごくきれいで感動しました。皆さんも一度は

見たことがあると思います。タージマハール内では、お土産の押し売りやカメラマンがいて

すごく声をかけられ、不要だったら「NO」と言って下さいとガイドさんから聞いていたのです

が、私は「NO」とは言えず、NO とは言えない日本人だな・・・と感じました。 

 タージマハールの後は、昼食を食べました。インドの食事はカレーが多かったです。インド

のカレーは、タイ米とナンがついていました。昼食のあとはどこのレストランもチャイが出て

きました。インド人は手で食べるイメージがあったのですが、現地の人を見てもあまり手で食

べている人はおらず、スプーンで食べていました。 

 昼食後は、アーグラ城へ行きました。アーグラ城はムガール王朝第三代皇帝のアクバルに

よって１５６５年に着工され、８年の歳月をかけて造られた巨大な赤砂岩のお城です。アー

グラ城内には野生のリスがいました。タージマハール内にもいたのですが、写真を撮ろうと

しても逃げず、人の近くまで来たのでついいっぱい写真を撮ってしまいました。 

 アーグラ城観光後は、バスでホテルまで移動しました。予定では、５時間ほどの予定でした

が、大渋滞で６～７時間程かけホテルまで移動しました。１日目のホテルとは違う所に宿泊し

たのですが、よりインドを味わえるホテルにしたとのことでした。１日目はきれいなホテルで

バスタブもありドライヤーもあったのですが、この日のホテルはどちらもなくシャワーのみで

した。ツアー参加者で３つのホテルに振り分けられました。私が泊まったホテルはお湯が出た

のですが、他のホテルはお湯が出なかったそうです。２月のインドは昼間は暑いぐらいでした

が、朝晩は冷えました。ホテルの部屋内を見渡しても暖房器具はなく、お風呂場の窓は閉まら

ないようになっていて部屋の中にいても寒かったです。布団もうすい毛布１枚だけでした。窓

は開いているので外から車のクラクションや犬の吠える声が聞こえ、眠れなかった参加者の方

もいたそうです。日本では当たり前だと思っていた環境がそうではなく、本当に恵まれた生活

をしているのだと実感しました。 

 ３日目は、ホテルにはレストランがなくインドのマクドナルドで朝マックをしました。日本

と味はあまり変わらなかったように思います。その後は、オールドデリーという地域のチャン

ドニーチョークという町を散策しました。大きな路地から一歩 

中に入ると道の両脇には食べ物屋、アクセサリー屋等商店がず 

らりと並んでいました。せまい道でしたが、一方通行ではなく 

オートリキシャやバイク、人が絶えず通っていました。ここ 

では自由時間でしたが、どこに行ったらいいのかも分からな 

かったのでガイドさんに付いて行きました。以前、参加した 

人がスリにあったという話を聞いていたので「スリにあわな 

カレーとナン 

オートリキシャ 



いだろうか」「本当にせまい道で人がいっぱいなので迷わないだろうか」

等と思うと「私は生きて無事に帰れるのだろうか？」と心配になってガイ

ドさんに必死に付いて行きました。それぐらい観光客、現地の人が多かっ

たです。道中には寺院もありインドらしさを体験できた場所でした。 

 チャンドニーチョークをあとにして、オートリキシャに乗車しラージ

ガートに移動しました。オートリキシャは、トゥクトゥクのような乗り

物でした。ラージガートは、インド独立運動を指揮し「非暴力・非服従」

を訴えたマハトマ・ガンジーが火葬された場所です。インドの紙幣は全

てガンジーが描かれていました。 

 その後は研修最後の場所、クトゥブミナールに行きました。１１９３年奴隷王朝初代アイ

バク王が、デリー最後のヒンズー王朝を倒したのを記念して建築した記念の塔です。以前は

１００ｍあったそうですが飛行機事故で現在の７３ｍという高さになったそうです。クトゥ

ブミナール観光後は、デリー空港へ向かい７時間かけて日本へ帰ってきました。 

 インドに実際に行って改めて日本は恵まれているなと感じました。今回のテーマが「生と

死について見つめる旅」というテーマでしたが今回の研修では「死」について考えることは

少なかった様に思います。他の参加者に今までのインドの話を聞くと、今回の日程にはなかっ

たガンジス川では、死にそうな人がその辺にいてすぐ脇には死体焼場があるそうです。ガンジ

ス川で死ぬために、生きているうちにこの場所に移ってくる人もいるそうです。話を聞いてい

るだけでは想像もつかずまた機会があれば行ってみたいという気持ちになりました。ガンジ

ス川に行けば死について考えることがあったかもしれないと思います。今回の参加者は何回

も来られている方が多く、食事の席でいろいろ話を聞くことができました。あまり他施設の

方と交流がなかったので、色々な話を聞けたのも私にとっていい機会でいい刺激にもなりま

した。 

 日本では“こうしないといけない”や“こうでないといけない”等、ルール以外のことで人

の目を気にして生きている人が多いと思います。私もそのうちの一人です。インドでは、横断

歩道がないところで車がいっぱい行きかっているのにクラクションを鳴らされながら横断して

いる人がいたり、車の車線が４車線なのに車両が５列になっていたり、ルールに縛られず我が

道をいき、人の目を気にせず自由に生きているなと感じることが多かったです。もちろんルー

ルは守りますが、私もインドの人みたいに人の目を気にせず生きたいなと感じ、そう思うと心

にゆとりができて自分自身の働き方も変わるように思いました。自分の成長につながった研修

だったのではないかと思います。 

現在インドでは、コロナウイルスの影響で３月中旬ごろより全土ロックダウンされている

状況です。私がこの研修に参加したときはインドの感染者数は３人で 

した。日本では武漢にいる日本人がチャーター機で帰国し、感染者も 

３０人程でした。その中で、海外研修に行っても大丈夫なのか不安に 

なりましたが、消毒スプレー、除菌シートを持参しマスクを着用して 

できる限りの予防はして参加しました。参加した約１か月後には入国 

制限が行われていました。この状況の中、コロナウイルスに罹ること 

もなく無事に参加できてよかったなと思っています。今はインドだけ 

ではなく海外にも行けない状況です。今後もいつ海外に行けるかわか 

らない中、参加することに迷いもありましたが参加できてよかったと 

感じています。 クトゥブミナール 

本当にせまい道 



お花見について 

ユニット型特養 西田 薫 

（介護福祉士） 

 

毎年ユニット型特養では、建物の前の広い場所で満開の桜を見な

がらご家族と昼食をともにする「お花見会」を行ってきました。し

かし、昨今の新型コロナウイルスの影響により、ご家族の面会が難

しくなり、電話連絡でご利用者の様子をお伝えさせていただいてい

ますが、顔色がわからないことを不安に思われているのではという

ことと、ご利用者も今まで外出の機会があったのに、急に「出ては

いけない」となったのも窮屈に感じているのではと思いました。そ

こで、今回は「桜とともに写真を撮って、ご家族に送ろう」と計画

しました。その日の体調に合わせて、お一人ずつ日を変えながら、 

散歩もかねて行いました。 

今年は、晴れていても冷たい風が吹き建物を出てすぐ「寒いな～」とその寒さにお互い肩が

震えましたが、満開の桜を見て「今年もきれいに咲いとる！」「大きい木やなあ」と喜ばれてい

ました。季節を感じる瞬間をともに過ごせてよかったです。「桜 

の花が白いのは、まだ受粉してないねん。ピンク色になったら 

次もしっかり咲くんやで」と桜のことで一つ知識を教えてくだ 

さった方もいました。ほかにもユニット型特養の前には植木鉢 

や花壇があり、チューリップやパンジーなども色とりどりの花 

を咲かせていました。咲いている花々を見て「この色は初めて 

見た！」「うまく咲かせてるね」と春を感じておられました。 

撮影したお写真は順次、送らせていただきたいと思っており 

ます。来年は桜とご利用者の笑顔を、ご家族の皆さんと見るこ 

とができますように・・・。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 せいりょう園空き情報 5 月１５日現在 】 
 

・グループホーム：1 室 ・グループホームまどか：1 室 

・サービス付き高齢者向け住宅 

〇リバティかこがわ：５室 〇自愛の家さくら：3 室  

・グループハウス岸本邸（シェアハウス）：２室 

・ケアハウス：空きなし 

［問合先］せいりょう園 ℡(079)421-7156／(079)424-3433 

       ※見学もできますので、お気軽にお問合せ下さい。 

 
 

  

  

                        

グループホーム入居者募集！ 
 

 私たちの周りには認知症の方が多くなりました。せいりょう園にも認知症と診断 

された方が暮らす『グループホーム』があります。 

  お互いに名前が解らなくても忘れても馴染みの関係ができ、24 時間 365 日職員 

の適宜な援助で、自分なりに生活しておられます。 

  各々これまでの社会経験で身につけたものを、混乱しながら時間と共に削ぎ落し 

ていかれます。精一杯の混乱ぶりは端目にもつらそうな時がありますが最期は穏や 

かで、「この世とあの世の橋渡し」の知恵をくださるような気がします。 

  グループホームは個室です。15 ㎥と 30 ㎡の二種類、どちらもトイレ・ベッド・収 

納設備があり、30 ㎡の部屋は浴室・ミニキッチン付きで二人で住むこともできます。 

 介護支援専門員 武井 博子 

 


