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認知症：此の不思議な冒険者たち 

―「植村直己を生きる人」に応える途を探して― 

 

 『認知症』の進行を遅らせる薬が何種類か販売され、認知症の人の大半がどれかの

薬を処方され、「薬が無い頃」に比べると進行は各段に遅くなっています。そして最

近、日本と米国の製薬企業が共同開発したアルツハイマー病の治療薬『アデュカヌマ

ブ』が、アメリカで「条件付き」で承認されました。軽度の認知機能障害の段階から

軽度のアルツハイマー病患者が対象で、脳内に溜まる原因物質を除去する効果がある

とされますが、「疑問の声」も上がっています。 

 介護現場に身を置く時、人が老いの過程で『要介護や認知症』になるのは、『老いて

死に逝く身を他者に委ねる』為の『本能的な準備』にも思えます。『人の老い』におけ

る『要介護や認知症』は、『原因とされる物質を除去すれば治る』程には『単純』では

ないと思えます。『死に逝く身を委ねる本能』に応える中で人は、思想や宗教を創り、

人間性や社会性を育み、文化や文明を築きました。 

 「アンチ・エイジング」で「ピンピン・コロリ」と逝くのが「老いの理想」、と世

間ではよく言われますが、人は「独りで生きて独りで死ぬ」生物ではありません。

人は「社会の一員」として生まれ、社会人として活動し、老いては『死に逝く身』

を子や仲間に委ねて『大切なもの』をバトンタッチして、社会を引継いで来たので

す。老いて子や仲間達に『身を委ねる期間』はバトンタッチの『助走』であり、バ

トンを受取る子や仲間達は、委ねる人の生活ペースに合せて傍らに寄添わねばなり

ません。『人生５０年』と云われた時代では、死者の大半が若くしてピンピン・コロ

リと亡くなり、『アッという間』に亡くなるとバトンは上手く受取れず、社会の引継

ぎには今の何十倍もの時間が掛かりました。 

７０才で『古稀』と言われた時代において、「医療が未発達」な中で後期高齢期まで

生きる「長寿の人」は非常に少数であり、その大半は『老衰』 

で亡くなったと推定されます。老いて衰弱して『食べず飲まず』 

の身で『最期を覚悟』し、其の身を仲間に潔く委ねたのであろ 

う、と思われます。高僧が断食修行の末に「生き仏」となって 

信仰を集めた如くに、長寿の末に亡くなる人は「古稀・喜寿・ 
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傘寿・米寿」等々と称えられ、尊敬を集めました。信仰や尊敬の対象となる「原点」

は、長寿の人の背後に『最期への覚悟』が伺えるからだと思えます。 

そして今、高齢者や予備軍の最大関心事は『認知症』です。認知症に罹ると「人間

性や社会性」が大きく変化してしまう場合が多い故に、大半の人が認知症に罹る事を

非常に恐れます。そして世界中の製薬会社が「認知症に効く薬」の開発合戦を繰り広

げています。既に販売されている薬は進行を遅らせるのみであり、「根本的治療」を

謳う薬の認可は今回が初めてです。世界中が「期待と不安」が混在する中で様子を見

守っています。 

 我々はこの３０数年の間、特養やグループホームで多くの認知症老人を介護し、看

取って来ました。介護保険制度開始以前は、認知症の有無に係わりなく「延命処置」

を優先していました。２０００年に介護保険制度が発足して「看取り介護加算」が制

度化され、認知症グループホームが制度上に位置付けされましたが、ご家族にも介護

現場にも「命優先」の意識が先行していました。 

 東京都世田谷区立「特養蘆花ホーム」で２００５年より常勤医師として務められ

ていた石飛幸三先生が、２０１０年頃より『平穏死』を推奨する著書を出版し、全

国各地で講演もされ、２０１１年には加古川でも講演されました。その頃より医療

や介護の現場で「延命処置」の是非についてご家族も含めての『真摯な話し合い』

が始まり、『穏やかに迎える最期との出逢い』が全国的に増えて来た様に思えます。

『平穏死』への『歩み』が確実に進んでいます。 

 一方で、『認知症への拒否感』は根強く残り、「老いと死」は「致し方無い」として

も『認知症だけは避けたい』と世の大半が願います。『認知症になった時、自分の行動

が予測できない恐怖と不安』からは誰もが逃れられず、「アルツハイマー病治療薬第

一号」に期待が膨らむのも無理からぬ事かと思えます。 

 多くの認知症の人が『自分の変化』に戸惑いながらも『精一杯懸命にもがく姿』を

３０年以上も観て、『彼らは冒険家に変身し、植村直己を生きる人』ではないのか？

と思えました。『知性も理性も体力も超えた世界』に迷い込んでしまった時、我々は

どうするのか？と自問し、冒険家・植村直己氏の『自己実現の果ての最期』に想いが

至ります。認知症の人も『混乱期』を過ぎると『穏やかに潔く』最期を迎えます。『植

村直己を生きた冒険者』として敬いたい、と願います。 

 人生１００年時代とは言え、６５才・前期高齢期に入る頃には「何処となく」老い

を実感します。７５才・後期高齢期には「誰もが確実に」老いを実感します。しかし

世間の風潮はアンチエイジング・フレイル予防・健康寿命。『老いや死を予期する本

能』は見向きもしません。猿は老いて死期を悟ると群を離れ、人は老いて死期を悟る

と『死に逝く身』を子や仲間に委ねます。委ねられた子や仲間達も本能として『世話

をして看取り』葬ってきました。今、医療の進歩の下で『死期』が定まらず、『死を察

知する本能』や『最期の身を委ねる本能』が戸惑っています。そして長寿の世の今、

『生まれる子』が減り続けるのは、『子を産む本能』も戸惑っている様に思えます。 

『老いて死に逝く身を委ねる本能』と『介護し看取る本能』と『子を産み育てる本

能』は密接に繋がり合う『人ゆえの根源的な本能』です。『冒険の果てに潔く身を委ね

る認知症の人』には『本能の戸惑い』は無く、『長寿の末の暮らし』は、誰にとっても

『冒険』かも知れない、と思えます。『認知症』であろうとなかろうと、『長寿は未知

の世界への冒険』なのです。そして『子を産む』のも大きな冒険です。 

せいりょう園  渋谷 哲 

 



その時はいつ来るかわからないけど 

介護相談室 新田 悦子 

（介護支援専門員） 

 

ケアハウスで暮らされていた T さんは昨年、定期的に受けていた血液検査をした際主治

医の先生から大きな病院に紹介状が出て受診されました。受診すると精密検査を勧められま

したが「検査も治療もしない。最期は主治医の先生に任せる」と言い帰ってこられました。

ご家族は「徐々に口から食べられなくなった場合は延命を望まず自然に看取りたいが、治療

できる状況であれば治療させたい」と願い何度も T さんを説得されましたが、意思は変わら

ずその時点では何の症状もなかったため、今後何らかの症状が出た場合にその都度考えてい

きましょうということになりました。 

しかしその後何の前触れもなく、顔面蒼白、意識はあるものの昏睡状態で呼吸は浅く、額

の辺りを打った痕がある T さんが部屋の中で発見されましたが、ご家族と連絡が取れなか

ったため、早急な判断が必要な状況でした。以前から本人は「延命も含め積極的な治療を望

まない」と言われていましたが、ご家族の「治療できる状況であれば治療させたい」という

思いもあり判断に悩みましたが、意識があるのであればと救急車の要請を選択しました。そ

の後ご家族とも連絡がとれ、状況と 119 番に連絡したことも伝えた直後に T さんの呼吸が

停止。そのことをご家族に連絡をし、到着した救急隊員に延命処置を望まれていない方であ

ると伝えたところ、救急隊員は AED や心臓マッサージをしながらご家族と主治医の先生に

確認を取り、搬送されることなく心肺蘇生を中止することが決まり、慣れ親しんだ部屋で死

亡診断をしていただくことになりました。結果、一時的に T さんが望んでいなかった延命処

置を受けていただくことになりましたが、刻一刻と状況が変わる中で「無理な延命治療はし

ない」と T さんと共通認識を持っていたご家族が最終決断をされ、T さんが信頼されていた

主治医の先生が看取られました。 

「穏やかな最期を迎えたい」と願っても、最期をどこでどのように迎えるかは予測できず、

思うようにいきません。老衰のように自然に亡くなる方、T さんのように病気で亡くなられ

る方、事故の方もいます。お別れをいう間もなく突然の出来事だったとしても、自分の理想

とする最期の迎え方や覚悟を誰かに伝えていたら、残される家族の後悔を最小限にでき最期

を迎えることはできるのではないでしょうか。 

T さんが「検査や治療はしない」と言い切った後、ご家族は T さんの思いを受け止め、覚

悟を決められたのかオンライン面会で「食欲がない時でも食べられるものは？飲めるもの

は？亡くなった時に誰に連絡してほしい？お墓はどうしてほしい？お葬式は？」とたくさん

の質問をされていましたが、普段口数の少ない T さんがはっきりと自分の思っていること

を伝えられ、その言葉を一生懸命書き留めておられた 

ご家族の姿が印象的でした。その中で好きな飲み物と 

言っていたのがカルピスでした。亡くなられた日、飲 

みかけのカルピスが冷蔵庫に入っているのをたまたま 

見つけ、胸が温かくなりました。 
 

 



 

サービス付き高齢者向け住宅での暮らし等について、藤田さんに取材し記事にしたいと依

頼しましたところ「話が長くなりそうなので私が書きましょうか。」と言って下さいました。 

以下、記載させていただきます。 

 

「苦労はやさしさと忍耐力の湧く泉」 

 

自愛の家さくら 314 号室入居者 藤田 勝子 

 

私は昭和 13 年 2 月 3 日生まれ、現在 83 歳でございます。 

神戸市灘区で小学校 2 年生の時に戦争で神戸も危ないと感じ、姫路市の田舎の親戚を頼り

昭和 20 年 6 月 3 日に母子で疎開して参りました。6 月 5 日まで父が姫路から荷物を取りに

来るのを待っていたところ、トラック 2 台が大久保まで行くと消防員から「いま神戸は空襲

があり、火の海で先は行けない。」と止められ、姫路に戻って参りました。わずか 2 日後、

今まで両親が積み上げてきた全財産は焼けてしまいました。それからの苦労は疎開者と言わ

れ続け、疎開の親戚先は母の姉宅なので父は全く他人として扱われていました。父の無念は

私の時代で報いると心に決め、忍の心で家族は耐えました。この忍耐力が現在の私となって

います。 

月日は流れ、私は高校を卒業して証券会社に入社出来、両親は大変喜びました。4 月 15 日

に姫路城へさくらの花見に行く予定で、母と 2 人でお弁当の重箱に詰めている最中に父が隣

の部屋から出て来て口から泡をふいて倒れました。直ぐに医者を呼び強心剤の注射を打って

下さいましたが、そのまま目を覚ますことなく息を引き取りました。葬式当日家族全員が涙

しましたが、これから母とまだ学生の弟を食べさせて行く決意を父に誓い、決して泣く事は

出来ませんでした。私は、18 歳から現在 83 歳まで泣いたことはないのです。泣くのは一時

的で耐える。そう忍耐は長く続くからです。ですから私は、“忍耐、感謝、凛として生きる”

を常々心にしています。 

私がせいりょう園に入居することになった経緯ですが、心臓疾患があり、ペースメーカー

を埋め込んでいます。1 回目は平成 21 年 6 月。2 回目はグレードアップして平成 25 年 7 月で

す。ペースメーカーに感謝しております。今まで住んでいた 3F 建ての 3F が寝室だった為、急

に異常があった時が大変と判断し、第 1 に神鋼病院に何度も入退院をしていた頃の主治医の

先生が、この野口町に開業されたのを聞きすぐに御挨拶に行きました。その帰り道に娘と 2 人

車を走らせていると、せいりょう園が目に付き直ぐに電話で申し込みを行い、見学させて頂

き入居に至りました。そして今入居している 314 号室は希望した通りの部屋でした。植木の

花や鉢もベランダに置いて良いと許可をいただき幸せでした。 

ところが、私自身どの会社勤めも証券会社、銀行でもいつも先頭を突き走り続け、派手な服

を着て悠々と暮らしていたのですが、せいりょう園に入居してからは誰とも会話のない生活

が続き、突然倒れ左頬にも擦り傷があり、出血していたのも記憶になく食欲もなく、水も飲ま

ない状態がありましたので、娘が加古川中央市民病院に連れて行ってくれ何種類も検査をし

てもらいましたが異常は見つからず主治医の先生から飲まず食わずも心配だからとラコール

を処方してもらい、薬局の所長が 314 号室の部屋まで 2 回もラコールを運んでくださったそ

うですが、全く記憶になかったのです。 

そこでせいりょう園のある職員の方が、上司の方に声を掛けて下さり、それなら藤田さんの

ストレスの原因を聞いてあげようとの事で、昨年の 3 月 8 日と記憶していますが、さくらの 2F

食堂に PM2：00～4：00 まで 2 時間立板に水の如くザーッとたっぷりと話しました。よくあれだ



けの事を息もつかずに話せたなと自分でも驚いています。後程上司の方が不信、不満なことが

有ればいつでも云って下さいねと優しいお言葉を下さり、徐々に私の心が落ち着き、趣味だっ

たカメラを持てるようになりました。花の写真が沢山ありますと伝えると、有り難いことにそ

の写真の貼場所を作って頂き、私の思うように貼って下さいと云って頂きました。 

自愛の家さくら３F エレベーター西側に 19 枚、事務所 1F 入口に 26 枚大工道具を持参していま

したので、自分で貼らせて頂きました。9 月 16 日に写真を貼り替えております。 

そして、私のベランダに「庭ふじ」と云う花木を 6 月 19 日に 10～15 ㎝未満の花を植えまし

た。回りに綺麗に白とピンクの見事な花を付けており喜んでいた所、ひつこいひつこい台風

の雨風にも負けず木綿糸の様な軸に必死にゆれながら咲いているではないか感動しまし

た！！そして上の花びらから順々に散って行き、その細軸の先に米粒の 4 分の 1 位の小さい

蕾も必死に見事に咲いているではないか！！その様子はまるで私の化身の様に思いました。

その上説明書にはこの庭ふじは植え替えを好まないと書いているのを見て、真に私も 314 号

室はどんな条件であろうとも動かない私の身上と同じではないでしょうか。私も女性として

生れたのですから、最後まで美しく過ごし旅立ちたく思っております。 

もし改姓が出来るなら、私を「庭ふじ勝子」と変えたい位です。 

以上 つれづれなるままに 

 

私は、2018 年 11 月に入居し、あと 2 か月で 4 年になります。最後にこのせいりょう園の良

い所は初対面であろうとなかろうと、園長自ら必ず挨拶をして下さる事。この良い習慣は立

派と思います。又、先日男性の利用者に「せいりょう園の食事はどう？」と聞きますと即時に

「ここは美味い！！」と云う言葉が返って来ました。服用している薬が多く葉物、緑茶等の

青い食材は禁止されているので自分で調理しております。私は、料理をするのが好きなので、

狭いこの台所でも天ぷら、フライ、唐揚げ等週に一度位はしています。鯖寿司、鰻重、焼き肉

等色々レパートリーも多く毎日幸せに暮らしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

撮影者 藤田 勝子 

 

長身でとてもお洒落な藤田さん。お若い頃はキャリアウーマンとして活躍なさいました。 

今は、せいりょう園サ高住自愛の家さくらを生活の場として、花づくり・写真を趣味とし

て暮らしておられます。 

しだれて房の先のつぼみまで咲く“庭ふじ”を育てご自分の生き方と重ねて投稿して下さ

いました。 

私達支援者は、覚悟を持って自分らしさを追求される藤田さんに伴走していきたいと考え

ております。            介護相談室 武井 博子（介護支援専門員） 

 

題名：「花盛りの庭ふじ」 

 

題名：「小さくも咲き続ける庭ふじ」 



秋の運動会 

グループホーム管理者補佐 坂村 美由紀 

（介護支援専門員・介護福祉士） 

 

10 月 30 日と 31 日の日に「平屋」と「憩の家」で、運動会を催しました。各々、室

内での競技でしたが、久しぶりに皆様の笑い声が室内一杯に響いていました。（もちろん、

密にならないように感染対策を万全にしました。） 

全員の参加が久しぶりなので、競技が盛り上がるか心配しましたが、そんな心配は無用

でした！皆様、持てる力を最大に発揮しておられました(笑)ラジオ体操で体の準備体操を

行い、パン食い競争、輪投げゲーム、ボールリレー、人間みかん狩り等々盛りだくさんの

内容に、あっという間のひと時でした。 

 皆様の楽しい笑顔ショットをご紹介します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



せいりょう園グループホームの生活についての紹介 

グループホーム 松尾 繁 

（介護支援専門員） 

 

 せいりょう園グループホームの生活について紹介させていただきます。グループホームは

認知症の高齢者が専門職員の援助を受けつつ５人から９人で共同生活をする介護福祉施設と

なっています。入居者の皆様はご自身のプライベートスペースである居室を持っており、室

内で過ごすのもよし、ホールで過ごすのもよしといった環境となっております。 

 入居者の A さんは感染症対策実施の下、ホールで他の入居者と会話を楽しまれたり、一緒

にテレビを観て過ごされています。職員が洗濯物をたたんでいると「貸して」と言って洗濯物

たたみを手伝って下さいます。他の入居者さんも「私もたたむ」「こっちにもちょうだい」と、

洗濯物たたみ大会が始まります。食後には、使った食器やコップをご自身で洗ったり、職員と

一緒に散歩に出かけることもあります。A さんは居室で過ごす時間も大切にされていて、音楽

を聴いたり、塗り絵をしたり、お孫さんに手紙を書いたりして過ごされています。 

 看護師をされていた B さんは誰かのお世話をするのが好きな方です。「背中がかゆい」とい

う人が居れば背中を掻いてあげたり、何か困っている人が居れば「あの人何か困っているみ

たいやねんけど」と職員に相談に来られます。「私、困っている人を見過ごせないねん」とい

うのが B さんの口癖です。 

 夜になると不安が強くなる C さんは「寂しい」「助けてください」と居室から大声で呼ばれ

ることがあります。そんなときは背中をさすったり、幼い頃の話に耳を傾けると次第に落ち

着いて、よく休まれることがあります。 

 D さんは、ホールに出ることはあまりなく、多くの時間を居室のベッドで過ごされていま

す。食事や排泄も自身の力だけでは難しく、職員の介助が必要です。その姿は周囲の環境や他

者に身をゆだね、いずれ来る死を覚悟されているように感じます。グループホームでは介護

度が上がったり、死期が迫ると他の施設へ転居となるケースがありますが、せいりょう園グ

ループホームではほとんどの方がグループホーム内で最期を迎えられます。 

 入居者の皆様は、認知症を抱え、それぞれ異なる境涯にありながら同じ『空間・時間』を共

に過ごしています。これからも皆様の生活のそばでお年寄りの機微を感じたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 せいりょう園空き情報 11 月 15 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：8 室  

・グループホーム：1 室 ・グループホームまどか：１室   

・グループハウス岸本邸：1 室 ・ケアハウス：2 室 

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

【仏教講話のご案内】 12 月 6 日（月）１５：００～１６：００ 

～ 浄土真宗本願寺派 寿願寺 西寺阿楠住職 ～  

 ※会場は感染症対策を講じ、法人内事業所には中継を行います。 

 
サービス付き高齢者向け住宅入居者募集！ 

 
サービス付き高齢者向け住宅は、60 歳以上の高齢者の方が入居できる施設です。 

全ての居室が「トイレ・風呂・洗面台・収納・ミニキッチン」の付いたマンション 

タイプのお部屋になります。サービス付き高齢者住宅には一般の集合住宅とは違う 

「毎日の安否確認」と「いつでも生活相談ができる」というサービスがあり、身の 

回りのことは自分でできるという方にとってもそこに住むことでの「安心」があり 

ます。また、法人敷地内には、居宅支援事業所やホームヘルパーステーション、訪 

問看護ステーションが併設されており、要介護になっても介護保険サービスを使う 

ことで最期まで自分のお部屋で生活できます。 
 

［家賃］①リバティかこがわ：103,000 円（39 ㎡） 

 

 

 

 

 

 

 

②自愛の家さくら：54,000 円（19.1 ㎡）・61,000 円（20.3 ㎡） 

64,000 円（24.7 ㎡）・65,000 円（25.2 ㎡）・67,000 円（25.8 ㎡） 

 

 

 

 

 

 

 

 

［共益費］10,000 円 ［サービス費］20,000 円 ［食費］1 日 1,920 円（税込） 

  ［問合先］せいりょう園介護相談室 ℡（079）424-3433 

 

  

 


