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相次ぐ虐待事件の憂鬱 

―何故に今も昔も病院や施設で虐待が？― 
 

 最近（１０月）の新聞で、１９６３年開設の精神科病院（神戸市）と１９６１年開

設の重症心身障碍児支援施設（西宮市）で、職員によるご利用者への虐待事件が報道

されました。１９６４年開設の重症心身障碍者支援施設『津久井やまゆり園』（神奈

川県相模原市）では、２０１６年に元職員が襲撃して入所者１９人を刺殺し、２５人

に重軽傷を負わせる事件が起きました。病院や施設での５０年を超える介護経験は

一体何であったのか？介護に従事する職員の間で『介護理念の向上と蓄積』が上手

く出来ていない現実に、愕然とします。 

運用開始２１年目の介護保険制度の下においても、特養やグループホーム・有料

老人ホーム・サ高住等で、介護職による利用者への虐待事件が全国各地で起こりま

す。ごく最近（１０月）も明石市のサ高住で、管理委託を受けている介護事業所の介

護士による虐待事件が報じられました。介護や福祉に係る制度改正が繰り返されて事

業の運営形態が多様化し、外部業者に業務の一部を委託する場面が多くなり、働き方

改革や雇用形態の多様化で短時間労働や夜間のみの労働も増えて、業務の責任体制や

管理体制の一貫性が維持し難くなっています。 

 精神疾患の患者や知的障がい者は永く世間から邪魔者扱いをされ、精神病院や障が

い者施設はかつて世界的に共通して、一般社会から隔離する為の『閉鎖的な空間』でし

た。しかし、１９６０年代～８０年代に掛けて欧米先進諸国が徐々に『高齢化社会』へ

と進展する中で、高齢に成ると誰もが『病気や障がいを持ちながら暮らす事が普通』だ

と気付き、『ノーマライゼーション』という理念が生まれ、彼らを『包摂する社会』を

目指し始めました。 

そして同時に、医療技術の進歩に伴って可能となった『延命 

治療』の結果、『命の長さ』と『命の質』を対比する必然性に直 

面しました。寿命が尽きようとする命と向き合う時、『尊重する 

べき価値』は何か？との真摯な問い掛けが迫って来たのです。 

『何時までも生きていたい』との希望や、『親には何時までも生 

きていて欲しい』との願望に対して、『しばらくの間は望みを叶 

（次ページに続く） 
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える医療技術』が次々と開発され、多くの人が『望み』を託しました。そして多くの

人が『しばらくの間の命』と向き合って一喜一憂しながら、最後に訪れる『死』に伴

う『絶望』を想い描く中で『死を避ける努力』を優先し、『医療的に最善を尽くす』事

を免罪符として、『親の死』を受容してきました。 

しかし中には、『死後に続く関係性』に気付く人たちが現れました。亡くなった親

と対話して『今この世で起きている疑問』への答えを導き出す人たちが現れ、『人と

人との関係性』は死後にも続く事に気付いたのです。そして『死後の関係性』が、

他の動物には無い『人間ゆえの特性』であり、其れが『人間の社会性』の『原点』で

あり、更には『思想や宗教』を創り出し『科学や芸術』を生み出してきた『根源の

営み』である事を、多くの人々が悟り始めました。 

仏教の世界では確かに、死んだ人と出逢う日取りが色々と定められています。世界中

で様々な宗教が創り出されて来たのは、『生者が死者と出逢い対話をする為の必然』か

も知れない、とも感じます。 

 人も野生動物も共に、産んだ子を懸命に育てます。一人前に育つまであれこれと

世話を焼きますが、独り立ちすると後はライバルです。そして人間以外の動物は、

老いて死を予感すると群を離れて死地に赴きます。『群の習性』も『個体の習性』も

全て、遺伝子で引継いだ『本能』で決まっており、遺伝子を伝える力を失った『老

いた個体』は、「群」には不要な存在です。 

しかし人は、生殖機能を失った後も長く生き永らえ、老いて無防備になった身を集

団の中で仲間に委ねます。老いては誰もが力を削ぎ落として『死に逝く身の全て』を

仲間に任せるのです。其れは『無防備な姿で生まれる赤子』を養育する営みの裏返し

であり、『遺伝子では引継げないもの＝思想や人間性・社会性』を次の世代に引継ぐ

為の『重要な営み』です。『老いて死に逝く身』が周囲の『気配』を感じる『感性や感

覚』を注意深く『観て』、「逝く人」が信頼して身を委ねられる『居心地の善い場所』を

探る姿に、気付いて下さい。 

 介護保険は予防重視型システムとして制度化され、要介護に成らない様に、重度化し

ない様に努力する事を国民に求めます。介護事業者と介護職には、予防と重度化防止の

効果を上げる事で、報酬を加算します。しかし現実には老化を『予防し切る方法』は無

く、『予防し切った人』も居ない中で、『予防意識』を強固に持つと、予防し切れると思

い込んで、『老いと死の現実』を『無視』する事につながり、『死後の関係性』にも気付

けません。「老いの現実」を無視する結果、『無防備な身を委ねる期間』が『思想や人間

性・社会性を引継ぐ為』の『重要な営み』である事実が、全く『視えない』のです。 

世間の多数の人が、要介護や認知症には成りたくないと考え、彼らを『特別な人』と

捉えて『特別な居場所』を用意します。更には社会全体では少数ではあっても、障が

いを持って生まれる子もあり、人生途上で障がいを持つ人も居ますが、やがては我が

身が障がい者となる『現実』を無視する世間の人は、障がい児も障がい者も『特別な

人』と見做し、『特別な居場所』を用意してきました。今、その全国の『特別な居場

所』において、『虐待』が続いているのです。 

 要介護老人や障がい児・者など『無防備な身を他者に委ねる人』こそ、遺伝子では

引継げないものを引継ぐ『営み』の『提供者』です。『無防備な人』が居心地の善い暮

らしの中で『引継ぎ』を完了できる様に支える『介護保険制度』であり、『介護職』で

ありたい、と心より願います。 

せいりょう園  渋谷 哲 

 



地域密着型特養に移って 

地域密着型特養 前田 佳俊 

（介護福祉士） 

 

 デイサービスから特養への異動を受けてもうすぐで１年になろうとしている。デイサービ

スの時は、前の職場でデイケアにいた期間が長かったので、さして違和感はなかったが特養

になると少し趣が変わった。一番に感じたことは、シフト上、日曜日が必ずしも休みではなく

なったこと。生活のリズムを慣らすのに少し時間がかかった。それと合わせて、自らの職場が

利用者の方々の生活の場である、という認識。これはグループホームに居た時の経験が役に

立った。単純に数が違うのだと受け止めた。が、数が違うと言っても経験上は 9 人に対して

今度は 40 人近く居る。何をするにしても、自分にとって 40/9 倍の時間がかかってしまう。従

来の不器用さも手伝って、いまだに周囲に迷惑をかけている。幾人かの利用者の入れ替わり

（それは片方の死去を意味するが）を経験して、最近利用者の数だけの個性を覚えることが

できるようになってきた。彼らは 24 時間そこにいるのに、自分は 8 時間しかそこにいない。

ただ、じっと座して入ってくる情報を待つだけでは、とても対応できない。こちらから、アン

テナを立て一人一人の状態を伺う。それも業務をこなしながら、さりげなく、である。その時

に、いつも心がけているのは介護の原点である「受容」という概念。何事であれ、まずは相手

の声を聞く。“何がしたいのか？”“どうしてその行動をとるのか？”に気付くことができれ

ば、次の対応はとても楽になる。少なくとも、相手の機嫌を損ねずに済む。 

自分たちの側からの表現「問題行動」にしても、彼らの側に言わせれば、理由があるはずな

のだ、と毎日のようにそのなぞ解きをしながら仕事をしている自分がいる。「介護の在り方に

正解はない」と、よく言われる。当然だろう。ケースバイケース、その人その人に合わせた対

応さえ取れば、嫌でもそうなる。A の人の右は、B の人の左でもありうる。それもまた、当た

り前のこととして受け止めつつ、今もサロンに向かっている。「ン！？はて、手ぶらでよかっ

たのか？」 
 
 

 

ユニット型特養に異動して 

ユニット型特養 神戸 瞳 

 

デイサービスからユニット型特養に異動になり、もうすぐで１年になります。ユニット型特養

異動を伝えられた時は、驚きと不安とで気持ちがいっぱいいっぱいになったのを今でも覚えてい

ます。ユニット型特養に異動して、しばらくは先輩職員について仕事を教えてもらいました。 

 デイサービスでは自立の方がほとんどでしたので、移乗の仕方やおむつ交換の仕方など、

一から丁寧に教えてもらいました。教えてもらっているときも、私にできるかと不安に思い

戸惑うこともたくさんありました。 

 ユニット型特養に異動になって、すぐに利用者の方が居室から床を這って出てこられたの

で驚いてしまい、急いでほかの職員の方に伝えると「大丈夫。いつもあぁやって部屋から出

て来られるから。初めて見るとびっくりするよね。」と言われました。その時に私は「だか

ら居室はベッドじゃなく布団で対応しているのか。一人一人の利用者の方の状態に合わせて

対応しているんだ。」と思ったのを今でも覚えています。今では利用者の方も私の名前を覚

えて下さり、いろいろと話しかけて下さったり、話しかけると笑いかけてくれたり、いつも

利用者の方に元気をもらっています。不安に思うこともまだまだありますが、利用者の方の

生活のお手伝いが少しでもできるようにこれからも頑張っていこうと思います。 



 
 

 

 



紅葉が、まどかの庭先に真っ赤に広がり、落ち葉がひらひらと舞い落ちてくる季節

になりました。ご利用者の方から「秋だねぇ～。なんか季節の美味しいものないか～？」

と話があり、近所に柿の木があるので、その持ち主にお願いして分けてもらいました。

甘柿はとても柔らかくなっていて普段はミキサー食の方も 

おいしそうに食べ、干し柿は甘さが増し少し硬かったです 

が、みんなでおいしくいただきました。コロナで外出自粛 

が続いていますが、利用者とともにほっこりした気持ちで 

小さな秋を楽しみました。 

（グループホームまどか主任 曽我部 成生）  



N さんの看取りで学んだこと 

デイサービス副主任 ベハラノ 恵 

（介護福祉士） 

 

 N さんは、サービス付き高齢者向け住宅自愛の家さくらで生活され、今年の 11 月に 97 歳

で永眠されました。私と N さんは、約 1 年間の関わりでした。 

 N さんは、自分の思いを職員にハッキリと伝える方でした。職員の対応が少しでも遅いと

「遅すぎる！私は今してって言ったら今すぐしてほしい性格やから早くして！」など、対応

について私も度々注意されることがありました。私には、N さんが常に怒っているように映

り「いつもイライラしていて逆にしんどくないのかな…」と思ってしまうほどでした。しかし

「みんな私に早く死んでほしいと思ってるねん。私も人の迷惑になりたくないし、早く死に

たいわ。」と心の内にある思いを吐露し、せいりょう園のことを「オバステ山」と表現するな

ど、N さん自身もまた、自分の中でどうしようもない思いと葛藤されているのだな、と思い

ました。 

 N さんはもともと血圧が高く、コントロールのために内服薬の見直しを何度かされていま

したが、内服薬の種類が変わっても安定することはありませんでした。「デイサービスの日は

緊張するから。」と、デイサービスに来られると普段以上に血圧が高く、ひどい時には最高血

圧が 200 を超えていたほどです。血圧が高い状態で入浴すると身体に負担がかかってしまう

ので、来園後はしばらく時間を空け、血圧が少しでも落ち着いた状態で入浴できるようにし

てきました。しかし、ご本人は「私はいつも血圧が高いからもういいねん！こんなところで

1 時間もお風呂の順番待たされてしんどいわ！余計血圧上がる！」と大変立腹されていまし

た。それでも入浴後は満足そうな表情で「ありがとう」と言い、血圧は高いけれど、誰が見

ても元気でよく話す N さんの姿がありました。 

 N さんの様子が変わったのが 10 月末のことです。いつものようにデイサービスのフロアに

来られましたがその時に「デイサービス今日が初めてです。よろしくお願いします。」と言い

ました。その日も相変わらず血圧が高かったのですが、今まで見たことがないくらい高い数

値でした。時間を置き測りなおしてもなかなか下がらなかったので「今日は血圧が高いので、

お風呂やめときますか？」とたずねましたが「お風呂入りたいねん。今日が最後になるかもし

れへん。私はお風呂に入れるなら、それで死んでもいいねん。あんたらはなんかあったら困る

と思うし大変かもしれへんけど、私はどうしてもお風呂入りたいねん。」と強い意志で訴えら

れたので、看護師と相談し入浴することになりました。入浴後は「ありがとう。今日は最高

やった！私はここで生活できて幸せや！」と、とても嬉しそうに何度もお礼を言われていま

した。その後、1 度デイサービスを利用されたのち、永眠されました。 

 N さんは最期まで、自分がどうしたいのか、自分がどう生きたいのかを職員に伝えてくれ

ていました。そして、その言葉を受け取り私たちは N さんに関わってきました。人の亡くな

り方は本当に様々です。「亡くなるときが看取りなのではなく、施設に入ったときから看取り

は始まる」と言われています。N さんのように元気そうに見える方でも、意思をしっかりと

伝えることができる人でも、どれほど逞しい方でも、人の命は時間が限られており、その瞬間



がいつ訪れるかは分かりません。だからこそ私たち介護職はご利用 

者の一瞬一瞬に向き合い、介護職にしかできない介護を、介護職に 

しかない看取りをするために、介護の専門性を高めていかなければ 

ならないと思いました。 

 最後にはなりますが、N さんは俳句を詠むのが好きな方でした。 

私たち職員にもよく手書きで贈ってくださっていました。これは、 

令和 2 年 5 月に「これあげるわ！」と贈ってくださった N さんの作 

品です。 

 

 

 
コロナ禍での「食」 

管理栄養士 小山 愛弓 

 

コロナウイルスが国内で流行し始めてから、早くも半年以上が経過しています。感染拡大

防止の為、当園でも不特定多数が集まる行事を取りやめるなど対応が続いています。食事の

面でも、毎月実施していた昼食会や大きな行事での食事会等を中止している状況にあります。 

昼食会は時期に合わせて鍋料理やお好み焼き、焼きそばなどを提供してきました。利用者

の目の前で調理をして完成までの様子を見てもらい、音や匂いを感じ、家庭のように皆でな

にか一つのものを囲んで食事をする「食卓」の雰囲気を楽しんでもらいたいと行っていた行

事です。しかしコロナウイルス感染拡大防止の為に一つのものを皆で囲んで食事をすること

はできなくなり、あらかじめ一人分ずつトレーに準備しての提供しかできなくなりました。

毎日の生活で様々な制限がある中でも利用者の方に食事を楽しんでいただきたいという思い

から、お鍋料理を 11 月に提供することにしました。厨房で出来上がったものが一人分ずつ

盛りつけられた状態で届くのではなく、昼食会のように利用者が過ごすホール内キッチンで

介護職がお鍋を一から作り、盛りつけて提供しました。だしの加熱を始めるとすぐにいい香

りがホール内に充満しました。各ホールからだしのいい香りがして、散歩中の利用者が「今日

はなんのごはんや」「おいしそうな香りがする」と食事に興味を示してくださいました。日々

何気なく過ごす中で食事になんの感慨もなく食べるより、調理中の香りから食欲を刺激され

て食べる食事がおいしいと思います。制限のある中でもお鍋を提供してよかったなと思う瞬

間でした。 

各ホールで出来上がったお鍋を利用者が食べ始めると、普段より食べる量が多い方やいつ

も通りの量を食べる方、お鍋の具をおかわりしたために〆のおじやまで食べられなかった方、

中には「お鍋は嫌いやねん」と言われる方など反応は様々です。普段の提供方法と少し違うだ 

けですが、皆さんの雰囲気が違うように感じられました。 

ご家族との面会も自由にできない状況が続き、制限のある 

生活が続いています。まだまだ以前のような生活に戻れる目 

途は立っていませんが、日々は変わりなく過ぎていきます。 

生活の中で欠かせない「食事」を預かるものとして、今後も 

感染対策を講じながらできる限り食事で楽しんでいただける 

ように考えていきたいと思います。 
具沢山のちゃんこ鍋 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 せいりょう園空き情報 1２月１7 日現在 】 
 

・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  

・グループホーム：空きなし ・グループホームまどか：空きなし   

・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        
 

 

～ グループハウス岸本邸とは ～ 
 

せいりょう園グループハウス岸本邸は、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給 

の促進に関する法律による「住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業」に基づき、法 

人敷地から徒歩５分程の住宅地の一軒家を改修し開設しました。 

住宅確保要配慮者とは、高齢者や障がい者・子育て中・新婚・被災者・外国人・低 

所得者など所定の要件があり、せいりょう園は高齢者と障がい者・母子家庭を入居要 

件としています。入居する理由は経済的な事情ですが、グループハウスに住む事の一 

番の良さは、入居されている方同士の隣人関係がお一人お一人の生活を支える事です。 

家族のように食事などを一緒にする訳ではないですが、隣人が何かに困っていれば 

その方のできる事をして下さいます。せいりょう園に連絡する事もその一つです。今 

年のコロナ禍では人との接触を避ける生活でしたが、生活空間を共有する事で生まれ 

る物音や他人の気配を感じる事で、決して一人ではない「人との繋がり」がグループ 

ハウスにはあります。 

また、現在は障がいをお持ちの方々がお住まいですが、その『障がい』は周囲の人 

達が少しサポートすることで日常生活を送るうえで大きな問題にならない事もありま 

す。それは、それぞれの生活支援員や就労支援事業所の職員・せいりょう園の職員な 

ど福祉の専門職が行うサポートもありますが、地域住民の皆様が気付いてサポートし 

て頂けることもあります。ゴミ出しや回覧板など町内のルールやマナーも繰り返しの 

サポートが必要ではありますが、そのサポートで地域の一員として暮らすことができ 

ます。そしてそれは障がい者に限らず高齢者も同じように、周囲のサポートがあれば 

地域で暮らせることがあります。 

せいりょう園は「地域サポート施設」の認定を受け、「24 時間見守りサービス」や 

「配食サービス」で高齢者の方々が地域で暮らすサポートを行います。これからもグ 

ループハウス岸本邸をはじめ、地域の皆様の暮らしを支えていく事業を展開したいと 

考えています。  

※「地域サポート施設」の詳しい内容はお問合せ下さい。℡（079）421-7156 

 

歌う外科医、介護と出逢う 肝移植から高齢者ケアへ 

阿曽沼克弘著［京都大学学術出版会］定価：本体 1,800 円（税別） 
 

阿曽沼先生が肝移植を専門とした外科医から高齢者ケアの道へ進まれたきっかけなどが書

かれています。介護に携わる専門職だけでなく、ご家族様を含めたくさんの皆様にお読みい

ただければと思います。せいりょう園に来られていた時の事も載っています。 

 

 


