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 認知症大綱『予防と共生』 

―認知症者の感性と響き合う『感性』を育む共生の世へ― 

 

 国は『予防と共生』をスローガンとする新たな『認知症大綱』を、昨年の秋に発

表しました。現時点では、認知症を治す薬は無く、確たる予防法もなく、進行を遅

らせる効果を標ぼうする薬が何種類か販売されています。がフランスでは、その効

果が定かでないとして保険の適用から外しました。そんな状況下で国は、「予防一辺

倒」から「予防」と「共生」を並べて目標に据えたのです。 

 『老いと死』は全ての人にとっての必然ですが、どの様に老いてどの様な姿で死

を迎えるのかは千差万別で、本人の思惑通りには行きません。老いの過程はまさに

『未知との遭遇』であり『冒険』の繰返しです。そして最後に迎える『死』は、誰か

らも体験談を聞く事が出来ない、最大の『未知の世界』です。 

 人は生れた後は絶えず「病・老・死」と向き合い、悩み、様々な葛藤を繰り返しな

がら、社会の一員として暮らして子を産み育て、社会を引継ぎ、歴史を続けて来ま

した。『生老病死』は、人が創り上げる『社会』と、その社会で生きる為に必要な『思

想や人間性・社会性』の原点を問う『永遠のテーマ』です。 

最近では、日本や欧米先進諸国では平均寿命が８０才を超える程にもなり、既に

５０年～６０年以上を生きて来た人は、大半の人が９０年以上を生きることになり

ます。高齢者は１００才を視野に入れて暮らす時代ともなって、其れは「生殖機能」

を失って後に４０年～５０年程も続く暮らしの『意味と役割』を問い掛ける事でもあ

ります。人間以外の動物は、生殖機能を失った後は長くは生きていないものですが、

人間の女性は５０才前後で排卵機能を無くした後も、４０年前後を生きる事が可能で

す。其の『長い後半生』には、人間のみが持つ重要な『社会的な使命や役割』が潜ん

でいる様に思えます。 

更に人間以外の動物は、死期を悟ると群を遠く離れて死地に赴き、群の中では死を

迎えないものですが、人間は老いて死に逝く身を集団の中で仲間 

に委ね、子や若い仲間達が看取ります。老いに連れて様々な心身 

機能が徐々に低下しながら、遂には全く無防備になった身を仲間 

に委ねて、最期を迎えるのです。其れは、全く無防備な身で生ま 
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れた赤ちゃんが、親や仲間に育まれて一人前に成長する過程の、正に『裏返しの営

み』の様に思えます。人間社会においては「妊娠・出産・育児」の営みと、「老いと

死と看取り」の営みには『深いつながり』がある様に強く感じます。 

 今の超高齢の世の風潮は「ピンピン・コロリが老いの理想」であり、予防重視型

の介護保険制度は「老いても要介護にならない努力」を国民に求め、アンチエイジ

ングで「健康寿命」を延ばそう、と呼びかけます。世間も社会制度も『個人的願望の

実現』を最大の目標とします。其処で一番の課題となってくるのが『認知症対策』で

す。確たる治療法も予防法も無く、大半の人が『認知症にだけはなりたくない』と

願い、世界の先進国が共通して同様に苦慮している課題です。 

 我々の介護現場では、特養やグループホームは大半の人が認知症であり、ケアハ

ウスやサ高住でも６割程度が認知症の人です。そして入居される人の大半が、認知

症初期の『混乱期』を過ぎてから入所されます。認知症は「進行性の病気」と言わ

れ、自分の認知機能に障害が起こり、其れを自覚する初期の頃は、精神的に大きく

動揺し、日常の生活行為に混乱が生じて家族や隣人との間に多くの軋轢が生まれま

す。その混乱の中で病院の受診や入退院を繰り返しながら数年を過ごして家族が疲

労困憊し、その後に施設入所となる人が大半です。 

そして入所される頃には認知症がより重度に『進行』して、初期の混乱期から『安

定期』に入り、日常生活上は『在るがまま』に暮らす様になっています。認知機能が

回復する訳ではなく、知性・理性は確実に衰えていますが、長年の生活で身に着いた

『経験則』と、五感が備える『感性や感覚』は充分に活きており、『其れなり』に生活

が成り立ちます。しかし時々は、世間の常識とは合わない『イレギュラーな行動』を

起こす為に、世間の『許容量』が非常に重要になります。そして特養やグループホー

ムが『適度な許容量』を持つ入所施設として整備が進み、入所者が格段に増えてその

分、認知症者への『世間の許容量』が小さくなり、認知症の人と『共生する意識』が

地域社会では希薄になってきています。 

近年の４０年程の間に平均寿命が９０才近くにもなる一方で、生れる子供の数が年

間２００万人から８６万人に減りました。高齢者が『介護予防と健康を強く望む世』

において、『老いと死と看取り』の営みと『妊娠・出産・育児』の営みの間には『つな

がりが生まれていない』のが、今の世の現実です。 

我々の施設で多くの認知症の人が今、『吾身に生じる変化』を柔軟に受容れ、老い

の世界で在るがままに暮らす姿に出逢い、その人たちの『最期の穏やかで安らかな

死顔』に出逢う度に、認知症は「予防すべき治すべき病気」ではなく、『本能として

備わる老いそのもの』ではないのか、と強く感じています。 

知性や理性が衰えて利害・損得の算段ができず、更には身動きもままならぬ境遇

を受容れ、「三途の川」を前にして毎夜『生きている歓び』に包まれて眠りに着いた

『証』が、『安らかな死顔』です。其れは、世間の常識や損得の算段を超えた『認知

症であればこそ』の『感性』が発する若い仲間達への『人生賛歌のエール』だと思

えて来ます。認知症ゆえの『感性』が、若い仲間の『生身の感性』と響き合い、『共

生の意識』が世間に拡がる事を心より願います。 

『老いて認知症になって死に逝く命』に寄り添う中でこそ、若い仲間達が『吾身

の感性』を磨いて逞しく生き抜き、『子を産み育てる本能』を養い、子育ての歓びに

目覚めるのだと、確信いたします。 

せいりょう園  渋谷 哲 



H さんの見取りについて 
ヘルパーステーション主任 川﨑 賢一 

（介護福祉士） 
 

H さんは平成２９年１１月に芦屋にある有料老人ホームからせいりょう園サービス付き高齢者

向け住宅リバティかこがわに入居されました。入居された理由は御家族がせいりょう園の機関誌

を読み、理念に共感され、「出来る限り自由に暮らしてもらいたい、転倒してもいいから歩ける間

は歩かせたい」という思いで入居されました。 
入居された時にはすでに１００歳になられていましたが、その姿はスカートにストッキングと

パンプスを履いて、とても１００歳にはみえない芦屋のマダムでした。芦屋の施設では、大腿部の

骨折もあった為、制限のある生活だったようですが、こちらに来られてからは、歩行は不安定なが

らも歩行器を使用され御自身でトイレに行かれていました。元気な時には、娘様とリバティ３Ｆか

ら１Ｆのラヴィックまで歩行器で歩いて食事に来られていたことが印象的です。又、好きな時に食

べて、食べたくない時には食べないというはっきりした性格で、意思の強さがうかがえました。 
食欲が旺盛な方で、食事の前にみかんやりんご、ぶどう等の季節の果物を食べられてから食事を

することが、習慣になっており、その生活を入居後から約１年半続けられていたこともあり、その

間大きなレベル低下もなく元気に過ごされていました。まさに食べるという行為自体が H さんの

生命力の象徴のように感じられました。 
そして、平成３１年４月に入り、風邪のような症状がみられ、次第に食べるという行為自体

を、自分から拒絶されるようになり、職員は「少しでも水分を摂ってもらいたい」、「少しでも

口の中を潤してあげたい」、「少しでも快適に過ごしてもらいたい」という思いから介助を試み

ていると、「私をもういじめないで、もう死ぬんだから・・・。」と言われ、これまで死という

言葉を発する方では無かった為、H さんはその時期が来たことを自分で感じとられ、自分で死

への準備をされているのだと感じました。それは恐怖ではなく自然な営みで、ロウソクの火が少

しずつ消えていく様な当たり前の現象です。私自身死と言う具現化した姿を想像する様になり、そ

の命が消えゆくこの時こそ目を見開き、その方の最期の行く末をしっかり受け止め、自分自身に吸

収する事が、死者に対する敬意ではないかと思います。 
人間の命が枯れていく瞬間を感じる中で、利用者の生き様や、生活を支える中での人間模様

の中に人が成熟する為の様々な本質がそこにあり、それを学ばせて頂いているといつも感じて

います。私自身まだまだ未熟ですが、せいりょう園に入社して１５年が経ち、今の自分がある

のは、その経験をさせて頂いたからだと思っています。 
H さんの御家族は御本人の意思を尊重されており、いつどのような事が起きても、受け止める

覚悟を持っておられました。常々サ高住の管理者が、良いケアをするためには、御本人の意思と御

家族の覚悟、職員の寄り添う力が必要と言われています。どの利用者も最期に近づくにつれ、自然

に死を受け入れます。御家族の覚悟は、元気だった頃の思いを強く引きずる方が多い為中々出来る

ものではないと思いました。 
御葬儀の際、長男様より、H さんの壮絶な人生を教えて頂きました。H さんのお父様は薩摩藩

の西郷隆盛の側近で、隆盛が切腹する際に、一緒に切腹されたそうです。御実家は門から自宅に入

るまでに数分かかる豪邸でしたが、子どもたちに栄養があるものを充分に与えることが出来ず、７

人兄弟でしたがほとんどの兄弟を大人になるまでに亡くされたそうです。又、陸軍高官だった夫と

結婚し満州に引っ越されましたが、終戦を迎え戦犯のような扱いで、満州から逃げるように日本に

帰ってくる中で、子供も２人居ましたが一人餓死してしまい、満州の道端に埋めてきたと話されて

いました。娘様から「母と手を繋いでいるこの手をはなしたら、自分も置いて行かれると思い、必

死でついて行った」と話されていました。そんな、自分の意志だけではどうにも出来ない激動の時

代を生きてこられた H さんに、最期の時間をサ高住で逞しく、強かで、しなやかに余生を過ごし

ていただき、そこに関われたことを誇りに思います。 

 



S さんの看取り 
地域密着型特養 中野 幸次 

 
私は地域密着型特養で介助員として、主に洗濯場で働いています。S さんと出会う前に、「洗

濯物を畳んだりするのが好きな方が居るんですけど、一度お連れしてもよろしいですか」と相

談員から話を聞かされていましたので、「いつでもどうぞ」と返事はしておりました。 
 
そして、初めて洗濯場へ来てくれたのが忘れもしない 8 年前の 4 月 15 日。畳の上で正座し

て、「S と申します」とお互いに挨拶を交わしました。あとで「S さん足を楽にして下さい」

と申しますと「女ですから」と返され、こちらも「そうですね。忘れていました」と言い返す

と「なんやと思ってたん」とケラケラと初めて笑ってくれたことを思い出す次第です。そして

次に「S さん、バースデイはいつですか」と聞きますと「4 月 12 日」とおっしゃるので「3 日

過ぎていますね。来年お祝いを楽しみにしておいて下さい」と言いますと「今日でも明日でも

いいよ」とおもしろい返事。 
 

4 月にお手伝いに来ていただいて、約 1 か月位は来たり来なかったり、途中でどこかへ行っ

たりと落ち着かない状態でしたが、少しずつ慣れてきて半日～16 時頃くらいまで居てくれるよ

うになり、タオル衣類等たくさん畳んでくれ上手で丁寧で「何でそんなにキレイに畳むのです

か」と尋ねると「当たり前や。下手に畳むと“これ S さんが畳んだ”と言われるのん嫌やん」

と返事が返ってきた次第です。 
 
 また、少し時間がありますと、１～２日遅れの「神戸新聞」「日経新聞」を見たり、折り紙

で鶴を作ったりカタログの切り取りをしたりと一人で楽しんでいる感じでした。新聞からは

神戸の懐かしい話をしたり、従妹さんに国会議員さんがいたのでその人の面白い話をニコニ

コしながら話しておりました。特に新聞等はメガネもなしで見るもんですから「S さん、目が

良いですね」と言いますと「当たり前や新聞はメガネなしで見るもんや」と言われ、話の流れ

で顔の話になると「でも顔には自信がないねん」とケラケラ笑われていました。 
 
また「S さんと話をしていたらいつまでも長生きしそうですね」と話すと「当たり前や、今

が青春やから子ども達も送ってやらねば心配やで。あんたも先に送ってやるから」と言われ

たもんです。そのような話のときに、 
 
【70 歳でお迎えがきたら留守やと言え 
 80 歳でお迎えがきたらまだ早いと言え 
 90 歳でお迎えがきたらそんなに急ぐなと言え 
 100 歳でお迎えがきたらそろそろ考えると言え】 
 
と伝えると「それエエなー。私 100 まであと何年あるの」と聞かれ「20 年足らずですよ」と

答えると「いけそうやな」とニコニコしながら答える S さん。 
 
「でも私何でここへ来るのん」とポツリと聞きますので「ここへ来るとアメちゃんもらえ

るからですよ」と冗談で申すと「あのなー私いつも部屋に居ると天井と話をして、外に出ると

石と話をして、また花とも話をするし返事もしてくれる。でもここへ来たらあんたの顔ジー

と見て話してくれるやろ。私それがいいねん」と言っていつものようにニコニコしてくれた



次第です。まさか、そんなこと思いもしなかったので嬉しかったです。その時なぜか“男はつ

らいよ”の映画の中でのワンシーンを思い出し「『トラさん、人間は何のために生きているの

ん』と尋ねるシーンがあって、トラさん曰く『そうだねー人間生まれてこの方一度や二度人様

に感謝されたり喜ばれたりしたことがあると思う』と、人間はそういうために生きているの

と違いますか」と S さんに言うと「私トラさんと同じや」とケラケラ笑うので「どの口が～・・」

と思わず突っ込む。 
 

また、せいりょう園の敷地内には「梅」「ザクロ」「柿」「スモモ」「夏ミカン」等の木が有

り、S さんに「私ザクロ食べたことないねん。どんな味？」と聞かれ「どんな味というより、

食べてみる方が早いですよ」と言って食べてもらうと「おいしい」と言う。「S さん、ザクロ

はね、東北地方では子種がたくさんあるフルーツで重宝がられています」と言いますと「も

うちょっと食べるわ」とケラケラ笑う S さん。 
 
干し柿を作るとき「少し手伝ってくれませんか」と申すと「私食べる人、あんた作る人」そ

う言ってニコニコしておりました。フルーツを収穫した帰り道の時などはよく“上を向いて

歩こう”の歌をハミングしながら手をつないで歩いた次第です。そんな時は、私自身のおじい

ちゃんやおばあちゃんの墓をおふくろの手を取りお参りしたことを思い出させてくれるひと

ときでもありました。そんな折に「S さん、チャップリンと言う人知っていますか」と聞きま

すと「知っている」と言うので「花には水を 人には愛を 人生には金とユーモアを」と言う

と「それはちょっと違うなー。人生には、ようけのお金と、ようけのお菓子と、勲ちゃん（勲

ちゃんは S さんの主人）やなー」 「旦那さんが大好きやったんですね」と言いますと、旦

那さんとは幼友達で「ノッポノッポ」と呼んでいたそうで「早く亡くなったから」としんみり

話していたら、すぐにケラケラ笑いだす S さん。 
 
踊りが大好きでお菓子も歌も卓球も何よりタイガースのファンでもあった S さん。食べる物

に関しても魚とか肉以外は作ってくれる人の事を考え、無理な事は言わないような人でした。 
 
そんな S さんも足が弱り体重も少なくなり、根気もなくなり、車椅子の生活が続くように

なりましたので、今度はこちらから顔を見に行く事が多くなり、それでもいつものようにケ

ラケラ笑う S さんでした。そしてたまたま仕事の途中にケアハウス担当の職員の方に出逢

い「S さんどないですか」と聞きますと「変わりなくやね」と言いますので「晩に見に行く

わ」と言って(なぜか気になって)16 時頃にいつものように「わかりますか」と言って声を掛

けるといつものように「わかる」と言ってニコッとしてくれ、近くのテーブルにもみじまん

じゅうがあったので「食べますか」と聞くと「食べる」と返事をするので、少しずつ喉が詰

まらないように「おいしいですか」と聞くと「おいしい」と言って４切れか５切れ食べてく

れた次第です。そして今日はもう仕事に行くわと言いますと、どうしたことか「いつもあり

がとう」と言うのでその“いつも”が気になって「熱でも有るのですか」と顔に手を当てる

と、今迄に感じた事のない冷たさに“おかしいなー”と思いながら仕事場へ戻った次第です。

それが最後で、あくる日に亡くなられたことを知り、偶然と何とも言えない不思議な事が重

なった日でございました。 
 
茶目っ気があり、人生の先輩でも有りながら私に取っては本当に可愛 

らしいおばあちゃんでした。たくさんの想い出を、特に笑顔と笑い声。 
心に残してくれてありがとう。  





  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 せいりょう園空き情報 7 月１２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：５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：１室 

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

新型コロナウイルス第 2 波に備えて 
 

５月２５日に緊急事態宣言が解除されましたが、7 月１５日には全国で４５０人の

新規感染者が出ており、集団感染者の中には無症状の陽性者も多数確認されています。

２０代～３０代の若年層に多いと言われる無症状の感染者が増えることは、感染経路

不明の感染者が増えることに繋がり、感染すると重症化する高齢者施設では、常に感

染予防対策の徹底を講じなければなりません。消毒やマスクの着用は当たり前の日常

となり、ご家族様には利用者様とソーシャルディスタンスを取りながら短時間での面

会にご協力いただいております。 

兵庫県でも７人の新規感染者が出ており、再び緊張が走ります。緊急事態宣言時の

面会禁止や外出制限など、今まで出来ていた事が出来なくなる不自由さに戻ることな

く、一人一人のマナーやモラルに任せられている『新たな日常』（「３密の回避」「ソー

シャルディスタンスの確保」「マスク着用・咳エチケット」「手洗い・手指消毒」「検温・

健康チェック」「いつ誰とどこで会ったかを記録」）を実践することで、感染拡大予防

が出来る事が最善ではありますが、兵庫県内及び加古川市内の感染者数の増加状況に

よっては、再び面会制限を設けざるを得ない場合があります。そのような第２波に備

えてオンライン面会の準備も進めておりますが、感染者が増え始めている現状におい

て、改めて感染予防のご協力とご理解の程、よろしくお願い申し上げます。 

 

【 行 事 の ご 案 内 】 
 

7 月より感染予防対策を取り、下記の行事を再開致しました。 

 地域の皆様のお越しをお待ちしております。ご来場の際にはマスク着用の上、 

手指消毒及び検温にご協力お願い致します。 
 
① 介護について語ろう会  

8 月 28 日（金）13：00～15：00 

<介護技術講習会> 

② 仏教講話 

9 月 7 日（月）15：00～16：00 

   <教信寺 長谷川慶悟住職> 

 

 
7 月 6 日（月）仏教講話の様子 


