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 ２１年目の介護保険制度―原点回帰を目指して 

『要介護と死』は人と社会の根源 

―「老いと死と看取り」は人間ゆえの「最も根源的な営み」です― 

 

猿は死期を悟ると群を離れて死を迎え、人は「老いて死に逝く身」を子や仲間に委ね

て社会の中で最期を迎えます。更に人は、他の動物と違い生殖機能を失った後も４０年

程も長く生き永らえる事ができる動物です。 

猿と人の遺伝子は９８.８％が同じと云われ、動物としてはほぼ同じと云えますが、遺

伝子１.２％の差以上の『歴然とした違い』が生じています。 

人が子や仲間に委ねる『老いと死と看取り』の営みは、『遺伝子では伝わらないも

の』を伝える為の『人間ゆえの根源的な営み』だと思えます。 

人が遺伝子で引継ぐ『生きる本能』・『種の保存本能』・『死に逝く身を仲間に委ねる本

能』・『死に逝く仲間を看取る本能』などは、構成する社会を適切に運営する上で必要と

なる『社会性を帯びた判断力』は伝えられないのです。 

『人の命』は「死」で消滅しても、人が築いた『社会関係』は死後にも続き、生者

は『死者と対話』する中で様々に『思考』を繰り返し、『想像力』を膨らませて『創造

力』を養い、時間を掛けて自らの『思想や価値観』を確立して、『適度・適切な社会性

と判断力』を身に着けて行くのだと思います。 

社会を構成して次世代に引継ぎ歴史を続ける人間にとって、『老いて死に逝く命を看取

る営み』は、社会生活を営む中で創り出す『思想や人間性・社会性』を引継ぎ、更に養

い蓄える為の『最も根源的な営み』だと言えます。 

今、いじめと自殺に揺れる１０代の少年達も、出産適齢期の２０代～３０代の青年達

も『年齢相応の本能』を発揮できないでいます。少年が生きる本能を発揮し、青年が種

の保存本能を発揮する為には、『老いと死と看取り』の場における『命の根源に触れる経

験』が重要だと思えます。 

人は、老いて死に逝く命に触れる過程で自らの『五感』を磨き、 

『死者との関係性』を築いて『思想や人間性・社会性』を育み養 

い、自らの本能に添って逞しく生き抜く力を蓄え、子を産み育て 

て社会を引継ぎ、歴史が続くのです。   （次ページに続く）  



  
（前ページの続き）  

団塊ジュニア誕生以降４０年以上に亘り、毎年生れる子供の数が減り続けていま

す。団塊ジュニア世代は年に２００万人以上が生れていますが、２０１９年の出生児

数は約８６.５万人でしかなく、先の世に不安が募ります。 

 ２０００年に始まった介護保険制度は、２０１５年・２０２５年問題に代表され

る『団塊世代の高齢化対策』であると同時に、一方で『社会保障費の負担と働き手

確保』の為の『少子化対策』でもありました。しかし発足後２０年が経過した今も

一向に、少子化に歯止めが掛かりません。 

 介護保険制度は、厚労省内部でも賛否両論がある中で「予防給付」の導入を大きな特

徴として発足し、５年の実績を踏まえて予防をより強化した『予防重視型システム』と

して稼働し、現在に至っています。そして今、『介護と医療と保健』が連携し協働して

『介護予防と重度化防止』の施策を推進して地域包括ケアシステムを構築し、高齢者の

健康寿命を延ばして『持続可能な社会』の実現を目指していますが、『持続可能性』は

赤信号が「点滅」したままの様に思えます。 

『要介護にならない努力』を国民に求める介護制度の下で国民の多くが今、要介

護や認知症の人には『社会的な存在価値が無い』と思い込み、『老いと死を避ける努

力』を最優先し、人間のみが根源的に持つ『老いて死に逝く仲間を看取る営み』を

疎かにして、人間社会の歴史が途絶え掛けています。 

 介護予防も健康寿命も『個人的願望』としては誰しも願う処ですが、残念ながら現

実には『予防し切る方法』は無く『予防し切った人』も居ません。 

訪れる時期が早いか遅いか、期間が長いか短いか、症状が重いか軽いか、の違い

はあっても、全ての人に必ず『要介護になり死と向き合う時期』が訪れ、やがて『死』

を迎えます。 

老いと死は必然であり、『死と向き合う場』における『本人の向き合い方』と『仲間

の向き合い方』が、『猿の群』と『人の社会』の違いを生んだ最も『根源的な営み』で

す。『要介護と死』は人と社会の根源です。 

更に看取った仲間には、死後にも続く関係性の中で死者と対話する『原点』とし

て、『本人の向き合い方』が『重要な意味と役割』を持つのです。 

『老いて死に逝く様』は、『人が自然の摂理に添って迎える老いの成り行き』を『潔

く受容れ』、本能に添って子や仲間に委ねて伝える『ダイイングメッセージ』でもあ

り、『主役』として行う『人生最後の社会貢献』です。 

介護保険制度は、その『老いと死への向き合い方』を社会全体の問題として捉え

て、『主役を社会的に支える仕組み』として発足したものです。 

そして今『予防重視偏重が過ぎる世』で、本来の『主役を支える役割』を果たせ

ないままに２０年が過ぎました。そして３０年後には、団塊世代の大半は確実に世

を去っています。 

 今こそ介護現場は、老いて死に逝く仲間が『主役として発するダイイングメッセー

ジ』を、若い仲間達に届ける役割を果たさねば、と心より念じます。 

 親の介護に携わる身であれ、職業として介護に携わる場合であれ、友人の介護に心

を痛める立場であれ、『介護』は人間のみが行う、人間ゆえの『命と社会の根源』を支

える尊い行為である事を心に留めて欲しい、と切に願います。 

せいりょう園  渋谷 哲 



 

 

 

 

～多様な気づきが生まれる“場”を目指して～ 

 

せいりょう園リバティかこがわ 1 階には、施設の入居者や家族だけに限らず地域の方にも

ご利用いただける喫茶ルーム「ラヴィック」があり、さまざまな“場”として皆様にご利用い

ただいています。サービス付き高齢者向け住宅で生活されている方の食事を提供する場であ

り、入居者同士が交流する憩いの場。面会に来られた家族と入居者がゆっくりとお茶を楽し

む場であり、普段施設に関わりのない地域の方と施設利用者がお互いに「客」として同じ空間

を共有できる場でもあります。 

普段の生活で福祉施設との関わりがない方にとって、「施設」やそこに住む人々については

よくわからず、なんとなく遠い存在と感じていらっしゃるのではないでしょうか。ラヴィッ

クは施設利用者も地域の方も関係なく利用していただける喫茶店です。様々な方にラヴィッ

クをご利用いただき、「客」として同じ空間で何気ない時間を過ごす中で施設利用者について

知っていただければ、また高齢者から何か感じたり気づいたりしていただける場になればと

思います。認知症のあるなしに関わらず、人生の大先輩である高齢者の方々から学ぶこと、気

づかされることは多々あります。 

世界中でコロナウイルスによる感染症が発生し、日本にも多大な影響がでています。それ

以前は定期的にラヴィックを利用してくださっていた地域の方も来店を自粛されており、ラ

ヴィックではそれまで見られていた光景が変わってしまいました。すぐにはもとの生活に戻

ることは困難といわれる中、ラヴィックもその例外ではありません。しかし今後も継続して

感染防止対策を実施し、徐々に地域の方と入居者の方が同じ空間を共有できる日常に戻した

い。そして様々な気づきが生まれる場を作っていきたいと思います。 

管理栄養士 田村 愛弓 
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喫茶ラヴィックより 



～せいりょう園グループホームでお母さまを看取られたご家族様より～ 

 

母への「おもい」 

                     

山内 トミ子様ご長女 牛尾 禮子様より 

 

 母が天国に旅だって５ヶ月が過ぎた。母は、２０１９年１月１０日２２時３４分に天国に

逝った。母はやすらかで美しい顔をしていた。母は、９４歳とも思えないほど若々しく本当に

美しかった。母は、どのような思いを抱いてこの世を去ったのだろうか。 

  

母が亡くなった時、私は、母の死が現実にならなかった。母が突然消えた様に感じた。消え

たのだからまたもどって来るような気がした。だから、呆然としていてあまり悲しいという

気持ちがなく、涙がでることもなかった。しかし、５ヶ月過ぎてこの文章を書いていると止め

どなく涙があふれてくる。一度でいいから母に会いたい、夢でもいいから会いたい、私のとこ

ろに戻ってきてほしい、母といろいろなことをいっぱい語りあいたい、そして母を抱きしめ

て「ありがとう」と言いたい。 

 

 ３年前に、母がせいりょう園にお世話になった時、少し会話ができていた。車椅子に移乗す

る時に「足にもっと力を入れて」というと「足には足の事情があるんや」、「お母さん年はいく

つになったん」と聞くと「年は人が数えてくれるから忘れてもえんや」、など笑いながら応え

てくれた。母はユーモアのある人で、こんなエピソードがいくつもある。 

 

 私は、母のところに行くのが楽しみだった。仕事を早く終えたり、家事を早く済ませたりし

て、できるだけ急いで母のもとに行った。母のところに行って、私が一番にすることは、「お

むつ」の交換であった。汚れていたら気持ち悪いだろう、気持ちよくおやつや食事を食べたい

だろう、そういう思いであった。また、一口でも多く食べてくれますように、といつも祈るよ

うな気持ちだった。一口でも多く食べてくれるととても嬉しかった。誤嚥して、肺炎にならな

いかと心配しながらも少しでも少しでもと、母の口にもっていった。たくさん食べてくれれ

ば本当に嬉しく、安心して家に帰れた。 

   

 しかし、母の心身の機能は日々衰えていった。昨年くらいから、私の顔を見てにっこり笑って

いたのが、じーっと見つめるだけになった。それでも「おかあさん」と呼びかけるとわずかに口

を開いて「はい」と、声は出なくても応えてくれた。母は、最後まで私の母であり続けてくれた。 

  

面会に行くと、口を開け苦しそうな下顎呼吸、肩呼吸をしていることが多くなった。ああ、

もうだめなのか、と何度も思った。しかし、ベッドに座らせると普通の呼吸に戻り、ほっとし

たが、母がどのような状態なのか全く分からず、つらい思いをした。 

 

 私は、人の「人生の質」、「生活の質」、「生命の質」＝QOL（Quality of Life）に深い興味･

関心をもっていた。母の生活が寝たっきりであっても常に人間らしく豊かであって欲しい、

母親らしく生きてほしい、そう願いながら、世話をしていたと思う。口からおいしく食べられ

ること、スムーズに排泄ができること、楽しくお話ができること、外に出て四季折々の花、草、

風などにふれること、元気なときは当たり前であることが、人間にとってどれほど大切なこ

とか、母を通じて深く考えさせられた。 



 

しかし、時々思うことがあった。私のさまざまな世話を母はどのように感じていただろ

うか。結構、押しつけになっていたかもしれない。でも、そうせずにおれない自分がいた。

私の身勝手さでしんどい思いをさせたのかもしれない、と今になって思う。 

  

母は、私たち姉妹に「あなたたちが（私たち姉妹のこと）もういい（母親自身の命が）と

思ったら私はえんやから」と常々言っていた。「お母さん長生きしてもらわな困るわ」、とい

うと「私は生きているだけでもえんか」、と返した、「そうや、生きてくれてるだけでえん

やで」というと母は微笑んだ。 

 

 それまで、「おかあさん頑張って」「頑張ってね」と言っていたが、食べなくなり、顔つ

きも変わり、あまりにも苦しそうな呼吸をするようになった母を見て、私たち姉妹は、

「お母さんもう頑張らなくてもえんやで、お母さんが好きなようにすればえんやで」と母

にいった。 

 

  私は、痩せ細っていく母の肩をだき、「お母さんれいこやで、わかる」「お母さんの子ど

もやで」と耳元でささやいた。あるときは母の表情が変わったと感じた時もあり、あると

きは無表情で何の反応もないように感じた。またある時は「れいこ」と小さな声で言った

こともあった。ここにも母に「私をわかって欲しい」と強要している自分がいた。しかし、

そうせずにはおれなかった。 

  

 面会時は、痩せ細っていく母を抱きしめながら泣くことが多かった。泣き顔を見せたら

母はどう思うだろうか、と思いながらも「どうしてこんなになってしまったのだろう」と、

母の衰えを受け止めることができなく、涙があふれ出た。しかし、それを振り切って笑顔

で、昔の楽しかった思い出を一方的に語る自分がいた。そしてまた、母を抱きしめ涙して

いた。 

 

 私は、時間さえあれば母のところへ行っていた。自宅でくつろいでいたら母に悪いよう

な気がした。また母の世話をしんどいと思ったことは一度もなく、世話をしていると妙に

落ち着き、元気をもらった。母のそばにいるととても幸せに感じた。母は９４歳まで生き

ていてくれたので、私は、長く母と一緒にいることができた。そして世話ができたことを

本当に幸せだったと思う。 

 

 私は、天国にいる母に告げたい。「お母さん、私を産んでくれてありがとう」、「育ててく

れてありがとう」、「あなたの子どもに生まれてよかった」、そして「世話をさせてもらえて

ありがとう」、あなたは、きびしく、やさしく、正義感あふれた偉大な人でした。どうぞ、

天国で安らかにお休み下さい。 

  最後になりましたが、せいりょう園グループホームの職員の皆様には、母への手厚い介護

とともに私のわがままをあたたかく受け止めていただきましたことに感謝しております。ま

た、主任さんには、このような機会を与えていただきましたことを感謝いたします。この文

章を書いているとまた泣いてしまいました。母との最後を過ごさせていただいた「せいりょ

う園グループホーム」をいつまでも忘れることはありません。 

職員の皆様のご健康とせいりょう園のご発展を心からお祈り申し 

上げます。ありがとうございました。 

 



『背中』を見て 

グループホームまどか主任 曽我部 成生 

（介護福祉士） 

          

 グループホームまどかに異動になり、1 年半程働いています。ある御利用者の『背中』を

見て感じたことについて伝えたいことがあります。      

 その方は、1 年半前に足を骨折された９７歳の方です。骨折前から、足取りがおぼつかな

い時もありましたが、昼夜関係なく老人車を押したり、時に何も持たず歩かれる方でした。自

分の意志と目的をしっかりと持たれていました。骨折して退院してからは、足に痛みが有り、

認知症もあるので、骨折したことをすぐに忘れてしまい、いつ転んでもおかしくない状態で

したが、以前の様に自分で歩いて行こうとされていました。御家族は足の痛みや再骨折の心

配をされており、職員もこけない様にこけない様に声掛けをして、よく座ってもらっていま

した。しかし、御本人は座っても直ぐに立ち上がり歩き続けます。その頻度は数秒おきもあ

れば数分おきもあり、『あそこに行かなあかん』『家に帰るんや』『用事があるから』等々。

その度に、『あかん。足が痛い。なんでやろ。危ないわ。』とも言っておられました。骨折前

と違い、何も持たないで歩くことが出来なくなり、周囲の物や手すり等に掴まり、疲れたら

もたれ、不安定ながらも歩き続けていました。職員は座ってもらう声掛けから、話を聞きつ

つも転倒の不安や危険を考慮して、後方からズボンの後ろを持って支え、歩いてもらうこと

にしました。本人の話を聞くことで、何度も立ち上がったり歩いたりすることが、少しは落

ち着くのではないかと思っていました。しかし御利用者は歩き続け、そのことに職員が悩ん

でいたので『御本人はどう思って歩いているのか』を再度考えました。その後、職員が目先

の説明や理由付けは職員の勝手でしかないことに気が付き、御利用者の思う生き方を尊重出

来、御利用者に任すことが出来る様になりました。それはまさしく利用者が主役であり、介

護職とは黒衣だと私は感じました。 

至らない時期も有りましたが、御利用者はどんな時も最後には必ず誰にでも『ありがとう

ございました』と丁寧に会釈されていました。その話を御家族にすると「昔から丁寧にお礼

や挨拶をする人で、信仰心が深く、早朝に念仏を唱え、一生懸命働いていた母でした」と『昔

の母の背中』を話して下さいました。 

自分の意思を全うしている時は落ち着かれ、出来ないことや必要とすることは『助けて～。』

と言われます。御家族や職員が想像しているよりも、生きる知恵や工夫を最大限に発揮して

いる姿が介護の現場では日々みられます。この方の場合には、老人車に身体を預けてしまう

と車輪が滑りこけてしまうため、安定感のある椅子を老人車代わりに押して歩かれていまし

た。御家族は「歩きたい」という思いを大事にし、骨折や転倒に対しても理解を示されまし

たが、長時間歩くことでの足の浮腫が酷くなることに不安が積もり、何か出来ることがな

いか悩んでいました。そこで、主治医や訪問看護師、薬剤師や理学療法士、靴の専門業者や

関わる職種に携わってもらい今できることを考えていきました。各専門職からは、「本人も精

一杯力を出し、職員も今出来ることはやっている」と話がありましたが、先にはまた違う状

態や変化が訪れるので、今を満足せずに考え支え続けていくこととなりました。 

危険を回避しようとすることは大切なことで、事故になってほしくないのは職員としても

当然のことです。しかし、御本人が精一杯の力を振り絞り、強い思いが表情に表れ生きてい

る姿を見る度に力強さや生き様を感じ、相手の思いに共感し、支え、見守り任せる大切さを



『背中』を見て関わる者全員が学ぶことが出来る様になりました。そして御家族からは『こ

れだけのことを母の為に、皆さんがしてくれて十分です。』とお言葉をいただきました。 

今までに配属になった部署でも、ユニット型特養の玄関先に咲いている花壇を見たいと、

段差の多い場所を一人で出ていた半身麻痺の車いすの御利用者。車椅子を必死に押して、車

が行き交う道路を渡りパン屋まで出かけていた御利用者。グループホームから外の空気を吸

ってくると遠方まで出て行かれる御利用者。特養では「自宅に少し帰ってくる」と、町内を

歩いて帰る御利用者。振り返ると、どの方も認知症や身体の不自由はありましたが自分のベ

ストを発揮されていました。転倒や怪我もありましたが、その背中には人としての生き様を

感じました。常に危険は隣り合わせかもしれませんが、生きて行くことに危険は付き物。自

分を発揮する中で、危険と感じた先の手段や慎重さは元気な時となんら変わりありません。

それよりも、より研ぎ澄まされ、洗練された感覚を感じます。その様な覚悟を持った『背中』

を御家族と一緒に見て、これからの自分自身の人生に繋げていきたいと思います。 

 
 
 

H さんの看取りで思うこと 
                         ユニット型特養主任 橋本 美穂 

                                （介護福祉士） 
 

 H さんは大手企業の技術者として勤務され、結婚される前から一家の大黒柱で、実家の

ローンを返済されていたそうです。H さんの奥さんは「借金があることを隠していた。知っ

ていたなら結婚しなかった。」「騙された。苦労ばっかりさせられた。」「離婚届けをタンスに入

れてあるけど、あの人もう書かれへんからどうしようもない。」「早く逝ってほしい。」と口に

しながらも、高砂市から自転車で食べきれないほどの差し入れをもって面会に来られていま

した。行動と言葉が裏腹で初めは戸惑いました。 
H さんの面会に来られ、職員相手に機関銃のようにお話しされ「あの人を刺して私も死の

うと思っている。」と話されたこともありましたが、心の内を職員にぶつけると表情が穏や

かになり、笑顔で「もう面会には来ないからね。今度来るときは、あの人があの世に逝った

時だからね。」とお話しされる奥さんを何度もユニット三丁目の玄関で見送りました。 
 カンファレンスを行い看取りに関する話し合いをした際「母が高砂市の施設でお世話に

なったが、母や家族の思いが伝わらず苦労したので他に移ることは考えていません。最後

までせいりょう園で看てほしい。」と話されていました。体調が悪化し H さん自身が決断

できない状況で、ご主人にとってどうすることが良いのか奥さんは迷いながら入院するこ

とを選択されました。 
 入院されてせいりょう園を退去された後も、連絡をとり、お見舞いに伺い、退院出来れば

またせいりょう園で生活していただけるようにと思っていました。しかし入院先でお亡くな

りになりました。その後も奥さんから電話が入り、看取りに対する後悔の思いや H さんと

の人生を振り返ることで奥さんとの関係が続いています。 
 最近になって、「早く逝ってほしい。」と口にしていた奥さんの心を 
時間が癒し、H さんが亡くなった後も、H さんは奥さんの中で生き続 
けられるのだと思います。奥さんが望まれるのであれば、どのように 
暮らしていかれるのかを見守り続けられたらと思います。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 せいりょう園空き情報６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 

① リバティかこがわ：６室 ② 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）：1 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        

新型コロナウイルス感染拡大を予防する面会方法について 
 

緊急事態宣言の解除を受け、兵庫県では６月１日から感染防止対策の徹底を前提に

全ての施設に対する休業要請が解除されました。そして、その後の兵庫県における感

染者がゼロという状況を踏まえ、せいりょう園におきましても 6 月 18 日より面会

を再開いたしました。当面の間、感染症防止対策として時間や人数制限を設け、全事

業所の受付を特養事務所で行い、面会者の皆様に手指消毒や健康チェック・マスク着

用等感染予防対策の徹底をお願いしています。 

これからも、ウイルスとの共存を意識した生活習慣として、『３密(密閉・密集・密

接)の回避』、『身体的距離の確保』、『マスク着用・咳エチケットの徹底』、『手洗い・手

指消毒』、『毎日の健康チェック』、『発症時やクラスター発生時に備えていつ誰とどこ

で会ったかを記録する』、といった事が高齢者施設における感染拡大防止には非常に

重要でありますので、面会者の皆様にもご協力の程よろしくお願い致します。 

今後も新型コロナウイルス対策を講じ、第 2 波にも備えながら、入所(居)者の皆様

の生活を支えて下さるご家族様のご負担も考慮し、『新たな日常』を模索していきた

いと思います。 

 

グループホーム入居者募集！ 
 

 グループホームは認知症の方が、少人数で共同生活をする入所型の施設です。でき

るだけ家庭に近い環境で過ごしていただき、長年培った生活習慣、その人らしさを発

揮していただく事が混乱を少なくし、認知症の進行を遅らせる事に繋がります。 

せいりょう園グループホームは居室にトイレや洗面台・お風呂があり、これまでの 

日常生活がそのままに

暮らせます。ご夫婦の

どちらかが認知症であ

ればお二人でも入居で

きます。是非一度ご検

討下さい。 

   

 
   


