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平成２１年度「心に響く人生の達人セミナー」講演内容

演題： 生と死を見つめて」「

日時：平成２１年１０月１６日（金）１３：１５～１６：００

場所：松浦高等学校体育館

１ はじめに

、 。 、 「 」みなさん こんにちは さきほど下の駐車場に車を入れて降りた途端に 校舎の上の方から こんにちは

というふうにご挨拶いただきました。とても感激しました。ご紹介いただきました、聖フランシスコ病院の

益冨美津代と申します。どうぞよろしくお願いいたします。

今日のお話のテーマは 「生と死を見つめて」ということです。その中で「自分らしさって何かな」という、

ことを、皆さんに考えていただきたいなと思います。そして、自分が大事にしているもの・人は何だろうか

ということも同時に考えていただければなと思います。

２ 自己紹介

私は、今年看護師になって 年になります。今年で５０歳になりました。皆さんがまだ生まれてない頃28
から、白衣を着て病院の中で働いています。私が看護師になった時は、救命救急の病棟で働く格好いいナー

スになりたいと思っていました。

皆さん、救命病棟２４時というドラマをご覧になっていましたか？私は、毎週欠かさず見ておりました。

救急で運び込まれる方を、一生懸命医師とナースが協力して命を救うという、そういう現場で働く看護師に

なりたいなと思って看護師としての第一歩をスタートしました。

３ 私がなぜホスピス病棟で勤務するようになったのか。

私が 年前に初めて就職した病棟は、外科病棟と、それから集中治療室です。救急の患者さんを受け入28
れる、病院の中では一番忙しいと言われていた病棟での看護生活のスタートでした。夏ぐらいに、ちょうど

新人のナースたちが夜勤を先輩と二人でする時期があるのですが、初めて夜勤を１人でした時のことが、き

っかけになりました。そのことについてお話をします。

【死と向き合っておられた６０歳代の患者様】

その患者様は、 歳代の男性で胃がんの患者様でした。完全に消化管が詰まってしまっていて、胃液や胆60
汁が常に上がっている状態で、 時間、胃液と胆汁を吐き続けておられた、そういうつらい毎日を送ってお24

。 、 。 、られた方です 体を横にして寝ることができず 常にベッドを起こして休んでおられました そしてある夜

その患者様の容態が急変なさいました。私が初めて自分が一人で目の当たりにした呼吸停止の状態でした。

新人ナースの私は、とってもあわてました。急いでナースコールをして先輩を呼んで、そして隣の和室で眠

っておられた奥様をたたき起して、そしてベッドを水平にして、私は、やせ細ったその患者様の体の下に硬

い板を敷いて、ベッドの上に乗りあがって、教えられたとおりの心臓マッサージをしました。先輩が飛んで

きて、一緒に人工呼吸をして、当直の医師が来るのを待ちました。私たちは、本当に一生懸命に、その方の

命を救おうと頑張りました。しかし、傍らにおられた奥さんが私達にかけられた言葉は 「看護婦さん、決ま、

りだと思うんですけど、いいんですよ」という言葉でした。私は 「何をこの人は言ってるんだろう」と思い、

ました。このまま放っておいたら御主人は死んでしまうのに、何でいいんですよって言うんだろうって思い

ました。

そのあと当直の医師が来ましたが、結果的にその方の呼吸と心臓は回復することなく、死亡の確認が行わ

れました。落ち着いたときに奥さんが私たちにお話ししてくださったことは、その方は、毎晩寝る前にお経

のテープを聞いて休んでおられていたということでした。私は毎日その方の看護をしておりましたが、その

。 、方が寝る前にお経のテープを聞いて眠りについていたということは知りませんでした その日も同じように

お経のテープを聞きながら、奥さまにこうおっしゃったんですね 「ああ、なんか気持ちいいんだよね。この。

まま逝けたらいいね」というふうに奥さまにおっしゃったんだそうです 「ああ、今日は調子がいいのかと思。
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って、私が休むことにしたんですよ。だから看護婦さん、いいんですよ」という風にもう一度奥様がおっし

ゃいました。

私たち医療従事者は、一分でも一秒でもその方の命を先延ばしにしようと頑張っていましたけれども、奥

さまと、その方は、それ以前に、その「死」というものを前提にそのようなお話をされていたんだな、とい

うのが、私はとてもショックでした。同じ方向を向いていないな、というふうに感じました。

４ ホスピスへ

その出会いがあってから、私は救命救急の現場というよりは 「死」というものを実感して生きておられる、

方々の看護ができるようになりたいな、というふうに思いました。それが 年のことです。日本で初め1981
てのホスピスが誕生した年になりますけれども、当時の私は、ホスピスという言葉も知りませんでしたし、

その当時は 「死」を前提にした方々の看護があるという時代ではありませんでした 「死というものは、医、 。

学の敗北」という意味合いが非常に色濃かった時代です。

それから 年です。私は今、がんの患者様、特にがんでも、そのがんが完全に治ることが難しいといわ28
れている方々の看護を行っています。今日はそういった方々の事例を挙げながら、皆さんと一緒に「死 、あ」

るいは「生きること」について考えていきたいと思いますし、そして皆さん自身についても考えていただき

たいと思います。また、皆さんの中にも身近に愛する方を見送られた経験がある方がいらっしゃるかも知れ

ません。私のお話を聞きながら、その方のことを思い出して胸に迫るものがあるかも知れません。もしかし

て、涙がこみ上げてくるかもしれません。けれども、どうぞその時は我慢しないで、その方のことを思い出

しながら、私の話を聞いていただけたらなと思います。

【 死」というものを意識しておられる方々の看護】「

、 。 、私たちの人生の長さというのは人それぞれ違いますし 誰にもわかりません 自分の命の長さというのは

本当に誰にもわかりません。ですけれども、変わらないことは、生まれてから必ず私たちは死に向かって生

きているんだということです。私は主に、今、この死というものを意識している方々の看護をしています。

星野冨弘さんの詩です

憎らしいあの人も／見あきた風景も／もしも今日で終わりだとしたら／たまらなく愛しい

だけど、今日で終わりなんて／思うだけでもさびしい

憎らしい人がいていい／ 退屈な毎日でもいい／ 明日が来てほしい

皆さん、この詩を読んでどのようにお感じになりますか？私たちは毎晩毎晩寝るときに「明日の朝が来る

だろうか」というふうに思いながら寝ることってないと思います。ですけれども、あるがんの患者様が 「私、

に明日が来るということは、奇跡なんです」とおっしゃいました。その方にとってみれば、この「死」とい

うものは、本当に、本当に、身にしみて感じることではないでしょうか。

５ ホスピスとは

【ホスピスの語源】

「ホスピス」は「あたたかいもてなしをする」というラテン語からきています。昔、医学が発達していな

い頃、何か原因かわからないけれども食べ物が食べられなくなって、痩せてきて、そういう方たちをあたた

かい寝床とあたたかいスープでもてなしをしたことが病院の始まりだといわれています。ホテルとかホステ

スとかという言葉も同じ語源からできているといわれていますけれども、ホテル・ホステスは、確かにあた

たかい場所という言葉を連想できますが、病院というところは、あたたかいもてなしをされたなと言う感覚

はあまりないのではないかと思います。医学が発達してきて、病院はある意味本来の「あたたかいもてなし

をする」という目的から少し外れてきているのではないかと感じるところです。

【ホスピスとは】

このメッセージは、当院ホスピスのメッセージに書いてある言葉です。

『患者様ご家族お一人お一人を尊重し、安らぎのある入院生活を送っていただけるように努めます。ホスピ

スでは、緩和医療と日常生活のお世話をしながら、心のケアを大切にしています。がんという病気にかかっ

ていても、自分らしい生活があるはずです。ホスピスの主役はあなた、そして御家族です 』。
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一般の病棟の基準というのは、病気を治すことです。入院生活というのは、本当に非日常の生活です。自

分らしい生活というのは我慢しなければいけません。でも、この病気が治れば、そういう規則正しい生活も

治療の一環だととらえたら、我慢できますね。

しかし、もしも自分の病気が治らないとわかっていたら、どうでしょうか。そういった自分らしい生活が

送れない入院生活というのは、苦痛以外の何ものでもありません。そして、周りがみんな病気を治すことを

目標に頑張っているのに、治せない病気を持っている自分が、そこにいるということの孤独感というものが

あります。だからこそ、私が今働いているホスピス病棟は、決して生きることをあきらめているわけではあ

りません。確かに 「死」というものが現実には差し迫っているかもしれないけれども、一日一日をその方ら、

しく生活をしていただくということを基準に、毎日、看護あるいは医療を行っている場所なんです。

【スライドを用いてのホスピスの説明】

●入り口：入り口のカウンター。

●部屋：レースのカーテン。ピンクのドア。洗面所とトイレ。病院というよりも、一歩入ったら、そこはそ

。 、 。の方のおうちというふうにとらえています 面会時間はありませんし 時間ご家族の出入りは自由です24
ある患者様の御主人が 「行ってきます」と言ってこのお部屋から出勤されます。そして 「ただいま」と、 、

。 、 、言ってこの部屋に戻って来られます お部屋の中には ソファベッドあるいは畳のベッドがありますので

ご家族も一緒に生活することができるわけなんですね。

●部屋：上の写真が、患者様が使用されていない時の写真です。下の写真は 「ベッドで絶対寝たくない」と、

希望された患者様のお部屋です。衛生的には良くなかったのですが、ベッドを取り払ってビニールシート

を敷いて、その上にカーペットを敷いて、その上にお蒲団を敷いて休んでいただきました。この隣には、

夜はもうひと組の布団を敷いて、ご家族がお休みになられます。ですから、私たち看護師は、この部屋に

入るときはナースシューズを脱いで、その患者様とご家族の間を縫いながら、患者様の様子を見させてい

ただくということをしました。寝返りをうてば、そこに家族のぬくもりがある、目を覚ませば目の前に愛

する人が休んでいるという環境はやはり、睡眠剤を飲むよりも、何よりの環境ではないかというふうに思

います。

●窓からの眺めです。

●とても大切な洗面所とトイレ： とても大切な洗面所とトイレ」というふうに書いてあります。誰かの手を「

借りないとトイレができないというつらさ。私たちは簡単に 「ベッドの上でしていいですよ」と言ってし、

まいます。ですけれども、トイレ以外のところで排泄なんて、本当に恥ずかしくてできないですよね。ま

して、自分の排せつ物をほかの人が見てるわけですから、それはもうとてもつらいんですよね。ホスピス

では、比較的骨にがんが転移されている患者さんがたくさんいらっしゃいます。歩くのも困難です。だけ

ど、自分は何がなんでもトイレは自分で行きたいんだとご希望される。ですから、私たちはそういう患者

さんには、何人もの看護師がお手伝いをしても、その方をトイレまで連れて行って差し上げます。ですか

ら、トイレは 畳以上あるくらい、かなり広いスペースがあります。車いすで十分行けるくらいのスペー2
スをとっています。

●浴室。ホスピスには 種類の浴室があります。車いすのままで入れるお風呂と、寝たままで入れるお風呂3
と、ある程度動ける方の階段式のお風呂です。日本人はとてもお風呂が大好きですね。ホスピスでは、た

とえ明日お亡くになるかも知れない方でも、希望があれば、お風呂に入れてさしあげます。その時のお風

呂は、体をきれいにするという目的のお風呂ではなく、ゆったりとあたたかい湯船につかって、ゆったり

リラックスをするという目的のお風呂です。そんなときは、看護師だけではなく、医師ももちろん行きま

すし、ご家族も一緒に行って、その方のお風呂の介助をします。もしかすると、そのお風呂が、その方が

生きているうちに入られる 後のお風呂になるかもしれないわけなんですね。ですから、みんなで一緒に

行って、お風呂のお世話をします。
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●談話室。ここでご家族とお茶を飲んだり、お食事したり、友人との談話をしたりします。

●台所。病院の食事は味気ないので、家庭料理を食べたい時など、お料理をしたり、あるいは患者様ご自身

がお料理をしたりすることができるスペースです。

●廊下：ちょうど長崎の夜景が見える憩いのスペースです。

●屋上

●祈りの部屋。聖フランシスコ病院はカトリックの病院です。お花が飾ってある写真は、半年間ホスピスで

生活をされた方が、身寄りが甥ごさん一人だけだったのですが、ご本人の希望で、ここに祭壇をくんで、

お坊さんに来てもらって、お通夜をした時の写真です。私たち看護師も、その方の御家族として一緒にお

参りをさせていただきました。病院の中に祈る場所があること。やはり病気になったりすると、思わず手

を合わせてみたくなるときがあります。普段、信仰心のない人でも、祈る対象が違っていたとしても思わ

ず手を合わせて 「どうかお願いです」と祈りたい時があります。当院ではこのように、祈りの部屋という、

のが設けられております。

●ペットの面会：入院してペットに会えないことがつらいという患者さんもたくさんおられます。ホスピス

では、非常階段を使って、ペットとの面会をしてもらっています。そんなに騒がないペットであれば、一

緒の部屋で生活していただいています。ある犬は、ご主人様の旅立ちまで、ベッドの下にうずくまって、

そのご主人様の 期をみとった犬もおりました。 後の時には、犬がベッドの上にあがって、御主人様の

上で鳴かれて、というふうなこともいたしました。家で 後を迎える時は、当然そのようなことがあるわ

けですけれども、ホスピスでは家と同じような環境を作っております。

●クリスマス会：クリスマス、お正月といえば、本当に愛する人と言一緒に過ごす大事な行事のひとつです

が、それがお家でできないということであれば、病院でみんなでいたしましょうということで、クリスマ

ス会もおこなっております。みんなでクリスマスのお祝いをいたします。

●ボランティア室：ボランティアスタッフも、ホスピスのスタッフの一員です。奥の男性は、マンドリンを

弾いてくれてます。毎週水曜日は、この方がここでマンドリンの演奏をしてくださいます。それを聞きに

談話室に来る方もいますし、またお部屋でこのマンドリンの音色を聞きながら休まれる方もおります。

６ 自分らしさ、その人らしさ、ということについて

【４つの痛み】

人には つの痛みがあるというふうに言われています。4
①「体の痛み」～けがをしたときの痛み、スポーツをして捻挫をしたときなどの痛み、熱が出て頭が痛か

ったり･･･体が感じる痛み。

「 」 、 、 、 。② 精神的な痛み ～病気になってつらい 苦しい 悲しい くやしい･･･そういう感情のレベルでの痛み

③「社会的な痛み」～仕事ができない。仕事ができないことでお金がない。あるいは、家族がいない、

孤独感。そういった社会から孤立した社会的な痛み。

④「スピリチュアルペイン」

～みなさんに覚えておいていただきたいのは、スピリチュアルな痛み。これは、がんの患者様がもつ特

別な痛みではないんです。私たち人間であれば、だれもが感じるスピリチュアルペイン。テレビであ

、 。 、 。るスピリチュアルというのとは 少し違います この痛みについて 一緒に考えてみたいと思います

【スピリチュアルペイン～①４０歳代の女性】

才代の女性です。この方の病気は、肺がん。そして肺がんが、脳に転移していて、すぐに言葉が出てこ40
ない方でした。ホスピスに来られて 週間たった時に 「ここでの生活はどうですか」というふうにお尋ね1 、

しましたら、すぐに言葉が出ないので、メモに書いてくださいました 「痛みが来ても心配いらない。誰かが。

そばにいてくれて安心する。今、そばにいる母。前のところでは、これからどうなるのかなとばかり考えて
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いたけれど、ここだと母と二人、馬鹿話などして、のんきに時間が過ぎていけそうな気がします」というふ

うに書いてくださっています。

「痛みは人間を動物に変えていく 」というふうに、聖路加の日野原先生がおっしゃっています 「ホスピ。 。

ス」というと、どちらかというと「心のケア」という印象が強いと思うんですが、まずは、その方のその方

らしい生活をできなくなっている痛み、その痛みを取り除く治療を行うことを 優先します。この方も、痛

みが取れたから 「なんか、のんびり過ぎていけそうな気がします」というふうに言われております。、

この俳句は、そのお母さんが、付き添いの中で詠まれた俳句です。

「愛し子が選べしホスピスなぜ急ぐ」

この短い言葉の中に、このお母さまの、どうしようもないやるせないつらさが表れているというふうに思

います。自分が愛する人が目の前でつらい思いをしている。まして自分がおなかを痛めて産んだわが子が、

つらい思いで、毎日苦しんでいる。そして、もしかすると近い将来、自分の前からいなくなってしまうかも

しれないという、そのつらさ。ご家族の思いというのは、もしかすると自分以上につらく、深いものがある

のかなというふうに感じています。そういったご家族のつらさを、このお母様は、この短い俳句の中で詠ん

でおられます。

【スピリチュアルペイン②～生きていくことがつらいと感じる痛み】

スピリチュアルペインとは、危機感が襲ったとき、心の底からわき出る深い叫び・問いかけというふうに

説明をされています。これは、神戸にあります六甲病院の先生がおっしゃっている言葉です 「生きていくこ。

とがつらいと感じる痛み」といえるかと思います 「生きていくことがつらいと感じる痛み」どうでしょう、。

皆さん。経験したことがありませんか 「生きていたくないなあ」って、今まで思ったことはありませんか。。

私も、以前主任だったとき、一部のスタッフに「おはよう」と挨拶しても返してもらえず、私が何を言っ

ても、まるで私がそこにいないかのようにふるまわれ、自分がそこにいたらいけないよと言われているみた

いで、とてもつらい思いをしたことがありました。

マザーテレサは、この世の中で一番してはならない行いというものは、無視をすることだというふうに言

っています 「おはよう」とあいさつして返ってこないというのは、あなたはそこにいないということ。あな。

たがそこにいることを認めませんよということですね。そんな思いをした時に、自分がここにいていいのか

な、あるいは生きてていいのかなと思う、これはまさしくスピリチュアルペインなんですね。ある時期、若

。 。い人たちの自殺が相次ぎましたね 命を大事にしなきゃいけないよという運動も盛んにおこなわれています

命を大事にしてない人は、誰もいないと思うんです。ですけれども、生きていくのがつらいというふうに感

じる痛みがあるんだということ。それを、ぜひみなさん、知っていてください。

自殺がいけないだよなんて、簡単には言えないんですよ。やはり、そこには、生きていくことがつらいと

いうふうに感じる痛みというものが存在する。じゃあ、そういう痛みに対して、そういう痛みを持っている

人に、どんな支えが必要なのか、ということなんですね。

７ 看護記録から

①苦痛の意味を問う「何で俺がこんな目にあうんだ、言え、言え」50歳代男性

この方は、 歳代の男性で、エリートコースまっしぐらに生きてこられた方ですが、がんになりました。50
でも、その方は、がんばって大きな手術を受けて、職場に復帰しました。職場に復帰したら、そこには、自

分が絶対負けたくなかったライバルが、自分がなりたいポジションにいて、その方は、そのライバルの部下

になりました。でもいつか巻き返してやるぞと思って、また頑張って仕事をしました。でも、がんが再発を

して、その方は、仕事をすることができなくなりました。そして、ホスピスに入院してこられました。

看護師に 「なんでおれがこんな目にあわないといけないんだよ。言えよ。言えよ」と言って、看護師に掴、

みかかろうとされました。

②死への不安「眠るとこのまま目が覚めないんじゃないと思うと眠れない 」。

この方は 「眠るとこのまま目が覚めないんじゃないかと思うと眠れないんですよ」と言われました。、

昼間はいいんです。ざわざわとして、人の気配が感じられる。でも夜、暗くなって、いくら部屋の電気を

つけていても、しーんと静まり返ったなかで、引きずり込まれそうな気がする。それこそ、明日の朝が迎え

られかどうかという、そういう死への不安なんですね。
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③生きる価値の喪失「今の私は生きているっていえないんです 」90歳代男性。

歳代の男性は、早くに奥様を亡くされて、おひとりで広い大きなお屋敷でひとり暮らしをされていまし90
た。夜明けと共に起きだして、広いお屋敷の雨戸を全部開け放って、そして畑に出て、丹誠込めて野菜を作

って、それを近所に住む子供さん達に配って、そして日暮れと共に戸締まりをして、そして眠りにつく、そ

ういうしっかりと一人で生きてこられた方が寝たきりになってしまって、のどが渇いても目の前にあるコッ

プにすら手が届かない。何よりもいやなのは、ひとりでトイレにも行けない、自分よりも年若い看護師にお

下の世話もしてもらわないといけない。今の私は、生きているって言えないんですよというふうにおっしゃ

いました。

どうでしょうみなさん。このように言われたら、どのような言葉を返しますか。

【正解のない問い】

この 人の方はそれぞれ年齢も背景も違います。でも、おっしゃっている言葉の中には、いくつかの共通3
点がありますね。いずれも、この言葉は、夜勤の看護師が、聞いて記録をしたものです。夜になって、今の

自分は何だろうって、自分と向き合うようになられたんだと思うんですね。

もうひとつの共通点は、この言われた言葉に対して、正解はないんだということです。

「なんでおれがこんな目にあうんだ」と言われて 「あなたは、こうこうこういうふうに生きてきたからこう、

なのよ」とか、そういう正解はないんですね。

「眠るとこのままこのまま目がさめないんじゃないか」と言われて 「大丈夫ですよ。朝は来ますよ。おやす、

みなさい」とか、言えないですね。その方が朝を迎えられるという可能性は、１００％ではないわけです。

これは、病気を持っている人だけに限りません。健康な私たちも、実はそうなんですね。

「今の私は、生きているって言えないんですよ 」と言われて 「いいえ、あなたは生きている価値がある方。 、

ですよ。立派な方ですよ」とか、本当に未熟な私達が言えるはずもありません。

【患者様への看護師の対応の共通点】

そしてもう一つの共通点。

この 人の看護師は、それぞれ違います。朝、私が出勤していくと 「師長さん、昨日の夜、この方がこ3 、

のようにおっしゃいましたよ」と報告をしてくれます。その 人の看護師が、言い方はそれぞれでしたが、3
同じ内容のことを言いました 「こんな風に言われて、私は、何もできませんでした 「でも、その人を一人。 」

にすることができなくて、しばらくそばにいました」というふうに。

何も言えない、でも、その人一人にできないという対応の共通点です。

「今の私は生きているっていえないんですよ」と先ほどの 歳代の患者様に言われた看護師は、その言葉90
に何も返す言葉がなく、その方のベッドサイドに座り込んだそうです。そして、その方の手をさわって、一

言 「つらいですね」とつぶやくように言って、しばらく沈黙の時が流れたそうです。とても重苦しかったけ、

ど、その場を立ち去ることができなかったというふうに言いました。

でも、さすがだなと思ったのは、しばらくして、その方は、その看護師に「看護師さん、ありがとう。私

はもう大丈夫だから、どうぞほかの人の所に行ってあげなさい」というふうに言ってくださったんだそうで

す。その方は、わかっておられたんですね。自分が言ったことで、その看護師が何も言えなくって、でもそ

、 。 「 」 。んな自分を一人にできなくて こうやってそばにいてくれた それに対しての ありがとう なんですよね

ホスピスといえども、夜の看護師は少ないです。その方にばかり時間をとっているわけにはいきません。で

すけれども、自分のためにそうやって時間を割いてそばにいてくれた、それに対してありがとう、とその方

は言ってくださったんですね。

これが、まさに共にいるという姿勢なんですね。

８ 「共にいる」ということ 「支える」ということ。

「共にいる 、これは時間の長さではありません。本当に心の底から自分のことを分かってくれている、理」

解してくれている。その人が、自分を一人にしないで共にいてくれる、というこの実感なんですね。これが

共にいるという姿勢です。言葉はいらないんですね。言葉は反対に不必要なんですね。でも、つらい思いを

している人を無視をしないで、そして 「あなたのことを気にしていますよ」というメッセージをこめて、そ、

の人とともにいる姿勢。みなさんのまわりで、スピリチュアルペインを持っているのかなと思うお友だち、

知り合いがいたら、どうぞ無視をしないで、声をかけてあげてください 「どうしたの？」ーそれだけでいい。
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んです 「どうしたの」って。あなたのことを気にしているよというメッセージですね。。

同じく、マザーテレサがおっしゃった言葉 「人間は、たった一人の人が自分を必要にしてくれると生きて。

いけるんだ」たった一人、自分を必要と思ってくれている、気にかけている人がいるというだけで、人は、

今日一日生きてみようかなという気になるんですね。

そして 「支える」ということ、よく使いますけれど、具体的にどういう行動をしたら「支える」というこ、

とになるんでしょうか 「支える」ということは、その人が大事にしていること・物を大事なんだなと認める。

ことなんだそうです。これは、長崎ウェスレヤン大学の中野先生から教えていただいた言葉です。

たとえ話をしましょう。私は、普段は朝早く、夜遅くまで仕事をしています。なかなかちゃんとした料理

ができませんので、休みの日に、ちょっと手の込んだ料理を作ろうかなと思って、カレーを 初から手作り

で、とても時間をかけて、じっくりと作ったことがあります。

そのカレーに夫は醤油とソースをかけて食べたのです。私の夫は、小さい時から、茶色のさらさらしたカ

レーに醤油とソースをかけて食べるのが、彼が大事にしてきたカレーの食べ方だったんです。それ以来、私

は時間をかけてカレーを作ることはなく、超簡単にカレーを作って、そして食卓にはいつも醤油とソースを

。 、 。出すことにしています そうすると夫がとても喜んで おいしいおいしいと言ってカレーを食べるからです

みなさん一つ一つ何かこだわっているもの、それが大事にしていることなんですね。それをお持ちじゃな

いかなという風に思います。そして、その人が大事にしているものは何かって、それを知るためには、どう

。 、 。「 」したらいいんでしょうか それは その人に聞くことなんですね あなたが大切にしているものは何ですか

って、聞いたらいいんですね。

さっきのカレーのことですが 「今日はカレーを作るんだけど、あなたはどんなカレーを食べたいの」と、、

一言私がきけば、そんな手のこんだカレーを作ることもなかったなということなんですね。

ですけれども、そう思いながらも、その人のために一生懸命努力する過程も楽しみながら、でも、本当に

その人が大事にしているものは何なのかなと思ったら、単純に 「あなたは何を大事にしているの」と聞くと、

いうのもひとつの方法です。そして 「あなたは、これが大事なんだね」と認めること、それが支えるという、

ことです。

ですから、どんなに見ても、その体で外出なんて無理だろうと思っても、何が何でも外出したい、その思

、 、 、 、いを大切に認めて そして じゃあどうしたらいいんだろうって一緒に考えていくという そういう姿勢が

ともにいる、そして支えるということです。

【おしゃれをして写真を撮りたかった患者様】

この患者様は、おなかにに水がたまっていて、とてもおなかが張って、辛い状況の方でした。かなりの量

のモルヒネを使っていました。この方が大切にしたかったことは、おしゃれして写真がとりたいということ

でした。お気に入りの洋服を着て、おしゃれして写真がとりたいって。ですから看護師は、夜勤明けで、一

緒にお化粧をして、そして、その方の着替えを手伝いました。その方がなによりもしたかったのは、入院生

活が長いとスリッパばかりなので、ちゃんとした靴が履きたいということでした。ストッキングをはいて、

かかとのある靴をはいて、そして写真を撮りました。

この方は、この 日後に天国に旅立っていかれました。亡くなられる10日前の笑顔です。とてもいい笑10
顔ですね。

この写真をとったあと、お手紙をいただきました。

「師長さんありがとうございました。私がおしゃれして写真を撮りたいと言ったら、看護師さん皆が、一生

懸命、私の着替えを手伝ってくれました。とても嬉しかったです。あともう少し生きていけそうです。よろ

しくお願いします 」。

【ピンクの松葉づえ】

このピンクの松葉杖は、 歳でホスピスで旅立たれた彼女が、目をあけるといつも目にとびこむようにお23
。 、 、 、 、かれていた松葉杖です 高校を卒業して 就職をして 楽しい毎日を送ってきた中で 彼女は病気になって

女性としてもつらい大きな手術を受けました。でもがんばってその手術を受けて、その後、肝臓にがんが転

移をして、大きな手術をまた 回受けました。がんばって。彼女がホスピスの相談にきたときの格好は、細2
身のスリムのパンツに、かかとの高いミュールサンダル。まつ毛の長い、とてもきれいな女性でした。おし

ゃれなんだなと思っていたんですが、彼女の病気は腰の骨と足の骨に転移をしていたんですね。ですから、



- 8 -

私たちのように、かかとをしっかり地面につけて歩くことができなくて、それで、かかとの高いミュールサ

ンダルを履いて、つま先だって歩いてきました。

そして、今までの長い治療の経過を話をしてくれました。話し終わった後、私は彼女に 「あなた頑張った、

ね」って 「つらかったでしょう」というふうに声をかけました。すると、彼女の大きな瞳から、みるみる間、

、 。「 、 。」に涙が盛り上がってきて 本当に病棟中響き渡る大きな声で彼女は泣きました つらかった つらかった

何がつらかったかというと、総合病院の中の大部屋で、彼女が入院していると、彼女のように若い女性とい

、 。「 」 。うのは珍しいので 興味本位でいろいろな方がきいてくるんだそうです あんた若いのに何の病気ね って

そのあと言われるのが 「若いのですぐ治るさ」と簡単に言われる。私の病気はそんなもんじゃないんだよと、

言いたかったけれどって。くやしかったというんですね。彼女は大きな声をあげて泣きました。

、 、 、彼女が大事にしたかったことは 彼女のように若くてきれいな子が車いすで町なかに出ていくと やはり

日本はまだまだ好奇の目でじろじろと見られる。彼女は、それが、とてもいやだったんですね。ですから松

葉杖だったら、友だちと一緒に目立たずにショッピングに行けるから。理学療法士さんが彼女のために業者

さんから取り寄せてもらったピンクの松葉づえで、彼女は一生懸命に歩く練習をしました。

彼女の人生の中で、彼女の２本の足で立って一緒に写った写真が、今では私の宝物なんです。

彼女の願いどおりに、なかなか松葉杖をついてショッピングに行くことはできませんでしたけれども、ベ

ッド上の生活になっても、たくさんのお友達が毎日のように来て、彼女のお部屋からは楽しい話し声がいつ

も聞こえてきました。

彼女の旅立ちは突然のことでした。

ある朝、私が出勤すると、彼女のお部屋から大きな声が聞こえてきました 「もういやだ、もういやだ、家。

に帰りたいよ。もういやだよ」と。お部屋にとんでいきましたら、彼女は、モルヒネの注射のチューブを引

きちぎろうとしていました 「もういやだ。こんなところにいたくないよ。家に帰る」と言って泣いていまし。

た。その注射をはずして、かわりのお薬を使って、そして少し安定剤をうって、少し休んでもらうことにし

ました。そして、別室でお母さんと先生と私とで相談をしました。お母さんは「あの子を家に連れて帰りま

す」と決断なさいました。お部屋に戻って、お母さんが彼女に「おうちに帰るよ」と言いました。すると彼

女は「うん」と言って、とってもいい笑顔をしたんですね。そこで、私たちが帰る準備をしている時に、彼

、 、 、 。女は 大きなけいれん発作を起こして おうちに帰ることなく あっというまに天国に旅立っていきました

受け持ちの看護師も私も、本当にあまりのことで、本当に悲しかったです。泣きました。彼女の旅立ちの

衣装はウェディングドレスだったんですね。お母さんは、彼女が生きている間に、どうしても彼女にウエデ

ィングドレスを着て欲しくてウエディングドレスを準備していたんですね。私たちは、彼女をお風呂に入れ

てあげて、きれいに髪を結ってあげて、お化粧をして、きれいにウェディングドレスを着せてあげました。

とってもきれいだったので、お母さんが写真撮ってくださいと言って、写真を撮りました。私は、彼女のこ

とをかわいそうとは思わないんですね。かわいそうという言葉で表現したくありません。彼女は、どんな時

でも頑張って、その時できることを一生懸命しようと努力をしました。だから、私は、彼女のことをとても

尊敬しています。そして、このようにお話をする機会があるときは、必ず彼女の話をするんです。彼女がど

んなに頑張って生きたかを伝えたくって。そうすることで、彼女が生き続けているという証にもなるのかな

というふうに思います。本当にがんばった子なんですよ。

９ この世を生きていくために大切なこと

、 。 。 、この世を生きていくために必要なことは 愛されること 愛されていると感じさせること そのためには

そばにいてあたたかい気持ちになるような、そんな人になること。そして、先ほども言いましたね、言葉は

いらないんですと。ただただ聴くこと。その人がどんな風に思っているのか、じっくりと耳を傾けること。

そして、聞いた後には、その人へのメッセージをちゃんと言葉で伝えるということなんですね。

日本人っていうのは、察する文化なので、言葉がなくても察してくれよと言う人も多いんだと思うんです

が、やはり大事なことは言葉でちゃんと伝えないといけないんだなと思うんですね。それは、特別なことで

はなくて、先ほど校長先生がおっしゃっていました、みなさんは、とてもあいさつを良くする生徒さんなん

だよと、教えてくださいました。本当にそれなんですね。あいさつですね。そして、お家の中でも、言葉で

もって思いを伝えることの大事さ。

おはようとか、おやすみなさいとか、ごちそうさまとか、ありがとうとか、ごめんなさい・・・とか、な

かなか照れくさくて言えないかもしれないけど、どうぞ言葉に出して、お父さんやお母さん、ご家族の方、
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あるいはご兄弟の方にどうぞ伝えてください。そうすると、言葉でもって家族でコミュミケーションをして

いる家族というのは、もしもその家族の誰かが何か大変な出来事があったときに、たとえば病気になったと

きに、家族力ってすごく増すんですね。それは、つらい時はつらいと言ってもいい環境。うれしい時はうれ

しいと一緒に喜んでもらえる環境。それが、その人を支えるということになるわけなんです。どうぞみなさ

ん、まずは、ご家族の方にありがとうとか、そういうメッセージを言葉でもって伝えてください。

【亭主関白のご主人が奥様に伝えたひと言】

ご高齢のご夫婦で、とても亭主関白なご主人様がいらっしゃいました。その方は、言葉はなく、あごであ

るいは手で、奥さまに指図をしてました。すると、その奥さまはそれを理解して、かいがいしくお世話をさ

れていました。その患者様は、心の中では奥様に感謝しながらも、それを恥ずかしくて奥様に伝えたことは

ありませんでした。ですから、私は、奥さんが一緒におられる時、わざと「○○さん、奥さんのことを愛し

ていますか？」という風に聞きました。すると、その方は、一瞬黙って、そして眉間にしわをよせて、目を

、 「 、 」 、 。 、つむって 一言 はい 愛してます というふうに 棒読みでおっしゃいました そばにおられた奥さまは

目をまんまるくされてびっくりされました。私がお部屋を出て行って、その後を追いかけるようにして奥さ

まは 「師長さん、結婚してン十年。初めて言ってもらえました」と、うれしそうにおっしゃいました。そし、

て 「これで私、生きていけます」というふうにおっしゃいました。亭主関白のご主人が、勇気をもって言っ、

た一言が、その奥さまのそれからの生きる支えとなっているということなんですね。

本当に、言葉って大事だなと思います。

【娘さんがお母さんに伝えた最後のひと言】

つい先日のことです。東京におられる娘さんが、お母さんの 期に間に合うことができませんでした。そ

の時に、ホスピスの看護師は、どうしたかといいますと、徐々に徐々に弱くなっていく呼吸のそのお母さま

のそばで、娘さんの携帯電話に電話をしました 「お母さんに声を聞かせてあげてください」と。他の家族が。

見守られる中、その娘さんは、携帯電話を通して、お母さんに「おかあさん、ありがとう」っておっしゃっ

たんです 「おかあさん、ありがとう。おかあさんのこどもでよかったよ」と言って、それこそ大声で。周り。

にいる私たちも、その言葉を聞いて泣きました。その言葉が聞こえたかのように、その患者さんは大きな呼

吸をされたんですね。人間の聴覚というのは、 後の 後まで残るそうです。目をあけたり、ものは言えな

くなっても、耳はちゃんと聞こえているそうです。その娘さんの叫ぶような「ありがとう」の一言が、その

方の旅立ちのときに、娘さんからお母さんへのメッセージだったんですね。

どうぞみなさん、大事な人に大事なんだよというメッセージをお伝えください。

【人間の生きようとする力 ～ １９歳の患者様】

私は、今ホスピスで勤務をしていて、とても多くの方々の旅立ちを見守らせていただいています。そんな

中で一番印象に残っている、高校生のみなさんに一番近い彼の旅立ちをご紹介したいと思います。

１９才で高校卒業したばっかり、就職した彼ががんだとわかったときには、がんは、彼のおなかいっぱい

に広がっていました。そして、外科病棟からホスピスに移って来られました。

お母様は、療養の中、彼が言っている言葉をずっとノートに書きとめておられたんですね。また、病状が

悪くなる前から、彼はおかあさんに 「おかんのこどもでよかった」というふうに言っています。カトリック、

信者さんでしたので 「俺は復活するのかな。でも、俺は復活しないで、天国でみんなが来るのを待っとく。、

天国でもまた今の家族で暮らしたい」とお母さんに言っています。病状がだんだん進んできて、彼は、ひと

ときもおかあさんがそばをはなれるのをいやがりました 「おかん、どこにも行くな、ここにおれ」と言って。

いました。本当にきつくなったときに、本当にふりしぼるように、彼は 「おかん、もっと俺に生きとってほ、

しかや」というふうに言っているんですね。すると、お母さんは彼にこう言っています 「生きとってほしか。

よ。でもね、どうしてもきつかったらね、光が見えるやろう。その光に向かって、まっすぐ進みなさい」と

いうふうにお母さんは、彼に言っています。私は、信仰の力は大きいなというふうに思います。おかあさん

だって死んだことはありません。お母さんが経験したこともない、誰も経験したことがない道を、我が子が

進んでいくわけですね。そのときに 「光に向かってまっすぐ進んでいくんだよ。そこに神様がいらっしゃる、

からね」ということなんですね。

そして彼も、とっても素直でいい子なんです。でも、そんな特別なということではありません。でも、そ

の彼が、自分が旅立ったあとも、家族の支えになる言葉をこうして残しているんだということなんですね。
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私は、人間の力というのはすごいなというふうに日々感じています。生きようとする力、そして、なおかつ

死をむかえても生き続けようとする力が人にはあるんだなというふうに実感をします。

そして何よりも、看護の仕事をしていて、このような出会いをいただくということは、とてもありがたい

なというふうに思います。もちろん、一生懸命に看護する方々が旅立たれるというのは、とてもつらく悲し

いことです。ですけれども、やはり私も、あとから逝く身です。そうなったときに、いつも私は、その方を

お送りするときに 「またお会いましょうね」と言って送るんですね。、

１０ 人が人生の最後に学ぶこと

人が人生の 後に学ぶことは 「家族のために生きること」というふうにも言われています。、

私たちが元気なときは、自分のために生きていると思うんですよね。人のために何かをしなさいとか、人の

ために生きると言うことは言われていますが、でも何よりも大事にしないといけないのは自分自身のことだ

と思います。やはり、私たちは自分自身のために生きていかなければいけない。でも、 後に学ぶのは、家

族のために生きること。

急に病状が悪くなられて、まだまだ家族がその現実を受け入れられなくて、でも、その家族がその現実を

受け入れるのを待つかのように、息を引き取られるということもあります。それはまさしく、ご家族のため

に生きている姿なんだなというふうにも思います。さきほどの 歳の彼にしても、その 歳の彼女にして19 23
も、自分のためもあったかもしれない、でも、でもその姿を焼き付けて生きていくそのあとの家族のために

も生きていることなのだと、そういうふうにも私は思っています。

一生懸命な人生を生きてきて、そして、 後に家族のために生きるということを学んで、そして、旅だっ

ていくのかなというふうにも考えます。

１１ おわりに

死というのものは、本当に悲しいです。でも、わたしが大事にしていることは、死を悲しいだけのできご

。 、とにしたくないなということなんですね 一生懸命に生きてこられたその人の人生の総仕上げのその時期に

私は今仕事をさせていただいています。そこに立ち会わせていただくということは、その方の人生の総仕上

げを、いかにご家族と一緒に迎えていただくかということなんですね。人間の共通点というのは 「みんな違、

う」ということ。もう一つの共通点は 「みんな死を迎える」ということなんですね。本当に身を低くして、、

色々なことから学んでいきたいなというふうに思っております。

みなさんも、今からそれぞれの色々な人生を歩んでいかれることだと思います。自分の大切にしているも

のは何かな。自分らしさって何かな。そして、自分の大事にしているものは、大事にしている人は、その人

が大事にしているものは何かな・・・そのようなふうに時々考えながら、そして、ご自分らしい人生を歩ん

でいってください。

以上で、私のお話を終わります。たいへん静かに聞いていただいて、ありがとうございました。


