2013 年 2 月に行われた
横浜オムツ外し学会での
高口光子さんと村瀨孝生さんの対談を、
当日の臨場感たっぷりに
お届けします。
この日参加できなかった
読者の皆さんはもちろん、
参加された読者の皆さんも楽しめる、
ターミナルを中心とした
魅力的な内容となりました。
どちらが狼でどちらが子羊 !?
それでは、お楽しみください（ブリコ編集部）

高口光子（たかぐち・みつこ）
高知医療学院を卒業後、理学療法士として福岡の病院に
勤務。老人医療の現実と矛盾を経験し、より生活に密着
した介護を求め、特養ホームに介護職として転職。介
護部長、デイサービスセンター長、在宅部長を歴任後、
2002 年医療法人財団百葉の会に。法人事務局企画教育推
進室室長及び生活リハビリ推進室室長を務める傍ら、介
護アドバイザーとして全国を飛び回る毎日を送る。2006
年に老健「鶴舞乃城」の立ち上げに携わり、看護・介護
部長となる。2012 年 5 月には新規の老健「星のしずく」
の立ち上げに携わる。
現場を守りながら若い運営スタッフやリーダー育成に取
り組む一方で、講演、執筆活動、ブログなどを通して現
場を変革させようと精力的に日々を送っている。

村瀨孝生（むらせ・たかお）
1964 年生まれ。東北福祉大学卒業後、特養ホームでの生
活指導員を経て、
「宅老所よりあい」に。1996 年から「第
2 宅老所よりあい」の所長を務める。
著書に、『あきらめる勇気』（ブリコラージュ）、『看取り
ケアの作法』（雲母書房）、『おしっこの放物線』（雲母書
房）、『ぼけてもいいよ』（西日本新聞社）、『おばあちゃん
が、ぼけた』（理論社）など。

宅老所は正しいのか
高口

既存のサービスに不満をもち、高い志をもった人たちが、

借金までして立ち上げて、ときに自分の家族も巻き込んで丁寧に

お年寄りをみて、とうとうターミナルまでちゃんとやっちゃいま

したというのが、私の宅老所のイメージです。そんなことをされ

た日にゃ、既存のサービスはやっていられないですよねぇ（笑）。
宅老所は「何もかも正しい」感じがしますが、どうですか。

村瀨 「宅老所よりあい」は借金していないので、運営は本当に大

変で、崩壊寸前です。職員には本当に申し訳ないと思っているの
ですが。
高口

そんな殊勝なこと言っちゃって（笑）、だけど、そのハラハ

ラドキドキした感じがいいんでしょう？

ハラハラドキドキが嫌

なら、特養ホームなんか建てようと思わないよね。本当は職員に
申し訳ないなんて思ってないんでしょ？
村瀨
高口

それは、職員が判断することですよ。

既存の施設は「思い」の前にノルマ、人数、法律などの縛

りがあるので、やりたいことができない。だけど、宅老所は気の
合った者同士が志を一つにして一生懸命がんばる。心温まるスト

ーリーだよね。すばらしいじゃん。
村瀨
高口

……なんて答えたらいいのかな……（笑）。

ここで村瀨さんが「そのとおり」と言えば「あ、こいつも

悪いやつだな。大したもんだ」と思うし、
「そんなことないですよ。
宅老所だって、裏表もあるし、難しいところもあるんです」と言
うと「あ、まだ割り切れてないな」と思う（笑）。
さあ、どっちに出るかな？

村瀨

そうですねぇ…………（笑）

高口 （間髪いれず）宅老所は全部正しいの？
村瀨 正しくはないと思います。大規模施設と同様に！
（キッパリ）
。

宅老所は終わり !?
高口

宅老所は全部正しいみたいに三好さんが言うから、若い兄

ちゃんたちがのぼせて始める。元々、介護の現場には、競争社会

に適応できにくかった男の子が来やすいけど、そのなかでも、さ
らに適応できなかった子たちが宅老所に夢をかけてつくるという
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今後の介護への関わりに役立てたいと思っています。（長野県

Y.M）

構図になっているんじゃない
かな。女たちの宅老所立ち上

げはともかく、男の子は「こ

こはあなたの職場ですヨ」と
認識している、しっかりした

「妻」がいないと運営はかなり
難しいよね。宅老所さえ立ち

宅老所と大規模施設、正しいと誤り、といったふうに物事
を単純化しておもしろがるのが高口流。私が 正しい と思っ
ているのは、画一的ケアを 違う！ と感じて、金もないか
ら小規模で、専門性もないから関わりを武器にして始めるよ
りほかなかったという切実性。
だから、制度としての小規模や、寄り添うことを強制され
たりするような、内的必然性も、それしかないという開き直
りもないケアが 正しい わけはない。

上げれば、それで僕は解決されるかもしれないという、宅老所立
ち上げの考え方が諸悪の根源でしょう？
村瀨

それはそうです。僕たちは宅老所ならばぼけのある人が普

通に暮らせるなんていう大風呂敷を広げてしまいました。ある意
味、本当ですけれど。でも、広げたあとを支えているのは若手ス

タッフなのですから。働く側の主観によっては、やりがいがある

とも言えるし、宅老所における労働者の搾取状態ともいえる。過
剰労働をモチベーションや思いにすり替えている可能性は人によ

っては、大いにあります。そういうのっていつまでもつのだろう
と思いますね。

宅老所は人手が少ない分、疲弊が早いです。介護界のスポーツ
選手みたいなものです。こんなの長く続かない。辞める人がいて

当たり前だと思う。

密度が高い小集団の介護やケアが先鋭化したあとの破綻という

のもあります。組織が小集団で理念や思想性の強い方法論が先鋭

化し、その集団が孤立すると「連合赤軍」的になるというか、内
部でリンチが起こることは過去の小集団が証明していますから。
高口

村瀨くんは「先鋭化して、線香花火のように散ったって僕

はいいんだ」と言うのかなと思ったら……。
村瀨

だって僕にも暮らしがありますもん。これで終わるわけに

はいかないです。
高口

宅老所をしている人は、自分の家庭や生活がいわゆる世間

から見れば破綻している人が多くないですか？

本当に血肉を分

けた家族だと疲れすぎちゃうけれども、宅老所などの介護関係で

成立するチームの中の疑似家族であるならば関わることができる
という人、いるよね。
村瀨
高口

それは幻想ですね。そんなことはあり得ないです。

いつでも契約を破棄できる、そして夕方になれば帰ること

ができる、そういう家族構成だと落ち着くけれども、自分の家族

は時間で区切れないし、契約で区切れない。愛情や思いの強い人は、
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いつも元気をもらっています。連載もいろいろあって勉強になります。（大阪府

E.N）

三好春樹より

血縁を含む家族・親族にその強さがゆえに苦しみ、互いをつぶす
まで突きつめて、大きく傷つく。けど、「宅老所の家族」は、いつ

でも解散できる優位性や自由度は、利用者側にあるので、ここに

いるのはあなた（利用者）の意志、私（宅老所職員）は受け入れ

られていますよね。という、安心で関係が続く。自分の家族が破
綻傾向にあるのを、疑似家族で補塡しているみたいな感じを私は

受けるのだけど……。
村瀨

小さい集団で家族的に乗り切るというのは嘘ですからね。

高口

嘘なの？

村瀨

小集団の怖さは家族もいっしょです。よりあいは一時期、

お年寄りと職員の関係性を家庭的、あるいは疑似家族と呼んでい

ました。でもそれは違うと思うようになります。

一時的に、お年寄りが職員を娘や息子、孫といった家族と位置

づけることがありますが、それも一過性のものだし。よりあいの
集団性は家族といった自然発生的なものでないことは明らかです

から。ただ、よりどころとなる集まりです。家族による、よりど

ころと、他者による、よりどころ。その両方が人間にとって必要
であることを介護を通して実感しています。

年を重ねるごとに親に似ていく子どもを見ていると血の存在と

力を感じます。血縁が育み培う世界と、地縁・知縁が育み培う世
界。さまざまな集団が重なり合って人間の暮らしの場がつくられ

る。その多世代的で多様な集団づくりがひとりの人を存在させる

のだと思う。

疑似家族によりどころを求めるのは今の時代があまりに事務的

でせちがらいからでしょ。その反動ですから、しばらくすれば振
り子はもとに戻りますよ。
高口

三好春樹より
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でも、そこに夢見て、勢いにまかせて男の子たちがやって

「家族ケア」なんてコトバが宣伝文句として使われている
のは困ったことである。かつての大規模施設はその前近代的
な管理主義を、家父長性の 家族 に言い換えていたと思う。
最近の「家族的」は近代的な核家族であるらしい。だから 小
規模 や ユニット が 個人の尊厳 を守るもののように
語られている。しかし核家族ぐらい排他的なものはない。障
害児も精神病者も高齢者もみんな施設に入れることで成立し
ているのが核家族なんだから。
だから、小規模 や ユニット が排他的で、ちょっと変わっ
た入居者が追い出されるのも当然だろう。
その点、大規模の バザールケア とか 雑踏ケア のほ
うが許容度は高い。

くるわけでしょう？ 『ただい

ま

それぞれの居場所』とかい

う映画撮ったりするわけじゃ
ん。ああいうのはどうするの？
村瀨

彼らもきっと、もう危な

いということはわかっています

よ。

高口

大規模施設は小規模施設

に対するコンプレックスでがん
ばってきたんです。私たちには

体力的にも衰え、今年１月末でホームヘルプ活動を終わりました。活動の友として長い間お世話になりました。さみしいので、
あと半年分購読します。（京都府 Y.I）⇒長い間、ありがとうございます（感涙）。とてもうれしいです。今後も、少しでも Y

心はありません、志もありませ

ん。憎らしい理事長・施設長と、
腐りきった看護師・介護職と他

人事の相談員、つばを吐き散ら

すお年寄り……、そのなかでや

っている。でも「私たちが失っ

た介護の理想も宅老所にはきっ

高口さんの言う「小規模施設へのコンプレックス」を大規
模施設がもってきた、というのはおもしろい。そのコンプレッ
クスを、ケアの中身ではなくて形だけでどうにかしようとし
たのがたとえば「ユニットケア」だろう。
大規模施設の中で自然に生まれてくる人間関係でグループ
化すればいいものを、「ユニット」という空間をつくってし
まったのだ。関係の問題を空間にすりかえたと言っていいだ
ろう。

とまだあるんだ」こんなに汚れてしまった私の介護も、「宅老所」

のどこかで守られている。というコンプレックスをもちながらが

んばってきたわけ。その宅老所が危ないとか言われると、急に敵
がいなくなったみたいで困る。何か夢のある話をしてよ。
村瀨

宅老所は終わりじゃないと思います。でも違った意味で終

わりだなと思っています。だって、お泊まりデイを無料でやると

ころが出てきて、お泊まり＋デイは今はもう、価格競争に入って
いるのですから。

戦略としての個別ケア、強要された個別ケア
村瀨

高口さんがいる「鶴舞乃城」など、老健でも特養ホームで

も宅老所がやろうとしていることを実践している施設はある。小

さいからやれるという話じゃないのです。大きいほうが人手はた
くさんあるのですから、むしろきちんとした介護ができていなけ
ればいけないはずなんですよ。
高口

ケアを流れ作業で行っていると、お年寄りを数や量として

見るようになるんです。その視線に対して、お年寄りは明らかに
マイナスの反応を示しますので、流れ作業で無目的な介護をして

いると、職員の心と身体のバランスはみるみる崩れていきます。
そしてどんどん辞めていきます。

ですから、集団処遇や流れ作業よりも個別ケアを導入すること

は、経営的にも介護の質向上においてもより効率的な方法なのだ

ということが、大規模施設の一つの展開としてあります。でも、

小規模事業所はそういう戸惑いや模索がないまま、最初から「個別」
が強調される。「家族的な雰囲気」の中での深い人間関係がお年寄
りと職員が出会う前からあらかじめ要求されている。

さらに、大規模施設は大人数で、異動もあるので、現場の人間

関係を引きずらない工夫が空間として、人事として可能です。固
定された小さな空間である宅老所の人間関係は非常に濃密。それ
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さんの友となれる雑誌をめざしてがんばります（ブリコ編集部）

三好春樹より

に応えられない職員はどうなるの？

介護者とお年寄りって、本

当に偶然の巡り合わせなのに。
村瀨
高口

濃密だから破綻は早いです。

人間関係を丁寧に培っていくことが介護の仕事ではあるけ

れど、濃密さのバランスを取り損ねると管理も経営もうまくいか

ない。そうすると、本来村瀨くんが目指そうとしているものと、
実際に宅老所での介護のリーダーとして手腕を示さなきゃいけな

生活の場のターミナルケア
著者：高口光子・村瀨孝生・三好春樹・
鳥海房枝・大瀧厚子・若林重子・朝倉
義子
定価：1,400 円＋税
発行：ブリコラージュ
体裁：A5 判・並製・160 頁
※ ご注文は BBC へ
TEL 0120-861-863

いものにはズレが出てくるでしょう？

大規模施設は、今までの経緯をもつ家族同士の深い関係とは別

の種類の、「今、あるがまま」のお年寄りを日常から受け入れた密

度の高い関係を目指さないとターミナルを展開できないので、意

図的にそちらにもっていきます。だけど、宅老所の場合は意図せ
ずとも密度の高い関係なのだから、できるだけ職員を密度の高い

関係から離していく必要があるよね。
村瀨

そうです。ほかの人たちを入れないと駄目ですね。他の集

団との集団性をつくらないといけません。
高口

宅老所の濃密性を健常化していくために、どういう人を入

れることを心がけているの。
村瀨

当事者の集団、家族の集団、地域住民の集団、専門職の集団、

それぞれの集団づくりを意識しています。

人はどの集団にも所属していて、明確に分けられない。関係す

る相手にとって地域住民にもなるし、専門職にもなる。

だから、単純ではありませんが、4 つの集団の輪が一つの接点を

中心に重なり合う輪をイメージして濃密性を健常化したいと意識

しています。
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2 年前まで愛読しておりました。がんでの手術・入院と治療のため、介護職を辞めていましたが、再就職の希望により完全復
帰をして、初心に戻り、特養ホームでケアマネをしています。また、ブリコを自分のサプリメントとしていきたいと考え、定

ターミナルへの寄り添い方
高口

村瀨くんは、経管栄養や酸素吸入とかをむやみにするもの

じゃないと思ってるでしょ。それを家族に丁寧に説明しても、結
果的に家族が病院に連れて行くと言ったり、点滴をしてくれと言

ったりする。そうすると、「ああ、情けねえ…」「家族の勝手な思

いで年寄りは苦しんで死んでいくんだ……」みたいなことをブリ
コに書いていますよね。

私の施設でも「酸素も点滴もしないほうがいい」と丁寧に説明

しても、「酸素も点滴もしてくれ、病院に連れて行ってくれ」とい

う家族がいます。元気なときに「病院は嫌だ」と明言していたば

あちゃんの意識がなくなったとき、家族から「やっぱり病院に行

かせてください」と言われたりする。私はそれを受け入れます。
娘や息子が言うのなら病院に行くことでいいと思う。

ブリコブックレット②

あきらめる勇気

老いと死に沿う介護

著者：村瀨孝生
体裁：四六判・並製・144 頁
発行：ブリコラージュ
定価：1,200 円＋税
※ ご注文は BBC へ
TEL 0120-861-863

そういう日々を過ごしているときに、村瀨くんの文章を読むと、

揺れ動く家族の気持ちにほだされて病院に連れて行くのではなく

て、本人の意向を、ときに代弁するぐらいの強い意志をもって介
護者は語るべきじゃないかと言われているような気がして、そう

すると私は悪い介護職だな……って思ってしまうんだよね。
村瀨

うん、そうかもしれない。そういうところはあると思う。

高口

介護職の他の職種との違いは、お年寄りにとりつくところ

なんだよね。どこからどこまでが、自分（介護職）の意志なのか、
お年寄り（利用者）の意志なのか、わからなくなるほど、とりつく。

「病院なんか、行きたくないよ！」って泣きながら言うんですよ。
私は「エッ？
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あんたが？

お年寄りが？」って感じ。介護の純

期購読の申し込みをいたします！

ps. 仕事を辞めていたとき、三好さんの講座へは何度かまいりましたよ！（大阪府

Y.O）

粋とつき合うのは、汚れた管理者としては大変ですが、なかなか

うれしい。しかし、この介護の純粋が、使命感や正義感で語られ

ると、現場としては、いっしょに働くのはつらいと思うんだよね。
村瀨
高口

うん。そういう発想になると、自分だってつらいですもん。
私は「介護保険の女」だからね。本人、家族の意向にどん

どん沿っちゃうわけ。だから、家族がこうだって言えばそっちに
いく。もちろん説明や共同決定の過程性を確認しながらだけれど

も。村瀨くんは説明や共同決定、本人の意向や家族の不安など、
あらゆるものを超えてなお、ともに過ごした日々のある介護職こ

そ、そこでばあちゃんが本当に望んでいるものはこうだと言い切

らなきゃいけない、それがともに過ごした介護職の責任だって言

っているように聞こえる。言い切ってほしいなあ、ゆるがない介
護の純粋を！
村瀨

なんて言えばいいのかわからなくなってきた……（笑）。た

だ、死ぬ本人は最終的に、どうしてほしいということは言いません。

それに、延命してほしくないと言っている人も最後はどうなるか

わからない。わからないときに「どうする？」と尋ねて、家族が「病
院」と言ったら、僕も病院に行ってもらいます。
高口

そんなにあっさり引くなよ。対談がおもしろくなくなっち

ゃうじゃない（笑）。
村瀨

ただ、「当事者は誰か」ということは大切じゃないですか。

死ぬのは家族じゃありません。治療を受けるのも家族ではありま

せん。その可否は当事者が決めるものです。

その可否決定を本人が、家族も含めた他者に教えない、もしくは、

本人すら意識化していないときがある。できないときがある。

そのとき、僕たちは何を信じるのか。それは身体です。相手の

身体から感じとる、こちらの身体の五感です。五感がフル活動し

たあとに生まれる六感で判断する。そして、そのことに努力する関

係性を信じるしかありません。家族の言葉と絆や僕たち専門職の

思いを無視はしませんが、そこだけで支援しようとは思いません。

介護職としてのスタンス、家族との距離のとり方
村瀨

これが本当に寿命なのかは、僕たちにはわかりません。家

族はもっとわからないでしょう。だって身体をさわっていないか

ら。

高口
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ターミナルの前に食べられないという現象があって、経管

病気は重いが、認知症は深い。ブリコラージュに登場してきた方々の言葉が証明している気がします。（広島県

M.T）

栄養か経口摂取かを選ぶ時期がある。でも、お年寄りをじっと見

ていると、経管・経口は大した問題ではなくて、むしろ息子や娘

が考えて決めたことが大事なんだよね。食べ方は生き方だから、
管を入れるか入れないか、親の生き方を子が決めるときに、生き

ること・老いること・死ぬことを考えない子どもたちはいない。

親が亡くなる前に管を入れるか入れないかを真剣に考えたことが、
親を亡くしたあとの子どもたちの生き方の礎になると思うから。

いっしょに考えて悩んで、決められる者もいればずっと悩み続

ける者もいる。どちらにしても、どんな形でも、そこで考えた過
程性さえ見えれば、私は結果が病院だろうが、胃ろうだろうが、
自然死だろうが、全然かまわないと思っている。でも、さらに、
村瀨くんには、もう一歩踏み込んで、ともに過ごした日々のある

介護職こそが、自身の意志をもって、迷う過程性の中に存在した
ほうがいいと言ってほしいんです。
村瀨

それは違うと思う。少なくともこっちは、じいちゃん、ば

あちゃんの身体をさわりきっている。家族はその機会が失われて

います。自分たちが身体をさわったからって寿命かどうかはわか

らない。だけど、普通だったら食べることで元気になったり活力

を戻していくのに、食べることすらもしんどそうに見える。起き
上がることや、お風呂に入ることなど、本来なら活力が出てくる
はずの行為そのものが、苦しい状況になっているのが介護をとお
して見えるのです。このまま治療などをせずに死んじゃったほう
がいいかなと思うときはありますよ。それはこちらのエゴかもし

れませんが。
高口

何度も言うけど、村瀨くんの場合には、今までともに過ご

した介護職として、一つの位置づけをもって発言するのではない

ですか。
村瀨
高口
村瀨

それはもちますね。

私はそれがない。そこが多分違う。

ただそれは押し付けになるとヤバいです。家族に、自分た

ちが判断できなかったことを後悔させるのはまずいです。
高口

老健は全面的に受け身で、「家族がそう言いましたから」で

済ませてしまうけど、宅老所は家族の意向、本人の意向を十分ふ
まえたうえでなお、自分たち介護職の思いを発言していくべきだ

と、村瀨くんは考えている。
村瀨

発言するというか、感じたことですからね。それを率直に

伝えるかどうかというのは当然ある。ただ、伝えることには神経

17

鳥取、島根、岡山ぐらいの範囲で、講習会が増えたらうれしいです。（鳥取県

K.K）

を使います。伝えたがゆえにその家族が後悔する場合もある。た
ぶん何をやっても後悔すると思うけど、同じ後悔をするのであれ

ば、たとえば「いっしょに身体をさわりませんか」と提案するほ
うを選ぶのだと思う。

いっしょに看取る覚悟
高口

うちにすごくはりきっている看護師がいます。面会に来た

ばあちゃんに、「おじいちゃん、がんばっていますよ。ご家族の声

かけはとても大事です。おじいちゃんもがんばっているし、私た

ちもがんばっていますから、家族の方も応援してくださいね！」
などと一生懸命言う。

すると、面会に来たばあちゃんが、じいちゃんの顔をじっと見

て「もうアンタがんばらんでええから」と言うの。その看護師は
腰が抜けたみたいになる。「あんたは帰る場所も忘れて、食べたの

も忘れて、“まんまくれ、まんまくれ” って言うて。みんなに面倒

かけて……。最後、死ぬのだけは忘れちゃいかんよ」とばあちゃ

んが言う。そして、看護師にも「ええかげんでいいから」と言う。

村瀨
高口

いいですね。ドライでいい。

ええかげんというのは、中途半端に放っておいてくれとい

う意味ではなくて、じいちゃんの思い出話の一つや二つもしなが
ら、良い加減で見送ってほしいという感じなんだと思うのね。

サービスプラン、個別援助計画というのがあって、それを字の

下手くそな介護職たち、宇宙人たちが書きます。「どきどき」って

書けばいいのに「どき 2」とか書くわけ（笑）。「字は下手くそで

もいいから丁寧に書きなさい。難しい言葉を使わなくていいから。
痰が出たら口を拭くとか、足が腫れていたらさするとか、見たま
ま思ったままでいいから、自分のじいちゃんだったらと思って書

いてごらん」と私は言っています。そして、サービス担当者会議で、
この宇宙人たちが一生懸命、「自分のじいちゃんだと思ってがんば

ります」と言う。どんなつたない内容であっても、その説明を聞
いて怒った家族を私は見たことがありません。

管を入れるか入れないか家族が悩んでいるとき、その子たちに

聞くんです。「ウチのじいちゃんが、あんたんとこのじいちゃんだ

ったら管入れる？」と。病院では決して受けてはならない質問です。
その子たちは「もういいんじゃないかなあ」と答える。家族は「あ

んたがそこまで言うのであれば、考えてみるかな」と言う。この
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今後も充実した内容を期待しています。（千葉県

H.Y）

とき、その子が本当の担当者

になったと感じます。
村瀨

それは、僕たちが家族

に身体をいっしょにさわって

もらおうということと同じこ

とです。死を言葉の上でやり

とりすることは難しい。家族

が病院に入れると決めたとし

ても、いっしょに身体にさわ

って、「どう思いましたか？」

というやりとりをします。た

だ、そのやりとりの中で、家
族に「こんなにむせるんだっ

た ら も う や め ま し ょ う 」 と、
僕たちが言わせているのかも

しれないですけどね……。

高口さんは宅老所と大規模施設をあえて単純に対立して論
争をしかけておいて、じつは双方に共有した状況と方向性を、
自分からちゃんと提出するんだよね。村瀨くんをダシみたい
三好春樹より
に使って。
これを私は『高口の一人弁証法 ※』と呼ぶことにする。私
は弁証法にはマルクス主義で一度懲りた。あれは 神の視点
だもの（そういえば、高口さんの自己中心性には合っている
のかもしれないなぁ）。
私はむしろ 対立 のど真ん中に入りこんで旗を振る。
「こっ
ちがおもしろいよ」と。だから、のぼせる人もいる。それで
いいんだと思う。 正しい があるとしたら、ベクトル＝方
向性だから、うまくいかなきゃ、向きを修正するか強度を変
化させてやり直せばいい。
そして、内的必然性や切実性と外部のニーズのバランスが
とれる方法を、一人ひとりがそれぞれのやり方で見つけ出せ
ばいいんだと思う。そこには宅老所も老健もない。
あっ、これも弁証法的だなぁ。
※ 弁証法 矛盾していたものがより高度の次元で統一され
ること。それをアウフヘーベン（止揚）という。ヘーゲル
の歴史観でそれをマルクスが受け継いだ。

死ぬというリアリティ
高口

先日、ショートステイに目のボッコリ落ちくぼんだじいさ

んが来ました。目が落ちくぼむということは、身体の脂肪分がほ
とんどなくなっているということです。普通に息をしていても血

中酸素飽和濃度が 60％とか 70％。先生から「この人いつ死んでも

おかしくないよ」と言われて、来た初日から家族にターミナルの

説明をしました。

先生がじいさんの長男に、いつ死んでもおかしくないことを丁

寧に説明しました。病院に行くか行かないかの話になったとき、
家族は「しばらくここでみてもらって、いよいよになったら病院
に行きます」と言うのです。「今」がいよいよだと言っても、長男

にはその実感がないのです。
村瀨

老いるということ自体がわからないのかもしれませんね。

老いさらばえて朽ち果てて死ぬという身体のありようにリアリテ

ィーがないのだと思います。だから、寿命なんて言われてもピン
とこないのでしょう。

よりあいに寝泊まりしているばあちゃんが、食べられなくなっ

てきて、亡くなる雰囲気になってきている。でも通所の場に出ると、
自分で茶菓子をつかんで食べるのです。ばあちゃんの娘は、自分
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が考えた栄養バランスのいい食事を食べてもら

いたいと思っているので、よりあいの食事ボラ

ンティアに参加して、自分のお母さんのために
それをつくるわけです。

茶菓子を食べているので、娘が出したものが

食べられない。すると娘が泣くんです。「私が
こうやって栄養バランスのあるものを考えてい

るのに、茶菓子を食わしてどうする」と言う。
言っていることはわかるのだけれど、いっしょ

に過ごしているのに、そのばあちゃんだけ茶菓

子をあげないことはできないでしょう。しかも

本人が手を伸ばして取った菓子なんですから。すると、娘が泣い

て飛び出していきます。こちらも困って、もう病院に行ってもら

ったらいいんじゃないかなと思ったりする。しばらくすると、娘
が戻ってきて、今度はばあちゃんの横に来て食事介助を始めるの

です。「あーん、あーん」とずっと言っている。ばあちゃんは、仕

方なく重い口を開けて食べる。
高口

今から死ぬというお母さんのほうが、娘につき合ってる。

村瀨

そうなんですよ。こちらが「もうやめたほうがいいんじゃ

ないですか」って言うと「わかってるんです、頭では」って、ま

た泣いていなくなる。「私は決めてるの。好きなときに食べて、食
べないときは食べない」と、ばあちゃんが言う。「それを娘に言っ

てくれ」とばあちゃんに頼むと「あの子には言ってもわからない」

（笑）。
高口

お母さんは娘の思いも受け入れているし、やるせない思い

を話せる人もいるんだ。もし村瀨くんたちがいなかったらその思

いはどこにも届けられないままになる。みんな、自分の親が老い
ることで「親は死ぬんだ」とはじめてびっくりします。親に対す

る後ろめたさや、後悔を延命治療などで解消しようとすることが、
結果的には親をつらい目にあわせているかもしれないよ、と伝え

ていくこと。その人の「ため息」みたいなものを引き受けるとこ
ろが生活の場のターミナルケアでの、私たちの仕事なんじゃない
かな。
2013 年 2 月 17 日、ウィリング横浜で開催された「オムツ外し学会 in 横浜」

での対談に加筆・修正しました。
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オマケ
老健論──果たすべき役割よりも大事なこと
●高口光子
老健は、病院と在宅の中間施設などと言われていますが、お年寄りにとってはその前も後も中間もありません。
生きていくことは「今このとき」ですから、中間という概念を用いたことのほうが非人間的で、暴力的だとい
うことは簡単に気がつきました。介護保険前の老健法時代には、お年寄りを 3 か月、6 か月で退所させていました。
入所して 3 か月、6 か月後には点数が下がってしまうので、いてもしょうがないという理由で。老健法には「3
か月」「6 か月」という文言は一言もなかったのに。
一人の人間を箱の中に入れてリハビリ、リハビリと言って 3 か月、6 か月かき回したって何も変わらない。
障害の程度や認知症のある・なしは、在宅復帰の可否には関係なかったのです。どんな重度の人でも、どんな
深い認知症の人でも帰る人は帰ったし、どんな軽度の人でも帰れない人は帰れない。それは、この人とともに
あるということを価値として感じられる人、ばあちゃんが大好きだからとか、いっしょに暮らせば財産が入る
からとか、社会的に高い評価が得られるとか、この人といっしょに暮らすことに価値を見いだす人の存在がな
ければ在宅復帰はあり得なかったことは 10 年かけて十分わかったわけです。
それでも、老健が在宅復帰の施設だとあえて規定しなければならないような大きい思惑が別にあるのだと思
うのですが、私たちは介護保険法がお年寄りのための法律とはこれっぽちも思っていません。富める国と言い
ながらも借金が多いこの国の財源を再分配するためにできた、医療を絶対につぶさないための法律の一つが介
護保険法だと現場はとうに知っているわけです。介護保険法は決してお年寄りのためだけの法律ではなく、国
民全体の財源を確保するための法律の一つだということです。それはそれで、とても大事なことだからちゃん
とやってほしい。
でも現場は、お年寄りのためだけの法律ではないけれども、お年寄りのために使いこなそうという心意気で
今日まで来ました。そんななかで、在宅のほうが安くなるという発想で安直な在宅復帰が進められたことでお
年寄りがどれだけ苦しめられたことか。特例許可老人病院をはじめとした老人病院が社会的入院を引き起こし
て、当時の老健と呼ばれたものが社会的退所を引き起こしてきました。最も大きな被害を受けたのが認知症の
お年寄りでした。期限を区切って、人間関係や居住環境を無理やり変えられることがどれだけお年寄りを苦し
めたかということを、私たちは散々知っています。
ですから、私たち施設で働く者にとっては、いわゆる法律や制度から望まれる老健の役割よりも、このおば
あちゃんに必要な私たちの仕事は何かということを見定めることのほうが大事です。
今回の点数改正でまたまた、在宅復帰率を数値的にあげることによってお金がたくさんもらえるような仕組
みにはなりました。でも、実際やってみたらどうですか？ 3 か月、6 か月単位で一方的な退所を繰り返したら
余計にお金がかかるでしょう。職員の定着率も下がるわけです。むやみに入居期間を施設側が延ばすことは決
してよくはないです。もちろん帰れる人は帰っていきますが、先に在宅復帰の期限を区切ってやることが、今
までの経過からして無理だということを、専門職能だからこそちゃんととらえておきましょう。
たくさんお金をもらえるからという理由で、一方的な在宅復帰を現場で行うことはあり得ないと思いますし、
私たちはそれこそ本人、家族の意向に沿った介護保険法、ケアプランを手に入れています。本人と家族のかみ
合わないすれ違う思いが、ショートやデイや入居の中で行ったり来たりする。または、本当は家で死なせてあ
げたいけれども、それが無理ならば慣れ親しんだここ（施設）でというターミナルがあります。今までの関わ
りの結果として、ターミナル、在宅復帰という展開があるのだと私はとらえています。先に設定し、取り決め
られたターミナル・在宅復帰なんていうのは、いびつでしょう。
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