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平成 25（2013）年 3月 30日（土）14:00〜16:20 

於：岡山国際交流センター（国際会議場） 

 

高齢者介護施設の看取りケア 

 

芦花ホームでの高齢者の看取りケアにおける取り組みについて 

──一喜一憂の日々── 

 

講師： 

日高 聡 氏 Hidaka, Sou 

社会福祉法人世田谷区社会福祉事業団 

特別養護老人ホーム芦花ホーム サービス係長 

社会福祉士・ケアマネージャー 

〈講師サポート：宮澤貴之氏（同ホーム 機能訓練指導員・理学療法士）〉 

 

≪主催≫ かとう内科並木通り診療所 在宅医療連携支援チーム「結」 

≪共催≫ 緩和医療研究会 

＊在宅医療助成勇美記念財団の助成による開催＊ 

 

 

進行： 長谷井由紀子・森由紀子（かとう内科並木通り診療所） 

 

 

進行 ただいまより、「高齢者介護施設の看取りケア」の講演会を開催します。本日はみなさま、お忙しいなか本講演

会にご参加いただき、ありがとうございます。当院では在宅医療連携支援チーム「結」が中心となって、講演会や学習

会の開催などを計画・推進しており、本会はその活動の一環でございます。 

本日のプログラムは初めに、東京世田谷区の特別養護老人ホーム芦花ホーム、サービス係長、日高聡様にご講演いた

だき、講演のあとに、意見交換会の時間を設けております。ご質問などはそのときに受け付けますので、ご了承くださ

い。 

それでは日高様のご講演のまえに、当院院長・加藤恒夫より開会のご挨拶を一言申し上げさせていただきます。 

 

《開会のご挨拶》 

加藤恒夫（かとう内科並木通り診療所院長） 

みなさま、こんにちは。本日は、お忙しいなかを、そしてとても良い天気でサクラも満開のなかを、この講演会にお
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越しいただきましてありがとうございます。 

私たち、かとう内科並木通り診療所は、がんの緩和ケア、終末期ケアを平成元年からスタートさせました。そして、

岡山の緩和医療研究会は、全国に先駆けて平成３年に、その組織を結成し、以来今日まで活動を続けております。 

さて、みなさまご存知のように、現在の日本の高齢化率は世界一であります。私たちが日々診療しておりましても、

周りにおられる多くの高齢者の方々のうち、多くが体の弱った高齢者で、しかも帰る家がない、そういう方が非常に増

えつつあります。 

がんの患者様に限ってみましても、いまやがんは高齢者の疾患といえるようになっています。いろいろな治療法が進

み、がんから一命は取り留めたものの行き先がない、という方々がたくさんいらっしゃいます。病院では面倒をみてく

れません、自宅でもみる人がいません。 

これから、我われは看取りの場所をどのように探すのか、ということが大問題になっています。生あるものは必ず死

にます。いつかは死ぬわけですから、どこで私たちは息をひきとるのか……私も頭がこのように白くなってきてから、

それが他人事ではなく自分のこととして実感しております。そのような意味で、これからは医療の時代というよりも、

介護の時代というほうがいいかもしれない、と私は思っています。 

本日は遠く東京から、こうした問題にずいぶんと以前から先進的に取り組んでおられる芦花ホームの日高様と宮澤様

のお二人をお招きして、お話をうかがうことにしております。 

施設の規模・構成、そして運営の仕方など、みなさま方の働いておられるところとは異なっているかもしれませんが、

お話のなかから何かヒントを得られるのではないでしょうか。そのようなヒントが得られたなら、ご自分の場で実践に

移していただくことができれば、と祈っております。しっかりと学んでくださいますよう願っております。ありがとう

ございました。〔拍手〕 

 

進行 さっそくプログラムを進めさせていただきます。「高齢者介護施設の看取りケア」をテーマに、特別養護老人ホ

ーム芦花ホーム、サービス係長、日高聡様より、「芦花ホームでの高齢者の看取りケアにおける取り組みについて——一喜

一憂の日々——」と題してご講演いただきます。 

日高様のプロフィールを紹介させていただきます。 

現在、医療施策では在宅ケアへの移行が謳われながら、実際には、高齢者介護施設への入居者の多くの方は、終末期

になると医療機関への入院を余儀なくされるケースが多いのが現状です。そのようななか、特別養護老人ホーム芦花ホ

ームでは、施設における看取りケアに早くから取り組み、実践されています。 

日高様は社会福祉士・ケアマネージャーの資格を有し、芦花ホームに長年勤務され、介護職員、相談員を経て、現在

はサービス係長をしておられます。施設での看取りを行なうためにさまざまな取り組みをされてこられました。その取

り組みについてご講演いただきたいと存じます。 

なお、日高様のご講演をサポートしてくださいますのは、芦花ホームの機能訓練指導員・理学療法士の宮澤貴之様で

す。 

それでは日高様・宮澤様、よろしくお願いいたします。 
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〈日高スライド１〉 ご紹介をありがとうございました。みなさま、こ

んにちは、東京の世田谷区の特別養護老人ホーム芦花ホームから参りまし

た日高と申します。 

私は岡山へは高校生のとき以来ですので、20 年ぶりです。今日は午前

中、司会をお務めの森さんから後楽園にご案内いただきまして、ほんとう

にサクラがきれいでした。東京のサクラは今年はいつもより１週間以上早

く、もう散ってしまった感じですが、後楽園のサクラはまだこれからという感じの見頃で、天気もよく、一緒に来まし

た宮澤と森さんともども、このままお花見していたいなと思った次第です（笑）。そして、お土産店できびだんごを試食

させていただいて桃太郎のように力を得て、この会場にやってまいりまして、講演をがんばらせていただくつもりです。 

加藤院長先生が先ほどおっしゃったように、そんなお日柄のよいなかを、この講演のためにみなさまにご参加いただ

き、ありがとうございます。お仕事から離れた大切なお休みの日の方には、サクラを見てリフレッシュすべき貴重なと

きだと思いますが、そんなお時間を割いてくださり、感謝申し上げます。私たち芦花ホームの取り組みについて、一生

懸命お話しさせていただきます。 

それでは、本題に入らせていただきます。〔以下スライド番号のみ記す〕 

 

●１●「治療」なのか「延命」なのか 

 

〈２〉 私どもの芦花ホームといえば、『「平穏死」のすすめ』（講談社

文庫）、『「平穏死」という選択』（幻冬舎ルネッサンス新書）などの著作で

知られる医師・石飛幸三先生が常駐されているホームだとご存知の方は、

多いと思います。みなさまのなかにもすでに、石飛先生の講演を聴かれた

方も多いと思いますが、いかがでしょうか、聴かれたことのある方、ちょ

っと手をあげてみてくださいませんか……また、本を読まれた方……けっ

こういらっしゃいますね、ありがとうございます。 

石飛先生の講演では、芦花ホームでの出来事に触れるだけでなく、私たち一人ひとりがどのような最期を迎えたいか、

また、大切な家族をどのように看取りたいかの問い直しが、提起されています。社会的な反響も大きかったのですが、

同時に、他の施設が施設での看取りを模索しているなかにあって、芦花ホームでの取り組みに関心を寄せていただくき

っかけにもなりました。 

実際に、全国に広く知られるようになったことにより、個人・法人の見学来所がほんとうに多くなりました。ほとん

どの方は、館内の見学やマニュアル、関連書式をもとに、芦花ホームでの看取りを知ろうとする傾向がありますが、私

どももじっくりと時間をとっての対忚ができないのが現状で、伝えることの難しさを感じています。マニュアルや関連

書式はあくまでも形式です。 

私たちの日々の取り組みを知っていただくため、芦花ホームの看取りが、施設全体の体制と仕組みや、専門職種間の

情報共有、そして家族との関係づくりによって支えられていることを、今日は一番にお伝えしたいと思います。 
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石飛先生は講演を通じて全国に発信していますが、芦花ホームの職員が地元以外の地域で話すのは、今回が初めての

ケースとなります。私自身のこれまでの経験や体験と、ホームが看取りに取り組み始めての丸６年の歩みを、今日の私

の話から尐しでもご理解いただければ幸いです。 

なお、前半は私の話で、後半はホームの写真やビデオです。 

 

〈３〉 人は、自分のことや自分の親の最期のことなどは、イメージで

きないものです。このことに関連して、私の個人的経験を最初に、ちょっ

と長くなるかもしれませんが、お話しさせていただきます。 

私の父は、私が生まれてからすぐの 30 歳でパーキンソン病を患い、体が

自由に動かなくなり、処方されている薬を１回量よりだいぶ多く服用して、

何とか片道２時間以上をかけて通勤をし、働いてくれていました。 

薬が効きすぎて不随運動が多くなり、通勤電車のなかで痴漢と間違われた辛いこともあった、と聞いたこともありま

す。無茶な薬の飲み方もあってか、薬の効きがだんだんわるくなってくるので、入院をくりかえしては薬をいったん体

からぬくということを、定期的にしていたのですが、体からぬいてもじょじょに薬が効かなくなり、体も動かず歩行も

できず、いわば棒のような状態の体となって、仕事を辞めざるを得なくなり、在宅療養となったのです。 

薬は飲み続けていましたが、幻覚もでて、動かないはずの体が動き、介護していた母の首を絞めたこともありました。

信じられないと思われるでしょうが、病院から抜け出し、パジャマ姿のまま JR の電車に乗って自宅に帰ってきたことも

ありました。この頃の父は何かにつねに追われているようでした。 

長年お世話になっていた大学病院の紹介で、郊外にある病院へ転院したのですが、食事も全介助となっていて、咳き

込みやむせ込み、吸引することも多くなっていたある日、「いまの飲み込みの状態では危険だから」と、鼻から管を入れ

ての栄養摂取に変わりました。 

父が 53 歳のときです。いま思えば突然でしたが、説明をうけたはずの母からもとくに話はなかったので、医師の指示

なら仕方がないな、と当然のように思っていました。それからは病院に行っても、食事の介助もないし、あまり起こせ

ないかなと、ベッドから車イスにも移さなくなったので、父への面会の頻度は減りました。 

それから２年が経過し、今度は呼吸状態がわるくなって、気管切開を、ということになり、医師からは「手術中に呼

吸がとまって亡くなることもあり得る」と言われました。経管栄養の次に喉に孔を開けるということは想像していなか

ったのですが、説明をうけたあと、「父さん、死んじゃったらたいへんだから」と、迷わず家族一致でお願いしました。

たしか、そのとき家族のだれも、「この処置をしたら、あとどれくらい生きることができるのか」とは尋ねなかったと思

います。こうして、鼻の管につづき、人工呼吸器という２つ目の管が、父についたのです。 

私はちょうど芦花ホームで働き始めたころと重なり、ホームで経管栄養の姿の入所者を見かけると、「ここって、なん

だか病院みたいだな」といつも違和感を覚えていたのに、自分の父のことにはそんな違和感を感じませんでした。管が

つくことは、我われ家族が主体となって決めたことではないので、たぶん、受け入れていなかったからだと思います。 

同僚に父のことを話したとき、「そんな状態でまで生きててほしいって、どういうことなの？」と質問され、答えに困

ったことがありました。母に尋ねてみました。すると母は、「父の存在がなくなってしまうことに、耐えられない」と一

言だけ返ってきました。自分の想いとは尐し異なっていましたが、そのときは母の考えを尊重すべきと、その後はあま
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り考えないようになっていきました。 

病院が近くではなかったことや、仕事もあり、頻繁に見舞うわけにはいかなくなっていきました。ホームで利用者さ

んにやさしく接することが、きっと病院に届き、職員の方が父にやさしく接してくれるだろう、と自分に言い聞かせな

がら働いていました。 

そんな父も、経管栄養と人工呼吸器となってから、いつの間にか 16 年が経過していました。ある日の鼻の管の入れ替

えで、出血と通過障害があることがわかり、内視鏡で調べたところ、胃と十二指腸のあいだに腫瘍がみつかりました。

すでにあちこちに転移しており、余命半年だったのです。 

鼻の管を抜いて、IVH（中心静脈栄養）での管理となったとき、16 年ぶりに何もついていない、すっきりしたもとの

父親の顔に戻りました。余命半年のなかではもうコミュニケーションは難しい状態でしたけれど……。 

痛みが出始め、苦痛で顔がゆがんで、必至に耐えていることが見て取れました。痛み止めがだされ、徐々にレベルが

下がっていくなかで、こんどは先生から輸血の指示がでて、母親からは「尐しでも楽になるなら」と輸血することにし

たと連絡がありました。輸血を開始し、父の顔は苦痛から柔和になり、いつ見舞いに行っても、今度は寝ているばかり

の状態となりました。 

反対に、徐々に手足はむくみ始め、しまいには見るのも辛いくらいにパンパンになったのです。さらに先生から輸血

の量を増やすとの話がでました。さすがに、父の状況から母も悩み、私たち子どもへも相談してきたのです。私たちの

意見は中止で一致していました。それはもう、明らかに体が受け付けていないことがわかっていたからです。 

 

〈４-１〉 当時の私と家族のメールでのやりとりを、そのまま紹介します。 

７月 21 日、母より、「先生が来られて、『明日あたりから、またアルブ

ミンと輸血を考えている。』との事。／私が『こんな状態で入れても効果

はありますか？』と伺ったら、『尐しは楽になるはずです。』との事。」 

 

 

 

 

 

〈４-２〉 ４日後の７月 25 日、弟より、「父さん、昨日より、一段と

浮腫みが酷く、顔もパンパンです。／もうこれ以上可哀想だと母さんとも

話しました。昇圧剤や酸素をどう考えていくか、辛いと思います。母さん

も一晩見ていて強く感じたようです。／兄貴や聡はどう思いますか？ 皆

の考えが同じなら、先生に再度話してみようかと思っています。」 
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〈４-３〉 その夜、輸血の点滴を中止。浮腫みがスーッと引き、呼吸

も楽そうになりました。 

 

 

 

 

〈４-４〉７月 26 日、日曜日の夜、母より、「結局浮腫みの起きる点滴

をやめるという処方の判断がとても良かったなと思いました。／みんなは

私には言いづらかったようですが、そんなわけで、苦しみがとにかく無い

ことを一番に、という家族の気持ちがお父さんを楽にしてあげてるので良

かったですね。／今日はおつかれさまでした。／お父さんと一杯、昔のこ

と、貴方達のこと、話しました。ところどころで、小さく頷いてもくれま

したよ。嬉しかったです。おやすみなさい。」 

そして次の日の７月 27日、昼の 12時 29分、父は息をひきとりました。浮腫みがだいぶ無くなっていたので、すっき

りした顔でした。 

 

〈５〉 医師は、やれるだけのことはやってくれたと思います。でも今

ふりかえると、53 歳で味わうことを失い、55 歳で声を失い、16 年間をベ

ッド上で、病院の天井を見ながら生きたということを、父は望んだのだろ

うか？  

その最後が、がんの発病、輸血等の処置による管だらけの体。 

母は、父そのものの「存在が無くなることが耐えられない……」と、経

管栄養、気管切開を受け入れ、毎日の病院通いが生き甲斐でした。 

私たちは、「父の気持ち」にも、「母の気持ち」にもなれないです。 

時間は十分にあったはず。でも、すべてが初めての経験でした。知識がない、何が正しいことなのか、迷い、何が父

のためなのか、母のためだったのか。 

身体がもう受け付けないということに気がついたのみで、輸血が、今それは必要な治療なのか、それとも今、輸血し

ておけば、長く生きられるのか、が分かりませんでした。 

 

〈６〉 芦花ホームの石飛先生がよく喩えで使われていることばがあり

ます。 

「飛行機はいつか着陸する。必ず着陸する。その時、燃料は積まない方

が軟着陸できる。」 

ホームの利用者さんにはピンときていました。このことが父にも当ては

まると分かっていれば、節目節目で家族が主体的にものごとを判断できた
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のではないかと、今は後悔しています。 

軟着陸の術を知っていても、一度目はみな、初めて向き合います。覚悟はなかなかできないですけれど、いろいろな

選択肢は考えられるでしょう。 

父の 16 年間に意味はあったと思います。でも、父の気持ちは今もわからないです。医師も十分に説明はしてくれまし

た、でも、もう尐し違った立場で家族の見方になってくれる人が、病院にいて欲しかったです。 

直前に全身のむくみを取ってあげることしかできませんでした。父の死は、安楽死とも、平穏死とも、違う。何死だ

ったのだろう？ 

だから、ホームでは家族に絶対に主体的になっていただきたいと思っています。そのためには、一方的に日常のケア

をするだけでなく、家族を巻き込むこと。ホームは、病院のように何かを治して出て行く場ではないのです。だまって

いれば、あっという間に時間だけがたってしまいます。これが、私が経験してきたことです。 

家族の味方、そんな存在をホームにも求めたいものですが、ホームはホームでなかなかそんな状況ではなかったこと

も、これからお話しします。 

 

●２●当時の介護（家族と向き合うことは夢のまた夢） 

 

〈７〉 父のことがいろいろとあるなかで、私は平成７年、東京都世田

谷区の社会福祉事業団に就職し、配属されたのが、世田谷区で初めての区

立老人ホーム、芦花ホームのオープニングスタッフでした。新卒や未経験

者の集まりで、施設経験者はフロアに１〜２名程度しかおらず、素人集団

でした。いま思えば不安になりますが、当時はそれすら感じなかった状況

でした。 

介護の係長もおらず、たしか看護係長が兼務していました。「認知症ケ

アって何？」という感じで、とにかく見守りができない、通常業務に手が回らない、といった状況に陥ると、居室に入

ってもらって、扉を閉めたり、車いすやベッド上でのベルト使用といった、問題となる行動に対して、先回りしての回

避や身体拘束があたりまえのように行なわれていました。 

 

〈８〉 なかには、薬をおかゆに全部まぜて、ピンク色になったごはん

を介助していたものもいました。食事全量摂取至上主義や水分の一日最低

1500cc 摂取が、変な意味でのノルマという雰囲気もあり、ゆっくり味わ

っていただくということには気持ちがまわっていませんでした。 

また、職員同士の評価の基準が、いかに業務を早くまわすことができる

かとなっており、おむつ交換を何人終わらせたとか、離床を何人させた、

水分介助を何人まわったなどで、本来なら交代勤務で一日トータルで動け

ばいいところを、次の勤務者から「あいつのときは全然まわらないんだよ」「こんなに業務を残していた」ということを

言われたくないといった、暗黙の空気があったので、みな業務の前倒しやスピード第一となり、途中で居室で入居者と
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おしゃべりをしたり散歩にでも出かけようものなら、怒られかねない状況でした……会場のみなさんにも心当たりがあ

るのではないでしょうか。 

その結果、利用者のからだの「部位」を見て「その人」を見ていないことに、だれも疑問に思わないようになってい

たのです。まさに業務のみで、利用者さんとのコミュニケーションも成り立っていなかったのです。 

利用者を見ることができていない。当然、家族には意識が向かず、居室の環境、衣類の汚れ、連絡事項の漏れを家族

から指摘され、当然のことなのに「（家族が）あまり来なければいいのに……」といった空気もありました。 

混乱のなか、相談員が退職し、待機者との面接が間に合わず、区との約束で期限までに満床にしないといけないとい

うことがあったため、面接ナシ、事前情報ナシで、一つのフロアが追加オープンしました。 

私が入浴介助中に、「この方も、ついでにお願い！」と頼まれたら、それは新しい入所者だったという笑えないことも

ありました。 

この状況で事故がおき、訴訟となったこともあります。起こるべきして

起きたことです。 

 

〈９〉 目標にできる職員もいましたが、私にはすでに介護の楽しさは

なく、腰痛や夜勤が辛くなったときに、たまたま回覧されていた法人の

「相談員募集」が目に留まり、受けてみることにしました。これが相談員

への第一歩でした。とにかく、介護は辞めたかったのです。 

 

●３●相談員として（常勤医のいないホームでの日々） 

 

〈10〉 介護職員から生活相談員に職種が変わり、同じ法人で区立で２

番目に開設された上北沢ホームで勤務することになりました。規模は、芦

花ホームと同じ 100床です。 

相談員としての仕事にイメージがあったわけではなかったので、家族と

のやりとりが増えたり、行政との関わりが増えたりなどして、介護職員の

ときとは視点が 180度変わりました。 

また、上北沢ホームは芦花ホームと違って、看護師の夜勤配置はありま

したが常駐の医師はいませんでした。 

〈11〉 平成 11 年オープンで、ちょうど介護保険がスタート直前の過

渡期であり、たしかキーワードがこの頃は「在宅復帰と自立支援」、もう

一つが「特養は通過施設」でした。後者は今はまったく聞かなくなりまし

たね。 

開設５年目には、世田谷区が待機者のポイント制を導入し、希望者をポ

イント順に入所できるようにした結果、入所者は重度だらけという施設に

なりました。 
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開設７年目の平成 17 年には、入所前の待機場所が、在宅が病院を逆転しました。相談員である私が面接に訪れると、

まあ、大きな家ばかりで、こんな豪邸なら有料ホームや 24 時間ヘルパー頼みだろう、と面接に行くたびに思っていまし

た。 

このように、いつ落ち着くのだろうと思うくらい、ホームの状況も変わりつづけていたのです。 

 

〈12〉 区立特養ということで、現場では、民間が受け入れない医療依

存度の高い方を受け入れる反面、介護度の高い方や状態が安定していない

方も多かったので、常駐の医師がいない、看護師はいても設備がないとい

ったことから、慢性疾患の進行や加齢に伴う老衰に対して、いつくるか分

からない急変に怯え、ほんとうに必要とされる時期よりもかなり早めに、

「心配だから」「何かあっては大変だから」「家族から責められたくないか

ら」といった病院への受診や救急搬送がくりかえし行なわれ、一人退院し

てきたから一人病院に送ろうと、夕方ぎりぎりでの受診決定。夜間なにかあっては大変だからが、夜勤が大変になるか

らと本末転倒の話に変わり、相談員の私でも理由不明の受診・入院が増加。私が知るのは、「入院、決まったから、あと

は家族とよろしくね」の電話連絡のみという状況でした。 

その結果、入院者が恒常的に入所者の１〜２割もでて、ホームに在籍はあっても、入院期間は介護報酬が得られない

という状態、待機者は数百人待ちであったというのに。 

そんな、「あとは家族とよろしくね！」の看護師さん、といったら怒られるかもしれませんが、通常 100 人定員の特養

ホームであれば看護師の配置は、基準でいえば３人です。 

私どもの事業団のホームでは看護師の夜勤を配置しているため、当初は夢のような 18 人体制でスタートしていました。

介護職員の安心にはもちろんつながっていたと思いますが、施設看護師の役割はまだ何も確立されていなかったのです。 

私が見ているだけでも、約 20 名受け入れている胃ろうと経鼻栄養の方の準備と片付け、体調不良者や早めの対忚によ

り続出する病院への受診や入院の付き添い、医師がいないため家族への状態説明やリスクの説明などに、看護師はつね

に追われていて余裕がなく、病院とは役割が異なったり、設備がないホームに勤めることに、どこにやりがいや専門性

を見出していたのだろうかと、疑問に思っていました。 

正直、こんなことを言ったら怒られるかもしれないのですが、看護師も人数が多くなると、ややこしいことが多くな

るな、とも感じていました。 

 

〈13〉 さて、相談員としての私が、家族との間で心掛けたことですが、

これまでの話のように、家族と向き合うというところまでは、あらゆる面

で余裕がなかったので、独り職種でもある私は、自分の身を守る必要もあ

ることから、対家族ではとくに次の３つの事に気を遣いました。 

１つ目は、ホームでできないことを明確に伝えることです。病院ではな

いこと、ホームで行なえる範囲、家族で行なう範囲。例えばみなさんもよ

くご存知の、点滴や IVH などの医療処置はできないこと、家族で希望の受
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診のコーディネートはご家族、などなどです。こういったことは最初の声掛けや面接、入所当日はみなさん、「よく承知

しました」「わかってます、わかってます」と必ず言われます。やっと来たホーム入所のチャンスに舞い上がられていた

りして、でも後になって、「そんなこと聞いてない！」「点滴もできないなら最初に言ってください！」と……ちゃんと

言っていたのですが。 

２つ目は、入院後の小まめなフォローです。入院後、悪い言い方をすればしばらく放っておくといきなり、「もうホー

ムに戻るのは無理と言われました」とか、「病院も期限があり、次を探してくださいって言われました、どうしよう」と

なります。先ほどの独り職種の身を守るではありませんが、頻繁に情報収集しないとすぐにクレームとなるため、私は

病院に行くことがほんとうに多くなりました。入院中のムンテラ〔患者・家族への説明〕は、やはり病院のつごうでほ

とんどが勤務時間外の５時半から約束で、しかも急患の対忚でさらに待たされることもあり、ホームに戻ると８時過ぎ。

そこから記録しようとするとすでに事務室は真っ暗で誰もいない。これには空しさを感じていました。 

３つ目です、ホームに戻れない場合の転院先探しの協力。病院などからホームにやっと入所し、予防的な受診結果の

入院、そして病院での長期入院による退所、といった病院から病院への通過施設にホームがなってしまっていて、介護

保険で言っていた「施設から在宅への特養は通過施設」が、違う通過施設になってしまっていたのです。この実態が、

入所申し込みする時点での家族にはあまり知られておらず、入所すればホームが終の棲家として最期まで見てもらえる

と信じていたのが、入所後の突然の入院により、ホームに戻れなくなったことにより、家族にとっては裏切られた結果

になってしまっていたのです。入所前の病院の費用は安かったとしても、ホームを経由して入院した協力病院の費用が

高く、かえって経済的に厳しくなる方もいらしたのです。この頃は割り切って家族に、「ホームは最期の場ではないんで

す」と言っていた時期もあったほどです。相談員の専門性は、看護と介護はまた違う面で発揮されるべきと思っていま

したが、実際にスキルもなかったので、とにかく私自身も予防的に、いろいろなことの先回りばかりしていたと思いま

す。 

この頃に退所することになった家族の言葉は、「ホームで幸せでした」ではなくて、「わからない手続きや、最後まで

相談にのっていただいて、感謝します」と事務的な面へのお礼がほとんどで、利用中のことを言ってくださる方は尐な

かったのです。 

 

〈14〉 職員のモチベーションについては、ほんとうに毎日が受診、入

院ばかりであったので、入院して利用者が一人でも尐なくなると、「助か

る」「最後はどうせ、病院でしょ」といった声が多く聞こえたため、仕事

としての虚しさをすごく感じていました。 

現場は、利用者の「急変」に怯え、相談員は「長期入院」や、「家族の

予期していなかった入院をきっかけとする末の退所」に怯え、それぞれの

職員がモチベーションを保つことが難しく、離職するものが増え、継続し

て働いている職員も、目の前の業務を繰り返すことと、退職に伴う補充で中途採用された職員への教育に明け暮れる毎

日となっていました。 

ケアプランは作ってはいたのですが、在宅復帰や自立支援はどこかに行ってしまって、下手をすると入所から何年も

たっているのに、その方のニーズが「ホームに慣れること」とか「本人の好きなことや興味のあることを探ること」と
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いった的外れのプランもあって、入所時から「その人の生活を支える」といった視点は、どこにもなかったのです。 

 

●４●相談員として（芦花ホームへ異動） 

 

〈15〉 私自身に大きな転機が訪れました。平成 19 年４月異動により、

介護職員時代に働いていた芦花ホームに、相談員として 10 年ぶりに復帰と

なったのです。 

以前とはかなり変わった環境に、介護職員として働いていたときの芦花

ホームではわからなかった気づきが、いくつかありました——常勤の医師が

いるということ、ホームが最期の場となること、そして、経管栄養の利用

者のこと、です。 

 

〈16〉 異動して最初の日の朝の医務室で、石飛先生からはただひとこ

と、「これから主治医の意見書のことや何やら、よろしくな」と、にこにこ

した顔で声をかけてくれました。100 名の利用者の病名、特徴、おさえる

べきポイントが細かく書かれた利用者のリストを、渡してくれました。 

どういう関わりになるのかはまったく分からなかったのですが、薬の処

方のみを週１回、下手をすると１時間もホームに滞在しない配置医を見慣

れていたので、医務室に先生が朝からいるだけで、なんだか安心感があり

ました。 

 

〈17〉 ホームが最期の場となること……これまでは、呼吸停止状態と

思われる場合でも、救急隊が搬送してくれれば病院で死亡確認し、搬送し

てくれなければ検死、という対忚でした。 

週１回の配置医が死亡診断書を書いてくれたことがあったのは、数年間

でたった２回でした。ホームで利用者が亡くなられること、それだけは避

けたい、という雰囲気でいっぱいで、私自身もその際のどたばたと、家族

と会うまでの時間がトラウマとなっている部分もありました。自然に最期

を迎えたというより、事故に近い感覚をもっていました。 

芦花ホームに異動して３週間後、協力病院に肺炎で入院されていた 101 歳のＩさんが退院されてくることになりまし

た。点滴治療を止め、十分な食事摂取ができない状態でしたが、なんとか退院 OK となったのです。年齢的なことと状態

がよくなかったので、正直いって退院は不安でしたが、石飛先生が家族ともよく話をしてくれていて、「何かあったら、

俺が責任をとるから慌てるな」と諭してくれたのです。 

そうして退院日を迎え、そこで初めて、近いうちにお亡くなりになることを前提に、事前に家族に、葬儀屋さんの手

配、また旅立ちの衣装として着せたい衣服のことなどの話し合いを、行なったのです。 
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〈18〉 退院から数日後にＩさんは息をひきとられました。家族は泣き

ながらも、「ありがとうございます。ホームで最期を迎えられて、よかっ

た。」と、ホームに駆けつけた直後に私たちに感謝してくれました。 

これまでの、「呼吸が止まった。どうしよう、どうしよう……」ではな

く、「誰もがごく自然に、迎えること」として、共に立ち会えたという新

たな気持ちになったのです。時間はゆっくりと流れていました。 

「医師がいる安心感」は、急変に備える安心感ではなく、人生の最期を

迎える本人も家族も、そして職員も、誰もが安心して看取るためのものだと、このとき実感したのです。 

 

〈19〉 課題もありました、経管栄養の利用者のことです。Ｉさんのケ

ースのように、ホームでの最期を支援する看取り介護が始まると同時に、

ホームで生活を安全に過ごしていただくための管理上の問題により、経管

栄養利用者の受け入れの上限枠があったのです。そのために、Ｉさんのよ

うなケースがもし経管栄養だったら、病院からは受け入れられないという

矛盾が生じました。 

当時の医務室の体制もあり、看護師の配置が整うまでの約１年間はこの

状態が続き、残念なお別れもありました。入所したときは胃ろうではなく、病院に入院されてから胃ろうを造設されて、

戻れなくなった方には、入院中に亡くなられてしまった方と同じで、私たちの気持ちのなかではいつまでもお別れがで

きなくて、まだどこかで生きていらっしゃるのではないかと、ずっと思ってしまっています。 

石飛先生も、「へんな取り決めだが、実際に看護が大変なことも避けなければいけないからな」と、この問題にはいつ

も渋い表情でした。 

 

〈20〉 ホームは、看取り介護に徐々に取り組める状況になりつつあっ

たのですが、当時は医務室の人間関係で看護師が次々と退職し、定数 10

名のところ正規職員は３名で、あとはすべて日替わりの派遣職員に頼って

いました。医務室の次のシフトが直前まで固まらなかったりと、まさに綱

渡り状態で、そのことにより、必要最低限の業務のみ、正規職員と派遣職

員の関係悪化、薬の間違いやその他のミスが頻繁におこる、といった状態

で、この医務室の状況では、介護や他職種との連携は、望めなかったので

す。 

まだまだ課題が山積しており、看取り介護はタイミングが合えば行なう程度でした。現在の看護主任が芦花ホームに

くるまでは、組織的にはできていなかったのです。看取りを行なおうにも段取りもなく、行き当たりばったりの対忚ば

かりで、何か起きた場合の連絡手段すら定まっておらず、一つひとつのケースで職員は消耗していきました。 

そうした状況を変えるべく、次に記すような体制づくりを尐しずつ進めていきました。 
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●５●「看取り介護」の体制づくり 

 

〈21〉 まず家族との関係について起きていた問題です。私たちが、世

田谷区の外郭団体法人ということもあり、施設長が１〜２年ごとに替わる

体制で、しかもちょうど係長が病欠で不在ということもあり、トップ不在

という状態が続いていました。また、介護職員の欠員も続いており、この

ことにより、事故の処理や苦情への対忚が後手にまわっていたのです。 

責任の所在が曖昧であったこと、現場が家族と向き合っていない状態が

続いていたので、年に数回の家族懇談会も荒れることばかり。完全に、職

員と家族との距離が離れていてしまっていました。 

 

〈22〉 そのような状況だったので、まず家族との関わり方を変えるの

を目的に、いくつかの場の設定を行ないました。一つ目は「触れ合う」こ

とです。定期的な「家族面談」を実施するようにしました。毎月第２第４

の金曜日に、職員のシフトの関係もあったので、初めからそう設定しまし

た。計算すると年間 50 ケースぐらいはでき、面談にはほぼ全ての職種が

参加するため、職員と家族が顔の見える関係になりました。 

苦情などのトラブルの対忚時や体調不良時の緊急性ある面談では、目的

が固定されているので、用件のみとなってしまうことが多く、本音で話せることが尐なく、「ケアプランの見直しで何か

ありますか」と尋ねても、だいたい本音が出ない家族がほとんどです。 

その目的や用件を固定していないときの、いわゆるフリートークが、共に理解し合い、信頼関係が構築できる大切な

機会となりました。なかには、ほとんど家族側の話で終わった面談もありました。 

 

〈23〉 ２つ目は、「確認する」ことで、意思確認書の作成と確認をす

るようにしました。これまでは急変時の意思確認のみであったものを、石

飛先生が作成した新たなフォームの意思確認書に変更し、「口から食べら

れなくなった場合は？」と「最期を迎える場所として」という項目につい

て、入所時にきちんと説明し確認をするようにしました。直近のことのみ

ではなく、将来的なことについての家族の反忚も確認できます。その場で

は書けないという方もたくさんおられますが、反忚は把握できます。 

もちろん、一度とりかわしを行なっても、途中の状況で書き換えていただくということも、随時行なっています。 

 

〈24〉 ３つ目は、「共に学ぶ」ということです。ホームでの全体行事、例えば納涼祭、敬老会などでは、ご家族が一

日にいちばんたくさんいらっしゃるので、敬老の日の家族会で、「口から食べられなくなったらどうしますか？」という
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タイトルの、ご家族との勉強会を開催しています。 

石飛先生による説明、胃ろうを選択したケース、しなかったケースのご

家族の体験談、そして職員の経験談と、いずれ誰もが避けては通れない問

題について、前もって考えておきましょう、と本音で語り合いました。定

員 100 名のうち年間に約４分の１が入れ替わることから、今後も毎年続け

ていく必要性を感じています。 

 

〈25〉 また日常的には、関わりを変えるということでお伝えした場の

設定だけではなく、「情報共有」にも力をいれました。体調の変化、ケガ、

事務連絡など、こまめな電話連絡を欠かさず、短い時間の電話でも情報を

伝え、逆に、用件以外の会話からは、家族のパーソナリティをつかむきっ

かけにもしました。 

それまでは、「面会時報告でいいよ」としていたため、時間がたつと結

果的に、半分以上の報告が忘れ去られていたのです。 

またホームでは、『花だより』という広報誌を３カ月おきに発行しているのですが、それに、居室担当の介護職員、管

理栄養士、理学療法士から利用者ごとに個別のコメントを添えて家族に送りました。 

こうして、あまりホームに来られない家族へも情報を発信して、情報共有の機会を増やしたのです。 

 

〈26〉 また、せっかくの面会時のチャンスを逃さないようにしました。

家族がホームに到着したらすぐに、エントランスから積極的に話しかける

ようにし、会話の内容によっては、フロアの介護職員や医務室・専門職へ

と連絡し、ご家族へは「詳細はのちほどお話ししますので」とつないで、

介護・看護・専門職との接点を多くつくるように努力しました。 

当初は専門職から、「自分たちが家族に直接話してしまって、いいの？」

と、とまどいと遠慮もありましたが、次第に円滑にコミュニケーションが

図れるようになっていったのです。 

 

〈27〉 こうして、「気づいたら徐々にやろう」ではなく、「かなり意識

的に！」定期的な面談、随時の電話連絡、面会時の積極的なコミュニケー

ション、必要な勉強会など、関わりの機会を増やしていきました。情報の

共有を増やしていったことにより、顔がお互いに見える関係に変わり、距

離も縮まっていきました。距離が縮まることにより、特養の役割や実状の

理解が深まり、「人手がなくて大変だね、上の人に言ってやるよ！」と声

をかけてくださる方や、なかには経営のことまで気にかけてくれるご家族

もいらっしゃったのです。 
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こうなれば、いつでも本音で話ができる関係といえます。今度は職員が変わる番でした。 

 

〈28〉 まず、一日のスタートを変えることからです。朝の８時 35 分

からのホーム全体の朝礼が終わったあと、介護職員は各フロアで申し送り

をしています。同時刻に、医務室では夜勤の看護師から日勤の看護師に申

し送りをする場があります。当初は医師、看護師、相談員が出席していた

のですが、歯科衛生士、理学療法士、介護主任、栄養士も出席するように

なり、徐々に出席職種が増えたのです。 

 

〈29〉 朝の医務室で多職種が顔を合わせてその場で情報を共有するこ

とになり、連絡や相談が交わされ、ある利用者さんが迎える場面に対して

各専門職がどう連携するかを確認し、それに対して石飛先生からアドバイ

スや指示があり、「では今日は、こういうかたちでいこう！」という方針

に基づいて一日をスタートでき、各専門職種のスタートラインが一緒にな

ります。 

 

〈30〉 毎朝全員がその場にいますから、「知りません」も「私の意見

が発信できない」も通用しないのです。伝えたいこと、訂正したいことが

あればその場で発信できる、情報共有の場で、指針を統一する場で、修正

していく場でもあります。これができるのが、施設ケアの強みだと思いま

す。各職種の連携の仕組みが確立されたうえで、「本人が、生きていて楽

しい時間の提供、ここにいる時間を大切にする」ということと、「利用者

家族が安心して最終章を迎える」という目標に向かって、ホームとして同

じ方向を向いて多職種協働で、これからご紹介するような事柄に取り組んでいます。 

芦花ホームの特徴としては、この連携の調整役を介護主任が担っている点があげられます。相談員一人では、法改正

や行政の監査が、加算の種類が増すごとにだんだん厳しくなっていって、事務量が膨大になっている現状では、とても

負いきれないため、芦花ホームでは介護主任がそのパーソナリティをフルに発揮して、専門職を引っ張っています。 

実際に行なっている取り組みを、尐しだけご紹介します。 
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●芦花ホームの特徴 

 

〈31〉 食前には、スライド 31 の左下の写真のように健口体操を実施

し、食後には一日３回は必ず右の写真のように口腔ケアを行なっています。 

 

 

 

 

〈32〉 食事・飲み込みの評価は、新入所時、退院時、食事形態の変更

時に、各職種がみな出席のもと、見極めを行なっています。必要時には、

スライド 32の写真のように、ご家族にも参加してもらっています。 

 

 

 

〈33〉 月に１回、大学病院歯科医の往診をうけ、嚥下内視鏡検査も多

職種協働で行なっています。 

 

 

 

 

 

〈34〉 シーティング、ポジショニングについては、PT が各居室にス

ライド 34に示すシートを置いて、対忚を徹底しています。 

 

 

 

 

〈35〉 以上にご紹介した写真は、講演用に撮ったものではありません。

詳細については、ちょっと遠いかもしれませんが、ぜひ一度、芦花ホーム

へ見学にいらしてください、見ていただくことができます。 

さて、ここでひといき入れたいと思います。理学療法士の宮澤が一緒に

来ていますので、軽い体操を指導してもらいましょう。 
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宮澤 芦花ホームの理学療法士、宮澤です。ふだんはホームで、姿勢のケア、先ほどのシーティングやポジショニン

グなどに取り組んでおります。みなさまもいま、講演のあいだお座りになっていてお尻がちょっといたくなっているか

と思いますが、人は同じ姿勢を続けているとどうしても苦痛になってきます。それに対して理学療法士の視点からいつ

も、姿勢ケアの重要性を発信しております。みなさまのお尻の除圧をやってみようと思います。 

椅子から立ち上がりましょう……立ち上がっただけで、除圧になります。ただ、ホームなどでは座りきりの方が多い

と思います、そういう方は自分で体を動かせませんので、お尻に圧がかかり続けます。立てる方には立ってもらうこと

が除圧の一番の方法ですし、座り続けている方も、お尻を数センチ浮かせるだけで除圧になりますので、そのことをぜ

ひ発信していってください。 

さあ、それから、体をずっと伸ばしてみましょう、両腕で上に引っ張り上げるように伸ばしてー……はい、ゆっくり

手を降ろしてください。もう一度伸ばしましょう、グゥーっと……伸ばして……ゆっくり降しまーす。体をこうして伸

ばすだけで胸郭が広がります。あまり細かい動きをレイアウトすると、利用者さんに伝わりにくいところがでてきます

ので、ほんとに簡単な動きでいいと思います。みなさまもすでに実践されていることと思いますが、今後も継続してや

っていっていただければと思います。 

それでは、どうぞお座りください。講演を続けさせていただきます。ありがとうございました。 

 

日高 すこし体がほぐれたところだと思いますので、お話に戻らせていただきます。 

 

〈36〉 先ほどまででお話ししたのは、ご家族との

関係で、接点の増加、信頼関係の構築、職員の情報共

有、職員の意識の統一、多職種協働の体制、といった

ことが段階を経て整ったことにより、事務的にならな

いことを念頭において、未整備だった「看取り介護」

についての帳票類の作成と整理を行ないました。その

なかの代表的なものが、このスライド 36です。 

想いだけで看取り介護を行なっていくのではなく、

きちんと介護保険制度のなかの加算となることとして

も、意識が強くなったきっかけだと思います。 

また、帳票類が整備されたことにより、家族との同意手続きのタイミングや、カンファレンスのタイミングが明確と

なったこと、不安を抱えている家族に看取り介護の流れを目に見えるかたちで説明できるようにもなったのです。 

詳細は私たちのホームページをご覧になってください。芦花ホームの看取り介護指針について、すべての書類ととも

に掲載しておりますので、確認していただければと思います。 

http://www.setagayaj.or.jp/service/nursinghome/roka/blog/2013/04/post_247.html 

（世田谷区立特別養護老人ホーム芦花ホーム看取り介護指針.pdf） 

このような体制整備があって、今では年間 20名前後の方を芦花ホームで看取らせていただく状況となっています。 

ここからは、職員が心をひとつにして本人・ご家族と向き合った２つの事例をご覧いただきたいと思います。 
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●６●事例 

 

〈37〉 １つ目の事例です。Ｍさん、平成 22 年 12 月に芦花ホームに入

所されました。 

 

〈38〉 入所後はおだやかに１年を過ごされていました。１年が経過し、

脳梗塞の再発により入院。経鼻経管栄養をつけて延命を行うことを決断さ

れたケースです。 

 

 

 

 

〈39-1、2〉 Ｍさんとの交換日記帳『一喜一憂』です。ご家族が名付

けてくれました。本講演のサブタイトルにも使わせてもらっています。 

退院から２カ月過ぎて、ご家族から、「職員とのコミュニケーションが

とれない。今後、母はどうなっていくのかが不安」との相談がありました。

あらためて面談を行なったところ、長女は他の親族の介護、次女は仕事で

夕方以降しか面会に来られなかったことがわかり、ちょうど職員の手のう

すい時間帯だったので、お互いのコミュニケーション不足となっていたの

です。 

 

 

 

 

 

 

〈40〉 そこで、コミュニケーションツールとして交換日記を開始する

ことを提案し、２月より、お亡くなりになる 11 月までの約９カ月間ほぼ

毎日、記帳は続けられました。 
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〈41-1〉 家族が来られな

い日々の職員からのメッセー

ジは、書かせていただいたの

です。その量は 200 ページに

もおよびます。 

桜の時季には、「桜を観るの

も今年が多分最後かとふと思

うと、私達もいつもと違う春

を味わっています」と、 

〈41-2〉 梅雤の時季には、

「まさかの有難い６カ月が経

ち、夏用のパジャマを持って

来られて嬉しいです」と、 

〈41-3〉 夏の花火では、

「また来年の花火が見られたらなーと、切ない夢を見ながら、夏の終わりを実感」と、 

〈41-4〉 敬老会では、「ここのホームも 100 歳以上、99 歳、88 歳と皆様お元気そうで、84 歳の母はまだまだ若い方

ですね」と、 

季節の節目節目にはつづられており、言葉では伝えづらい不安や心の揺れを、私たちも捉えられたのです。 

職員もメッセージを発信したり答えたり、職種も関係なく、ときには治療にきた歯科医師も書いてくれました。 

 

〈42-1、2〉 そうして迎え

た 84 歳の誕生日の交換日記と、

記念写真です。 

 

 

 

 

〈43〉 しかし、この頃より実際の体調も悪化し、体重の低下、血圧の

低下、栄養量・水分量の低下、吸引回数の増加、ご家族の不安が増したと

ころで、あらためて話し合いの場をもち、すべてを出し合い、「“苦しま

ず、おだやかに”を一番に」を再確認しました。 
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〈44-1、2〉 そして、最期の日が近づき、経鼻胃管の抜去、酸素飽和

度の低下、呼吸も浅くなり、娘さんたちがホームに泊まり込みをされて３

日目、「咳やうなり声でやはり寝られなかった夜の３日目も無事朝を迎え

ました。……夢の中、きっと実現しなかった温泉に３人で来ているのだと

思います。（勝手ですが…）……こんなに母と寝起きを共にするのは、い

つ以来だろうと……素直にいえなかった母に心の底から「ありがとう！」

と言いたいです」。 

 

 

 

 

 

 

〈45〉 その温泉旅行を楽しまれたあと、Ｍさんは旅立たれました。 

「皆様お世話になりました。そして私共の最愛の母、心からありがとう

ございました」。 

家族も私たちも、日記のタイトルどおり、節目節目の変化に一喜一憂し

ました。人と人とのつながりでは、それは当たり前のことなのです。 

 

 

 

〈46〉 ２つ目の事例です。Ｋさん、平成 22 年 12 月に芦花ホームに入

所された方です。寂しがり屋であったこと、発作の前から娘さんの名前を

呼び続けたり、不安な気持ちが昂じてベッドから降りたといった行動もあ

り、よくもわるくも職員と家族を含めた温かいつながりがありました。 

 

 

 

〈47〉 横浜へのバスハイク、娘さんと一緒の花火、そしてバイキング

では、ほらっと言わんばかりに、おかずを箸で掲げています。 
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〈48〉 そんなＫさんも、入所から丸２年が近づいた日、低血糖発作を

起こして入院し、意識が戻らない状態になりました。突然の寝たきり状態

に戸惑われる娘さん。病院からホームに戻る際になんども面談を重ね、

「胃ろうは希望しませんが、せめて鼻からの管だけでも……」と、経鼻経

管栄養での退院を決断されました。娘さんの唯一の希望は、「また一緒に

散歩ができること」と「尐しでも食べられること」でした。 

 

〈49〉 職員も娘さんの希望をもとに、慎重に本人の状況をアセスメン

トし、食事評価は家族と共に実施しました。しかし結局は、口から食べる

ことは無理、という結論になってしまったのです。 

 

 

 

 

〈50、ビデオ〉 この間、わずか３カ月弱、そんな激動のなか、91 歳

の誕生日を迎えられました。職員みんなでお祝いをしました。その様子を

ビデオでご紹介します、ご覧ください。 

 

 

 

 

〈51〉 このお誕生日会から１週間後、Ｋさんは旅立たれました。 

以上２つの事例をご紹介しました。このように、どんな期間であっても、

芦花ホームでは全力で向き合わせていただいています。だれか特定の職員

だけが関わるのではなく、また、一番接する時間の長い介護職だけが関わ

るものでないことを、ホームの職員の連携が証明しています。 

ただし、生活の場なので、その中心が介護職であるのは間違いないこと

です。さまざまな専門職が介護職を後押しする、そして、自分の専門性も

発揮する、それが、私たちのホームの取り組みなのです。 
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●７●ホームの取り組みの証として——ご遺族の声 

 

ここからは、私たちの取り組みの証として、ご遺族の声、協力病院の変化、職員の想い、をお伝えします。 

 

〈52〉 芦花ホームでは、年間で 30 名近くの方が退所されます。その

なかで平成 21 年から 23 年の３年間にご逝去された方のうち、31 名の方

がインタビューに協力してくれました。 

医療機関ではなくホームでの看取りを選んだ理由、看取り期のケアで嬉

しかったこと、そして、嫌だったことや、して欲しかったこと、などにつ

いて、次のような意見をいただいています——「スタッフと信頼関係ができ

ていた」「本人だけではなく、家族のケアもしてくれた」「ホームでできる

医療行為についての説明をしてもらえばよかった」。 

 

〈53〉 このインタビューの結果でわかったことは、芦花ホームでの看

取りケアにご遺族の満足度は高く、「看取ったこと＝ゴール」と感じてお

られ、そこで完結をしているので、芦花ホームではグリーフケアを必要と

されているご遺族は尐なかったということです。 

 

〈54〉 次に、協力病院（医師とケースワーカー）の変化についてです。

ホームは規定で近隣の医療機関と協力病院の関係を結ぶことになっており、

芦花ホームでも３カ所の協力病院があります。入退院のお願い、とくに医

療連携室とはさまざまな連携をしています。ホームの取り組みが病院側に

年ごとに理解されるようになり、また、看取りが社会的に認知されてきた

ために、ドクターを含めた協力病院側の関わりに変化が見られていること

を感じています。 

以前、入院３カ月近くたって病院からの面談で、医師より、「今後は経管にし、その状況によって胃ろうも考えていく」

との話があり、「何もしないでホームに帰る方法は？」と相談したところ、「看取りでしょ。看取りは殺人です。私は認

められない。このまま医療の対象とする」と、そっけなく否定されたものでした。 

最近では昨年の 12 月に、摂食低下と脱水症状で入院となった方に医師より、「病気で食べられないわけではない。機

械をつけるのは、結果的には本人が苦しくなる」「体力に限界がきているものに、無理に栄養を入れることが良いことか、

考えて欲しい」「どちらをとっても悔いが残るかもしれないが、娘として本人の立場にたって考えて欲しい」と、方針を

決めることに迷う娘さんへの後押しを、具体的な説明をくりかえすことで行なってくれ、我われも心強かったのです。 
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〈55〉 また、病院のケースワーカーさんもいろいろ協力していただき、

これまでは、家族から「もう胃ろうにしましたから」とホームへの事後連

絡が多かったのですが、最近はまず、①胃ろうをつけてホームに戻る、②

点滴を継続し療養型の病院へ転院する、のほかに、③何もしないでホーム

に戻る、という選択肢も含めて家族になげかけていてくれ、家族にもホー

ムにも時間的余裕を提供してくれるようになりました。このことはほんと

うに、助かります。 

 

〈56〉 次に、看取り介護を行なっていくうえでの、職員の声をお伝え

します。 

現在、介護・看護が看取りをした翌月に、共通の評価基準に沿って、そ

の方を偲び振り返る、「偲びのカンファレンス」という場をもっています。

管理栄養士・歯科衛生士・理学療法士も参加し、専門職ならではの「反省」

もでます。ただ、聞ける内容は、その方を通してのみと限っているので、

家族の本音のみではなく、「職員」の本音にも迫る必要があると、アンケ

ートを行ないました。 

 

〈57〉 職員へのアンケートの結果、専門職の迷いや悩みがわかりました。 

歯科衛生士の葛藤を紹介します—— 

「一口ひとくちが尐量で、とてもゆっくりで、終了のタイミングがとて

も大切なことは十分にわかっていたはずが、ご家族の“食べたいんです。

手を伸ばしている……”のことばに、あと一口をしてしまった。その一口

で誤嚥・窒息し、病院へ。直前の嚥下内視鏡検査の結果で、“だれが食事

介助しても窒息する危険がある”とは言われていた。ご家族のことばに心

が揺れ、自分の行動が本人を苦しませてしまったことへの後悔……」 

この葛藤は、すべての職種が抱えています。家族は終末期のみならず、常に心が揺れ動きます。それは職員も同じで

す。それは、ともに「人」であるからです。 

起きてしまったことへの後悔、これから起こることへの不安、そのことに対して、ホームとして日々誠実に向き合う

ことは、職員を育てるということだけでなく、職員を守るという点からも、重要です。 

これは、我われのホームで最も弱い部分でもあり、今いちばん受けとめ

なければならないことです。 

 

〈58〉 もう一つの想いです。我われの看護主任もあつい想いがある人

で、今日はほんとうに来たがっていましたし、私もみなさんに話をしても

らいたかった人です。その想いを、代わりに伝えます—— 
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「人生の大先輩として高齢者へのケアを行なう基本姿勢について、“倫理観”を養うことが最も大切であると考えてい

る。人間の生命を尊重し、また、人間の尊厳および権利を尊重すること。人として個人を大切に思うことからケアは始

まる、と思う」 

「看取り介護については、人が死ぬという場面に立ち会ったことのない職員もおり、とまどいや不安を感じ、そのこ

とを表現できない場合もある。“死生観”を培うためには、心の支援が大切であり、施設においては看護師の役割と考え

ている。また、看取り介護の最後のケアとして、心をこめたエンゼルメイクは、家族へのグリーフケアにつながると確

信している。最後の眠るようなお顔は、いつまでも家族の心のなかに残り、苦しまずに他界したことへの、安心感と癒

しをもたらすと思う」。 

  

〈59〉 「伝えたいことや助言が、介護に活かされていく、一緒に考え

たことが、良いケアにつながっていくことを実感したとき、施設看護とし

てのやりがいを感じていった」 

「また、ときとして、看護は前に出やすく、指導的な立場になりやすい

が、多職種連携の輪のなかの一員であるという自覚が必要だということと、

とくに看取りは介護主導の意識づけが必要で、看護はその後押し支援して

いく立場として、そのつど状態のアセスメント等の助言などをするべきと

思う」 

「それが、介護士の気づき力の向上につながり、先を見据えたケア、状態悪化の予測、早期対忚が可能、につながり

ます」。 

我われの看護主任は、「ホームでは介護がメインで、私たち看護は黒子」と常々言ってます。でも、連携がうまくいく

ように、看護師の職業的な特性、弱点、関わり方のコツといったことも、惜しみなく声に出してくれますし、看取りで

いよいよ今日か明日かというときに、利用者さんの昔話などでいつも家族と盛り上がっているのを目にして、すごく温

かいと感心させられます。 

芦花ホームの今の体制は、この看護主任がいたからといって過言ではないです。感謝しています。 
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●８●結びに——石飛医師よりのメッセージ 

 

〈60-ビデオメッセージ〉 長い話となりましたが最後に、再三くちにしました私どものホームの常勤医、石飛幸三医

師の話を尐しだけ聞いてください—— 

 

石飛 「私は芦花ホームの常勤医になって、いま８年目に入りました。

日本はいま世界一の高齢社会を迎えています。老いて衰えて、だれしも必

ず最後を迎える。人類のその宿命の一方、医学は、自然科学は、つぎつぎ

に技術開発が進んで、延命治療法が開発されています。老衰に、自然の摂

理に、技術が、医学が、どこまで介入するのか。医学は本来、人のための

科学のはずであります。今まで我われは、方法があるのならばしなければならないと、真面目であるだけにみんなその

ように思ってきましたが、実は人類は、科学を万能と考えて、人間として生きていく意味にどこまでそれを介入させる

のか、押しつけるのか、ただただ信じて、それさえよければいいという考えになっているような気がします。 

実は、老いて衰えて、最終章を迎える場所は、病院ではないはずです。 

飛行機はいつまでも飛び続けられない、のです。着陸するときは、燃料はもう要りません。無理やり入れると、墜落

してしまいます。そういう原則に、我われはやっと気がついてきました。 

特養では、飛行機が静かに軟着陸できるように——それが、我われ施設の職員の、役割です、使命です。 

我われのだれにも必ずめぐってくる最終章、みんなで、階段を降りるたびにしっかり、本人のためにはどうあるべき

かを、考えて支えてあげることが、我われの仕事だと思います。 

日本人の心を世界に見せる、チャンスであります。以上、私の考えを述べさせていただきました」。 

 

〈61〉 病院に早く送り込むことが使命ではない。だれもそんなことを

思ってホームに働きにきたわけではない。まだまだ向き合えない家族もい

る。我われの経験を伝えること、寄り添うこと。 

でも、向き合えない家族にホームの役割を伝えるには、職員が同じ方向

を見ていないといけない。そこは、各専門職の専門性のなかで、核となる

人が中心となる必要があります。職種は関係ない、真剣に本音で向き合っ

た結果が最後に結実する。 

看護師が、「隣にある中学校の敷地の境から、すてきな花があったから摘んできた」と目を輝かせながら、寝たきりの

方の枕元に飾るために花瓶を探している。 

介護士が、入院中の利用者のところにお見舞いに行って、長い時間寄り添いながら、「枕元に折鶴を何羽も折ってきた」

と、報告してくれる。 

だから私は、モチベーションは下がりません。あとは、先生との出会い。命をはってくれています。24 時間、命をは

ってくれています。子どものように喜んでくれます。話を聞いてくれます。病院に駆けつけたり、電話でかけ合ったり
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してくれます。ときには理不尽とたたかうことも厭わない。「おれたちは誰のためにやっている。絶対にぶれるな」と

77歳のその姿に、私たちがいろいろなことを乗り越えられる源があります。 

人と人との関わりを深めることに手間をかけたくないという気持ちであれば、看取らせていただくということは、す

べきではないと思います。看取りは特別なことではない、ことでもあり、特別なこと、でもあります。 

 

〈62〉 今日はうまくお話しできなかったかもしれません。またこのよ

うな場をいただけるのであれば、そのときにはもう尐しまとめてきます。

今日はみなさまとのすてきな出会いをいただき、ほんとうに感謝していま

す。ご清聴ありがとうございました。〔拍手〕■ 

 

 

 

 

進行 日高様、貴重なご講演を本当にありがとうございました。みなさま、今一度拍手をお贈りしましょう。〔拍手〕 

質問したい方もいらっしゃると思いますが、ここで５分間の休憩をとらせていただき、そのあとの意見交換会で質問

を受け付けます。 
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──意見交換会── 

 

 

進行 それではプログラムを再開し、意見交換会に移ります。併せて、日高様のご講演への質問、ご意見ご感想も受

け付けます。 

●ご家族と医師との接点をいかに持つか 

会場（男性） 有料老人ホームでケアマネージャー、管理者をしています。当方では常勤のドクターがいないなかで、

往診等をしていただきながら、利用者さんの状態の報告を、施設からご家族へ毎月お送りしているお手紙のなかに記し

てお知らせしています。そのため、ドクターとご家族が直接顔を合わせる機会がなく、それはターミナルの診断がつい

たとき、例えば急変が起きたときや入院の機会にしか、ドクターとご家族の関わりが持てない、という状況が今ありま

す。 

そこで、ご家族と医師、あるいはチームとの接点をなんとかもっと早く持てないものだろうか、というのが目下の悩

みで、何かご助言をいただけないでしょうか。 

 

日高 私も以前、上北沢ホームで働いていた際には、ドクターが週１回しか来ていなかったので、ご家族と医師が話

をするというのは本当に年１回、健康診断をうけて結果がよくなくて「先生から説明してくれます」というときぐらい

でした。どういう関わりをしたらいいかは、わかりませんでした。 

でも今は、先ほどもお話ししましたように、各職種が毎朝集まって申し送りをしています。これはなにも特別に集ま

っているのではなく、「ある利用者さんがわるい」とか「家族に状況を伝えたほうがいいよ」という話もでる申し送りで、

どの職種からでも話せるようにしています。 

医師にはいちおう話を持っていっていますが、だからといって、医師からの指示を待つわけではありません。医師に

も契約上の条件などがいろいろあるとは思うのですが、私が相談員だったときには、もう本当に生意気のようなのです

が、「ご家族との面談をすることにしたんですが、先生のご都合のいい日はいつですか」という具合に話を持っていって

いました。 

ご家族には、ホームからはこれだけ頻繁に話をする、コミュニケーションをとる姿勢があることを見てもらう、医師

にもその理解をしてもらう、という取り組みをしました。自分でもう勝手にかたちをつくっていった、というところか

もしれませんが。 

これでお答えになっているでしょうか。 

●看取りまでの期間をいかに寄り添うか 

会場（女性） 有料老人ホームのものです。なんどか看取りをさせていただいたなかで、ドクターからは「もうすぐ

看取りです」との説明があってから、看護職・介護職とも看取りへの態勢にはいります。看取りまでが短い期間ならい



20130330「結」講演会 高齢者介護施設の看取りケア 芦花ホーム日高氏 

 — 28 — 

いのですが、尐し長引いて２週間たち３週間たって、いつ亡くなるかわからなくなると、看護職・介護職とも記録はつ

けていますが、見守るモチベーションが下がっていってしまうのです。そういうときには私からスタッフにはっぱをか

けたり怒ったりしたこともあったのですが、それはよくなかったのではないかとあとで悩みました。こういう状況には

どう臨んだらいいか、何かアドバイスはないでしょうか。 

 

日高 貴施設の内情がわかりませんので、スタッフを怒ったほうがいいのかどうか、対忚の仕方は私から言えません

が、私どものホームでもまだ死を経験していなかったとき、こういうことがありました。ある職員から「自分が夜勤中

に看取りになったら不安だ」という声があり、そういうときには、これがいいことかどうかは別にして相談員である私

が一緒に寄り添ったり、もっと声かけをしてスタッフに不安のないようにしました。記録を多くとるようにと言ったこ

とはなく、やはり、必要なタイミングのときに声かけをするように心掛けていました。 

ただ、看取りまでの期間が長くなるというケースは、よくあることだと思います。私どものホームでは、先生は「看

取りは、介護保険の加算のためじゃないんだぞ！」とよく言われます。ぎりぎりになって看取り介護の同意をとって、

それから１カ月以内にお亡くなりになるケースが多いです。 

講演でご紹介した事例のＭさんは１年近くに及んだケースでしたが、そういうケースに対して私どもでは、看取りの

モニタリングのランクを決めております。警戒期なのか、要注意期なのか、注意期なのか、あるいは看取りのなかでの

安定期なのか、各職種による見た目と、先生との相談のもとに決めています。そして、看取りの警戒期の解除になった

ときは、通常の経過観察にもどるということにしています。 

ですから、だらだらと長くなってしまったという場合、それは職員の看取りへのモチベーションの問題とするよりは、

やはり、その方が尐し回復したのだと考えて、通常の観察にもどしたほうがよろしいのではないかなと思います。 

●石飛先生の後任は？──医師確保の問題 

会場（男性） 放射線治療と緩和ケアをしている一般病院の医師です。２つおたずねします。一つは、私どもの病院

の入院患者さんのうち緩和ケア病棟の入院患者さんで、寛解状態というか、あるいはがんを患ったあとの状態、あるい

は何らかの症状は残っているもののそれらがご本人の大きな負担ではない状態の方で、お歳をめされている方がいます。

そういう方が退院先として施設を探すと、施設からは、がんを患ったがために受け入れできないと言われたと、相談室

にもってくるケースがたいへん多くなっています。そういう方を、医師が常駐している芦花ホームでは受け入れること

があるのかどうかを、ご教示ください。 

もう一つ、私も 60 歳代の後半ですが、芦花ホームの石飛先生は私より 10 歳近く上ですね。私が医師になったころに

比べると、日本の医師の数は２倍強ぐらいに増えているのに、現在はなぜか医師不足といわれ、それは結局、どこに勤

務するかの問題になっており、医師不足は本当にひどい状態です。で、芦花ホームの常勤医師がもしいなくなったら、

現在の芦花ホームの活動はこのまま続けられるでしょうか？ あとを継ぐ医師がすぐに見つかるかどうか、私は非常に

疑問に思います。私どもの病院でも、緩和ケア医はなんとかなるようになってきましたが、民間の一般病院で放射線治

療医を常勤医とするのは極めて難しい状態です。後任を探さねばならないという問題、芦花ホームでは今後どうされて

いくのか、ご教示ください。 
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日高 まず、がんの方の受け入れは、治療中であればそれは難しいですが、芦花ホームでは、昔がんになったことが

あるという方は受け入れていますし、入所後に年１回ある健康診断でがんの疑いもしくは見つかった方については、先

生と相談して、痛みのコントロールなどには対忚しています。しかし、入所の時点で何か治療中であれば、今のところ

は受け入れはできていないのが現状です。 

もう一つのご質問は、ほんとうに、私どもが抱えている一番の課題です。石飛先生の後任というよりは、これは失礼

な言い方にあたるかもしれませんが、あれだけハードワークされている私たちの 77 歳の先生なので、もし明日にでも何

かで倒れたらどうしようかと、ほんとうにみんなが気にしています。が、そこは、あれだけ全国に向けて情報発信して

くださっている石飛先生ですから、その後を継ぎたいという医師が現れるのを信じている、念じているところです。 

私どもは、ホームには常駐のドクターがただいればいい、とは思っていません。現在はやはり、石飛先生のパーソナ

リティによるところが大きいと思っています。在宅医療もやっておられますし、ホームでは 24 時間、夜中でも具合がわ

るくなったといえば駆けつけてくれ、また家に戻って、朝礼にはすっきりした顔で出てくるというように、だれよりも

元気な先生がいらっしゃるおかげで、今の芦花ホームは成り立っているともいえます。 

石飛先生もご自身で、あとを託せる人は探しておられるようですが、後任が見つかっても、現状と同じ活動を続けて

いけるかどうかはわからない、というのが正直なところです。医師がいなくなれば、もし夜中に職員が看取りをしても、

医師が来て死亡診断をしてくれるまでの時間を、職員からご家族にどう説明をすればいいのかという事態になる、そう

ならないよう、理解のある先生が見つかってほしいと願っています。 

いまご指摘というかご心配いただいたことを、帰ったら石飛先生にも伝えておきます、ありがとうございます。 

●家族会といかに向き合うか 

会場（女性） 老人保健施設で相談員をしており、石飛先生のご著書も参考にしてターミナルをみており、先生の本

はご家族にも読んでいただいています。 

家族会のことについてですが、年２回ほどの開催にどうしても集まりがわるく、今後どうしていこうかと悩んでいる

ところです。芦花ホームでも家族会に取り組んでおられるとのことでしたが、どのように行なっていらっしゃるのか、

うかがえたらと思うのですが、お願いいたします。 

 

日高 芦花ホームでも同じで、家族会への参加者は年々減ってきており、固定メンバーになりつつあります。ホーム

のことをよく知っていただいている方に、ここぞという時に出席していただきたいのに、そうでないことが多いのです。

大きな行事は年３回あるのですが、昨年その一つが事情で開催できなかったことがありました。石飛先生の「口から食

べられなくなったら、どうしますか」という内容の講演予定だったのですが、そうして１回１年とんでしまうと、利用

者さんの半数が入れ替わってしまい、また、ご家族への連絡が遅れがちになります。ですから、ご家族への早めの連絡

で周知することと、来られないご家族へは、どうしても個別の連絡にせざるを得ません。 

●家族にとって施設窓口となるスタッフとは 

進行（長谷井） ご家族の話がでましたので、私からもちょっとお訪ねします。看取りケアにはご家族をまきこんで

やっていく努力をしていると、日高さんも講演でおっしゃっていましたが、連絡のとりづらいご家族に対しては、芦花
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ホームでは日高さんのような相談員が連絡をとっているのでしょうか、それとも介護職などが直接担当しているのでし

ょうか。ほかの職種の人からも、アプローチの方法を知りたいという希望がありましたので、もしお答えいただけるこ

とがありましたら、お願いいたします。 

 

日高 私は相談員を離れて２年たちますが、相談員のときを思い返すと、ただただがむしゃらにご家族と連絡して向

き合っていました。やはり、自分に返ってくるものがあったからです。 

でも、ご家族にどの職員から連絡を発信するかについては、各施設でルールを決めればいいのではないでしょうか。 

いちばん困るのは、やはり、看護師や介護職員が現場から何かをご家族に伝えたということが、事務所に勤務してい

る私たちに知らされないままでいることですね。「何か小さな事故があって連絡をしていたみたいだ」と知らされないま

ま、もし玄関などでばったりご家族にお会いしたときに、こちらは「こんにちはー！」などといつもの調子でいくと、

「ケガしたみたいなんですよ！」などと言われたりすることにもなりかねません。ご家族への連絡をだれがどうとった

かをみんなに周知するために、職場内でのルールをきちんと決めておくのがまず肝心でしょう。 

また、各施設には相談員がちゃんといるはずなので、その方の力量にもよりますが、必ず家族にとっての施設の窓口

になるのは相談員、と決めておくのもいいと思います。 

でも、それだけではやりきれないので芦花ホームでは、看護部からは受診結果の連絡とか、ちょっと熱発の方が多い

ときなどの注意連絡をしてもらうなどを決めておき、それら以外の日常の事柄、例えば「衣類が足りないので相談しに

来てくれませんか」などについては介護職が担当する、そして、そういう職種が連絡したあとは相談員や事務に一言い

ってもらう、というように決めています。 

ただ、大切な話については、看護・介護では交代勤務もあるので、どんなに記録をとっていても連絡が抜けてしまう

ことがどうしてもあります。そこは、どこの施設にも相談員がいると思うので、相談員がカバーすべきだと私は思いま

す。そうじゃなければ、相談員の仕事って、ほかに何がありますか？ 請求事務は本来の仕事ではないでしょう、厳し

い言い方かもしれませんが。 

私は相談員のとき、「ちょっと熱がある」とご家族に連絡すると、「そんなことでわざわざ連絡してくれなくていい」

とも言われることがありましたが、そのちょっとした連絡から、話が広がることもあって、それが大切なんですね。「家

族会には行けなかったけれど、日高さんとの個別面談には忚じてみようか」となることもありました。 

そういうことにつながるので、もし事務所にこもっているような相談員さんがいましたら、もっと現場と家族に関わ

るようにハッパをかけてください。現場にハッパをかけるよりも、こちらのほうが重要だと思います。 

 

進行（長谷井） 熱い想いを、ありがとうございました。ご家族への窓口を一本化することは大事だな、と私自身も

感じています。それと同時に、多職種できちんと連携して、だれが連絡をとるのか、連絡をとったあとにきちんと窓口

係に報告をする、そういう連携が必要だなと感じました。 

●看取りへ、日々の取り組みのあり方は？ 

会場（男性） 特養で介護員をしているものです。うちの施設では、看取り介護の開始となった時点から一冊の専用

ノートをつくり、看護師や介護員がその方の日々の様子を記録し写真なども掲載して、たまにしか面会に来られないご
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家族に、のちのちになって日々の経過を追って説明できるようにしています。また、亡くなられた日に、その日の勤務

者だけになるのですが、色紙にその方へのメッセージを寄せ書きのように書いて、お見送りをするときにご家族にお渡

ししたりしています。 

日高さんのお話のなかでも、交換日記のようなものをされているとのことでしたが、そのほかに現場でやっていらっ

しゃる取り組みがあったら、ご教示いただけませんか。 

 

日高 はい、さきほどお話ししましたように、看取りへの取り組みのなかで交換日記をやっておりますが、家族によ

っていろいろと事情がありますので、すべてのケースで交換日記をできているわけではありません。人によっては、「部

屋の掃除や片付けの環境整備を勝手にやらないでほしい」という方もいるからですが、やっている取り組みは数限りな

くあります。 

そのまえに大事にしていることがあります。今のお話にありました専用ノートや色紙のことを、事後になってご家族

にお渡しするというのはわかりますが、そういうことをやっているというのを利用者さんとご家族にいつお伝えしてい

るのでしょうか、それがわからなかったのですが、やはり、入所者さんとご家族がどういうことをしてほしいと望んで

いるのか、それはみなさん一律ではないので、それをなんとか聞き出さなければならないと思うのです。 

家族面談のときに聞ければいいのですが、それよりも先ほど話しましたように、ふだんの連絡をとるときに会話が発

展してフリートークのなかで、好きだったことや家族との関係性などを聞きだせた、というようなことが多いのです。 

ふだんの連絡があまりとれないご家族には、看取り直前の段階で何回か連絡をとるときに、ご希望はどういうものか

を聞いて把握します。何もしないでほしいという方には、そぉーとしておきます。 

とにかく、芦花ホームでいちばん大事にしているのは、利用者さんとご家族が何を望んでいるかを把握すること、と

いえます。ただし、やり過ぎないないようにすること、そして、施設側の満足だけに終わらないようにすること、です

ね。それには、職員による頻回の訪室が欠かせない、そういう機会にフリートークする、これがいちばんよい取り組み

ではないでしょうか。 

 

進行 ありがとうございました。時間がまいりましたので、意見交換会をここで終わらせていただきます。 

本日は日高様、宮澤様、ご自身の経験のお話から芦花ホームでの取り組みまで、施設での看取りについてのお話を聞

かせていただき、ありがとうございました。私自身、共感できるところがあり、また明日からがんばろうかなとの気持

ちになることができました。会場のみなさまにも、大きなヒントになるところがあったのではないかなと思いますので、

各施設に今日のお話を持ち帰って、新たな情報発信につなげていただければと願っております。 

日高様、宮澤様へ、今一度大きな拍手をお贈りしましょう。〔拍手〕 

それでは最後に、講演会閉会にあたり、かとう内科並木通り診療所在宅医療連携支援チーム「結」の赤瀬佳代より、

ご挨拶申し上げます。 

 

《閉会のご挨拶》 

赤瀬佳代 

（かとう内科並木通り診療所看護師長、がん性疼痛看護認定看護師、在宅医療連携支援チーム「結」代表） 
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日高さん、宮澤さん、本日はほんとうに貴重なお話をしていただき、ありがとうございました。 

今回の開催のきっかけとなったのは、石飛先生の講演会に私自身が参加して、石飛先生のお話自体はとてもすばらし

かった一方で、現場のスタッフの方々は実際にどのように考えておられるのだろうか、と思ったのがきっかけで、お二

人にお願いした次第です。初めに日高さんも言われたように、今回は、芦花ホームの地域以外で初めて芦花ホームでの

看取りの取り組みについて現場のお話をしていただく講演会になります。 

石飛先生の講演を実際に聞かれた方は多いと思いますが、今日、その現場の声も直接聞くことができたことにより、

みなさまがご自分たちの現場で困ったり悩んだりしていることに、何かを得て持ち帰っていただけるのではないかと思

っております。各介護現場に持ち帰って、みなさんが何か一つ取り組んでみようと思うところから、各現場のなかで、

利用者の方々がほんとうに最期まで自分らしく生活できるお手伝いを、みなさんにしていただいて、より現場が明るく、

みんなが最後まで楽しく過ごせるような場になっていけばいいな、と願っております。 

今後も、在宅医療連携支援チーム「結」ではこうした講演会を企画していき、みなさんのお役に立っていければと考

えておりますので、アンケートにもぜひご協力いただき、ご意見をいただければと存じます。 

本日はみなさま、ご参加いただきましてありがとうございました。 

お二人へ、今一度大きな拍手をお贈りしましょう。〔拍手〕■ 


