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「命より大切なもの」を知る人でこそ 

―毎夜「生きているのが嬉しい」と思いながら眠る夜を―  

 

昨年（２０１９年）１１月に、全身の筋肉が徐々に衰える難病「筋萎縮性側索硬

化症」（ＡＬＳ）患者の女性（５１才）を、女性本人の依頼を受けて薬剤を投与して

殺害したとして、今年（２０２０年）の７月に医師２人が嘱託殺人罪の容疑で逮捕

されました。主治医とは別の医師２人とインターネットを通じて知り合い、自らの

安楽死を要請したとみられています。 

今年８月４日の毎日新聞朝刊２２面『ＡＬＳ嘱託殺人 女性の苦悩』『生と死 揺

れ続けた心』と題した記事の最後に『日本ＡＬＳ協会の嶋守恵之会長は事件を受け

てコメントを発表。「ＡＬＳ患者が死にたいと関係者に吐露することは珍しいこと

ではなく、思いや行為を非難はできない」としつつ、「社会的理解が進み、人工呼

吸器を着けた重症患者でも、外出や社会参加ができ、長期に生きられる道が開かれ

ている」と訴えた。日本医師会の中川俊男会長も記者会見で、「患者が長期にわた

る闘病の中で死を選ぶ道を探し求めていたとすれば、非常に悲しい。死を選ばなけ

ればならない社会ではなく、生きることを支える社会をつくっていきたい」と述べ

た。』と記されています。 

ＡＬＳ患者の嘱託殺人罪については、２００９年１０月２０日の朝日新聞朝刊

３４面『難病長男の命絶った妻 夫が刺殺の疑い』との記事を思い出し、同年１１

月の本誌１０５号巻頭「思想なき善意と介護殺人」を読 

み返してみました。 

 『２００９年１０月１２日に神奈川県相模原市で、６５才 

の妻を６６才の夫が刺殺して自首し、逮捕された事件です。 

２００４年８月にＡＬＳ患者の長男（当時４０才）の人口 

呼吸器の電源を切って殺人罪に問われ、懲役３年・執行猶予 

（次ページに続く） 

      

 



  
（前ページの続き） 

５年の判決を受けた妻を、５年後に夫が刺殺した事件でした。５年前に、文字盤を

目で追いまばたきで『死にたい』と訴える息子に『一緒に逝こう』と応えて電源を

切り、自殺を図った母親を其の時は夫が救い、今度はうつ病で『死にたい』と言う

妻に夫が応えて首を刺して殺し、夫が自首したのです。』と記します。 

１０年後の今、ＡＬＳを患う国会議員も現れ環境は少し変化しても、心情は変わ

り得ないのです。１０年前の本誌１０５号に『頚髄損傷で手足の自由を失った星野

富弘氏は、１９８６年に「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

詠っておられます。全身の筋肉が萎縮して行き、人工呼吸器を着けても近い将来の死

を覚悟しなければならない状況は、命より大切なものを知らない人にとっては、拷問

に匹敵する残酷な意味を持つ事は容易に想像できる事であり、この事件は「死を受容

して生きる」思想を持つ事の重要性を強く示唆しています。』『自らの存在が本来的に

持つ残酷で厳粛な事実を真摯に受止め、老いた人生の締め括り方を決める覚悟が、社

会を構成して生きる人間には求められます。其れを深沢七郎氏が小説『楢山節考』で

明確に表現しています。貧しい時代の貧しい集落の中で、老いた生命の完結する営み

と新たな生命の誕生する営みが繋がり、次の世代に社会を引継いでいます。しかし豊

かな日本社会で今、老いて完結する生命が激増する一方で、新たに誕生する生命が急

減して、次の世代への引継ぎに黄信号が灯っています。』と記しています。 

 厚労省は１５日、今年（２０２０年）の敬老会を前に、全国の１００才以上の高齢

者が過去最多の８万４５０人で、昨年より９１７６人増えて５０年連続で増加した、

と発表しました。その一方で日本社会は今、団塊ジュニア世代の誕生以降４０年以上

に亘り毎年、出生児数が減り続けています。団塊ジュニアの同級生は２００万人を少

し超えていますが、昨年（２０１９年）の出生児数は約８６万５０００人です。日本

社会ではこの４０年～５０年の間、高齢世代の平均寿命が伸び続ける一方で、片や

２０代～３０代の結婚・出産適齢期の青年達の中で、結婚せず、出産も望まない人

達、が増え続けているのです。 

人間社会では、老いた命が完結する営みと新たな命が誕生する営みが繋がり、社

会を引継ぎ歴史が続いて来ました。今その繋がりが切れ掛かっています。健康長寿

を望む多くの高齢者の暮らしを支えている若者の中で、『種の保存本能』に目覚めぬ

人が増える、という皮肉な現象が半世紀近くも続きます。人は誰もが無防備な身で

生まれ、成長過程で身に着ける知性・理性・体力を駆使して存分に生き、老いに連

れて徐々に其の力を削ぎ落として再び無防備になり、在るがままに生きる身を仲間

に委ねて最期を迎えます。 

『仲間に委ねる身とその期間』は、社会を構成して生きる上で必要とした『思想や

人間性や社会性』が色濃く映り込み、その根底に『死を受容して生きる思想と覚悟を

秘めたバトン』を若い仲間達へ手渡す、『バトンタッチゾーン』にも思えます。老いた

が故に『素直に表現するダイイングメッセージ』を、後輩として素直に、真摯に、受

取りたいと願います。 



 

 我々の施設で最近亡くなるお年寄りの大半が、『安らかな寝顔』のままに亡くなら

れます。毎夜『生きている歓び』の中で眠りに着いた『証』であり、ご家族や介護

職は心からの安心感を覚え、同時に、自然の摂理に添って迎える『老いと死の創造

性』に気付いて『死者との関係性』を続け、『対話』を始めます。 

 老いには程遠く若いＡＬＳ患者の方に、『死を受容して生きる思想』を求めるのは

酷かも知れません。しかし星野富弘氏は２４才で脊髄を損傷した後、自らの力で「命

より大切なもの」に気付かれました。難病患者を支える医療と介護が、『命』と共に

『命より大切なもの・今を生きている歓び』を支える役割を果たしたい、果たして欲

しい、と心より願います。 

せいりょう園  渋谷 哲 

 

 

介護相談室 新田 悦子 

（介護支援専門員） 

 

９月は「認知症を考える②」というテーマで集まっていただきました。２カ月前の「認知

症を考える①」では、認知症に対するイメージ、認知症の人と接する機会の有無、認知症に

なった場合の暮らし等についてグループ討議をし、認知症は誰でもなる可能性があるという

認識を深め、自分だったらどう生きたいのかという事を考える時間を持ちましたが、今回は

事例を基に「地域で暮らすための支えあい」についてグループ討議を行いました。 

 近年、高齢者の一人暮らしは珍しくありませんが、認知症のサインである異変に、離

れて暮らす家族や普段から挨拶程度のお付き合いだったご近所さんが気づいた時には

進行していたというケースも珍しくありません。冷蔵庫にいつの物かわからないものが

ある、病院に行っていない、薬を飲んでいないのか大量に残っている、真夏なのにエア

コンを使っている気配がない、お風呂にいつから入っていないか分からず臭いがする、

ごみ屋敷状態になっている、近所の畑から花や野菜を持って帰ってくる、火の不始末か

ら小火騒ぎになった・・・という方がいた場合、住み慣れた家や地域で暮らし続ける為

に何が重要となるのか？少人数のグループに分かれて話し合いました。 

 現状が把握できないほど人との関わりが少ない生活を送られていたら、詳しくその人自身

を知ることから始め、自尊心を傷つけないように関わりを深めていく必要があると思います

が、元々家族関係が希薄で、ご近所付き合いをしていない人にとって、いきなり生活空間に

入って来られ、口出しされ、関わられると誰しも警戒心からまずは抵抗することでしょう。

そんな状況を支援する側、支援される側のどちらか一つ選べるような人生はなく、いつ誰が

認知症になるか分からないというのが現実です。老いて生きることは未知で怖いかもしれま

せんが、高齢者が活き活き暮らす姿を通して老いて生きることに希望を持とうと思います

し、場所や状況はどうであれ生き続ける覚悟が必要だということだと思います。「人に迷惑

かけないように生きたい」という言葉をよく聞きますが、人が生きやすくなる為には老いに

向けて心の準備をし、他人に助けてもらう勇気を持ち、お互いさまの精神で理解しあうこと

が安心につながると信じ、許容と受容ができる世の中でありたいと思いました。 

 

介護について語ろう会 

 



 
 

 
 



 
 

K さんの看取り 
地域密着型特養 吉田 貢平 

（介護福祉士） 

 
 K さんは、せいりょう園のショートステイを利用されていました。人と話をすることをあま

り好まず一人でいることを好み、居室のベッドで横になりテレビを見ていることが多い方でし

た。行事でマジックショーがあったときも、見に行くことを勧めてみましたが「見に行かへん

ねん、私はこうやって横になってテレビを見とうのが一番ええねん。何もしたくないねん。」と

話すほど、一人でテレビを見て過ごすのが好きな方で、時代劇や韓国ドラマをよく見ておられ

ました。 
一日の大半を居室で過ごし、起きるのは食事と入浴のときくらいでした。食事に関しては、食

べる量にムラがあり、ご家族が栄養補給にメイバランスを持参して下さり「摂取量が少ない時に

提供してください。」とのことで、よく食事と一緒にお出ししていました。食事のときに飲まれ

ていたのですが、日に日に「何も食べたくないねん。」と話され、食事を摂らないことも増え、メ

イバランスもあまり飲用しなくなっていきました。一方、ご家族の意向としては「もっと水分、

食事を摂らせてほしい。」という希望が強かったのですが K さんは「食べたくない、欲しくない」

と言い、無理にこちらから介助するわけにはいかず、どうしたらいいのか困りました。ご家族は

メイバランス以外にも、食べやすい一口サイズのお菓子やジュース、コーヒー、朝食のパンに

塗るジャムなど持参して下さっていたので、できる限りご本人に勧めました。その日の体調に

よって食べられない時もありましたが、ご本人が食べたくないとおっしゃっているときは、そ

の気持ちに寄り添い無理強いすることはできませんでした。日に日に身体も細くなっていき、

食事の後などに嘔吐されることも多くなりました。その後、しばらくして永眠されました。 
 「無理に動いてしんどいことをしたくない」「居室で過ごしたい」という思いを汲み取って接

してきました。K さんと関われたことは大変勉強になりましたし、今後もよりよい生活を送って

いただけるよう努力していきたく思います。 



コロナ感染症緊急宣言後の 

グループホームまどかの生活 

グループホームまどか主任 曽我部 成生 

（介護福祉士） 

 

 緊急事態宣言以前、食事やお茶の時間は１階のキッチンの見えるホールに集まり全員で

ワイワイ・ガヤガヤと楽しんでいました。「ちょっと家を見てくるわ」と近くにある自宅に

帰る。「空気がいいからちょっと外へ」と外の空気を吸いに行く。「私もう帰ります」と遠方

にある自宅を探しに行く。「食事に行きます」と家族で外食をする。「病院に行って、少し

出かけます」「一度家に帰るわな。ここの番ばっかりでは家も心配」と外泊する。面会に関

しても、家族や近隣の友人が好きな時に来られていました。 

 ところが、緊急事態宣言後の生活は大きく変化しました。全員が集合することはなく、各

階、各居室で過ごしておられます。３月には外出、面会が禁止になりました。ホールのテーブ

ルは卓上シールドで仕切っています。卓上シールドで「テレビが見にくい」「隣の人の顔が見

にくい、声が聞こえない」と言われる方がおられます。しかし、共に暮らす普通が大きく変化

する中、お年寄りは柔軟に受け入れておられるように感じます。自粛当初は「病気の持ち込み

があったらあかんから、出歩いたらあかんらしいわ・・・」と嘆いていましたが、時間が経つ

につれて「他に住んでいる人にうつしてもあかんしな」「うちに帰ったら、結局泊まりたくな

るのが分かるから今は仕方ないけどやめとこ」「ホンマはここでなく家に帰りたいのが本音や

けど、そんな状況じゃないもんな」と話され、生活の中でも同席の利用者同士で「近づきすぎ

たらあかんらしいで」とやり取りしている姿を見かけることもありました。 

このように自粛の状況に慣れる中で、今出来ること、楽しめることに取り組んでいます。

３月末には、まどかの庭に数名ずつ出て花を見て、触って、香りをかいで春を感じました。５

月には、こいのぼりを作り、鯉に利用者、職員が絵や柄を書いたり貼ったり個性あふれるこい

のぼりを天井の端から端につるしました。６月には、すもも狩り。今年のまどかのすももは豊

作で３０キロ以上採れました。熟したものは柔らかく甘かったので普段はミキサー食の方も

そのまま食べられました。コロナでお付き合いが少なくなっていた近隣の方々や業者の方に

も味わっていただいて好評でした。７月に七夕まつり。まどかの裏にある古墳に生えている

笹を頂いて、各々の思いや願いを短冊に書いて七夕を楽しまれました。同じく７月にシャー

ベットの容器を活用して手先の器用な職員が風鈴を作り飾りました。利用者も「綺麗やねー」

「涼しく感じるわ」「面白いこと考えるねー」と嬉しそうに話していました。８月はこれまで

流しそうめん用の竹を手作りし、利用者と職員全員で暑い夏を楽しんでいましたが、今年は

中止となりました。それに代わる企画として栄養士が“かき氷”をしてくれました。蜜はメ

ロン、イチゴ、レモン。利用者に選んでもらうとイチゴが圧倒的人気でした。かき氷は冷た 

く、作る人の服装も真っ白だったので「ほんまに涼しげやわ～」と

皆さん声を出して笑っていました。いつもは自身で食べにくい方も

自然に手が動き口に運ぶ姿に、食べる楽しみ見る楽しみ思い出を振

り返る楽しみを傍にいて感じました。 

 コロナ禍ではありますが、利用者も職員もこの状況と環境に応じた 

工夫をして生活しています。  



 事例を通して思うこと 

介護相談室 木村 多恵子 

（介護支援専門員） 

 

私がせいりょう園でケアマネジャーとして働き始めて６年になります。今まで関わらせて

頂いた方の中で印象に残っている方の話をしたいと思います。 

 前任から引き継いだケースで、自宅に一人で生活をされている方でした。全盲で天気によ

り明るさが感じられる程度の中、下肢にも屈曲があり伝い歩きで部屋の中を移動しながら、

総菜をレンジで温めたり食器を洗ったり、二層式の洗濯機で洗濯して干すなど家事もご自身

でできることはされていました。いつもラジオで国会中継やニュースを聴かれているので、

訪問すると「株価が下がってるんや。これからどうなるかわからへん、だから贅沢はでき

ひん。」等と時事について話して下さっていました。しかし年月が経ち少しずつ思うように

動けなくなってきました。トイレに間に合わなかったり布団まで行かずにいつも座っている

炬燵で寝るようになってきました。成年後見制度を利用されていたので、保佐人と訪問し今

後の生活について何度も話し合う機会を持ちましたが、「うちは家を守らなあかんのや。だ

からここにいる。」といつも同じ返事をされ自身で何でもできると言い張り、聞く耳を持た

れませんでした。今年に入り状態がだんだん悪くなっていきデイサービスが迎えに行くと失

禁で大変な状態になっていたり、ヘルパーの臨時訪問が増えたり、食事を摂っていなかった

りと自宅での生活が難しくなっているので入所を勧めますが、「私は困っていない。このまま

でいい。」と受け入れることができませんでした。何度も話をしていく中で、時には「私の人

生や。好き勝手なこと言わんといて！」と激怒されたこともありました。しかし新型コロナ

が流行し始めて、デイサービスの利用も自粛となる中で、このまま独居はよくないのではと

保佐人と判断しショートステイを利用することを決めました。利用を始めると、「そんなと

こ行かへん！家を出られへんのや。」と言っておられたのが嘘のように穏やかに過ごされて

います。私や保佐人が面会すると自宅の事を思い出して帰宅願望がでるのではと心配してい

ましたが、「みんなようしてくれるんや。」と穏やかでした。自宅にいるときは頑張らなくて

はと必死でしたが、ショートステイを利用することで人に委ねることを受け入れられたので

はないかと感じました。 

今回は保佐人や関係者の方達との情報共有や連携がうまくとれたケースと思っています。

今後は、成年後見制度を利用される方が増えてくると思われますが、ケアマネジャーとして

情報共有・連携を大切にして支援していきたいと思います。 

 

デイサービスでは、毎週水曜日に築山先生による音楽療法を実施しています。音楽

療法は、音楽を聴いたり歌ったりすることで身体的・精神的な安定をもたらすリハビ

リテーションの一環と言われています。最近は、新型コロナウイルス感染症対策とし

て間隔を空け、換気をしながら 3 密を避けての実施となっていますが、「これが楽し

みでデイサービス来とるねん～！」「今日も歌いにきた 

で～！」「今日は築山先生来てくれるの？」と心待ちに 

され、皆さんで歌を歌い、楽器で音を鳴らし楽しまれ 

ています。 

（デイサービス副主任 ベハラノ 恵）  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 せいりょう園空き情報 9 月１7 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：空きなし 

・ケアハウス：空きなし 

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

 

 

～ 晴香うらら 歌謡ショー ～ 
      

10 月 15 日（木）に晴香うららさんの歌謡ショーを 

行いました。例年であれば、夏祭りにお越し頂き入所 

(居)者の皆様や地域の皆様と大いに盛り上がるところで 

すが、今年は新型コロナの影響により夏祭りを中止にし 

た為、会場をリバティかこがわに移し、法人内の各事業 

所には中継を行い開催の運びとなりました。 

晴香うららさんの力強い歌声に引き込まれ、笑顔あふれる軽快な語りには来場者の 

皆様にも笑い声がこぼれます。そして河内音頭や平成加古川音頭では、盆踊りの気分 

まで楽しめました。また、カメラの向こうの入所(居)者の皆様にも何度も呼びかけて 

頂き、Live 感たっぷりでお届けすることができました。 

歌や音楽には人を勇気づけたり心を癒す力があります。このコロナ禍では人との接 

触を極力控える生活を続けていかなければならず、入所(居)者の皆様にも面会や外出 

を控えて頂いています。そんな生活の中でも、入所(居)者の皆様には晴香うららさん 

のステージ会場とリモートで繋が 

り同じ時を過ごすことで、人と人 

との繋がりを感じて頂けたのでは 

ないでしょうか。 

  これからも皆様との繋がりを大 

切にし、実現できる事を考えてい 

きたいと思います。 

 
【 行 事 の ご 案 内 】 

  

① 仏教講話 11 月 2 日（月）15：00～16：00 （法人内にオンライン中継） 

       浄土真宗 本願寺派 寿願寺 西寺正住職 

② 介護について語ろう会 11 月 27 日（金）14：00～16：00 

     「家族・地域・ボランティアの役割  ～地域で住み続けるために～」 

（グループハウス岸本邸での生活を紹介します） 

 

 

 

 


