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あなたの物語を聴かせてください。
～在宅患者さんの人生の物語を綴って～
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１０）結語

このように、自宅での生活によって、病気の進

行を抑えたり、傷害された脳を再度活性化させ

たりすることがあると考えます。
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はじめに

地域包括ケアセンターいぶきは滋賀県米原市に

位置する公設民営の複合施設である。

地域包括ケアセンターいぶきの診療所は在宅支

援診療所である。現在、医師２名と看護師で、

２０１２年度での往診訪問診療の件数は延べ人数

１，３３２件、実人数１５１人であり、在宅での看取り

も積極的に行っている。昨年の看取り件数は３７

件である。訪問看護ステーションや居宅介護事

業所など内外の他サービス事業所と連携して患

者さんのケアにあたっている。在宅でお看取り

をさせていただくと、亡くなられた御本人、ご

家族などが本当の親戚でもあるかのように親密

な関係を持たしていただく事がある。看取りの

経過で、患者さんご本人やそのご家族から、患

者さんのいままでの歴史や、ご家族の思い出な

どを聴かせていただくことがある。その方の生

きておられた証しを振り返るように、たしかめ

るように話される。患者さんがまったく話すこ

とが出来ない状態でも、ご家族とお話をして聴

かせていただくことで患者さんに身近に寄り添

うことが出来る。それはまるで一緒にその方の

人生を振り返るようである。

患者さんが亡くなられた後に、患者さんのお話
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を思い出し、物語にしてお渡しする事がある。

その物語はケアにあたったスタッフの振り返り

としても意味あるものである。
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なぜ物語を作成するにいたったか・・？

患者さんがなくなられた後に、ケアにあたった

スタッフとご家族、ご友人などで偲ぶ会を開催

することがある。その時の患者さんの紹介をす

るにいたって、昔話風に紹介したところ、ご家

族から「患者さんの人生を振り返るようだった。」

と感想をいただいた。また、物語を綴っている

ことで、私自身がその方を通して、振り返りを

していると感じたからである。

患者さんから、ご家族には直接いえない感謝の

気持ちなどを聴かせていただくこともあり、そ

れを伝えなければと思った。また、患者さんか

ら聴かせていただいた思い出のなかで、ご家族

も知らない歴史があり、それを形にして伝えな

ければ、忘れ去られてしまうのではないか？患

者さんは悲しいのではないか？と思ったからで

ある。
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目的

今回、ある事例を通して、物語を作るに至った

経緯、その後の物語を通じてのご家族や、スタッ

フの変化、などを振り返る。スタッフが作成し

た物語を、患者さんが亡くなられてから２年経

過した後、娘さんが挿絵を描き、思い出を書き

足して、完成させて下さった。スタッフ、ご家

族で作成した物語を、ぜひ報告したく今回の発

表とする。

方法

ある事例を通して報告する。

どのような経過で、スタッフはどう関わらせて

いただいたかを報告する。患者さんの物語を作

成した動機などもあわせ、物語をご家族にお渡

しした後、どのように感じてくださったか、ご

家族やスタッフの気づき、合わせて報告する。

それがどの様に御家族を亡くされた悲しみから

立ち直るのに関与できていたか、どのような効

果があったのか、考察する。

:

症例：９２歳、女性。食道がん末期、認知症。長

女と二人暮らし。主介護者は長女。

認知症にて週２回デイサービスを利用さ

れていたが、食事量が少しずつ減少し、

痩せがめだってきた。嘔吐、腹痛を訴え

られ診断される。

積極的な治療は望まず、自宅で最後まで

看取りたい。

出来ることは長女が自分で介護したい、

と希望。

訪問診療を２０１１年３月から開始。
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経過

２０１１年３月、自宅にて、医師、看護師、ケアマ

ネなど集まり今後のサービスなどについて話し

合う。これが、患者さんを含めた家族の始まり

であった。

診療所からは適宜、往診、訪問看護、調子の良

い時、デイサービス、訪問入浴、利用される。

２０１１年５月初めころより、寝たきりとなる。長

女さんの意向にて、訪問介護など利用せずでき

ることは自宅でしたい、と希望される。

認知症のため、時折錯乱されることあり。痛み

に対して、デュロテップパッチ、オキノームな

どの麻薬使用。

アロママッサージを施行したり、不安感の強い

時は唄を唄ったり、三線を持っていき演奏をす

ることもあった。ケアにあたって、患者さんの

若いころのお話、苦労した話、亡くなったご主

人についてなど聴かせていただいた。長女さん

も知らなかった話などもあり、思い出に浸る時

間を共有させていただいた。

�

介護疲れから長女さんも不安感が強く、不眠な

ど訴えられるようになった。訪問診療、訪問看

護、ケアマネなどでフォローしていた。訪問診

療の際に時折、長女さんが好きなコーヒーを持っ

ていき、お菓子で自宅カフェをして長女さんが

リラックスしてお話できる癒しの時間を作っ

た。長女さんの話を聴くだけであったが、長女

さんだけでなく、スタッフにとっても、なによ

りの癒しの時間となった。

診療所看護師に、長女さんから、不安の訴えや、

わからないことについて、電話、メールが頻回

にあり。その都度、安心して介護できるよう連

絡をとりあった。

主治医不在時など、研修医、診療所看護師、ケ

アマネが頻回の訪問、対応してフォローする。

２０１１年６月、余命間もないことを長女さんに伝

え、遠方の親族が集まられた。

一夜孫に見守られ、孫に抱きしめられ、思い出

話などされ過ごされる。その夜、患者さんを囲

んで家族写真をとられ、唄を唄ってすごされて

いた。

翌朝未明に亡くなられる。

看取りの際に、医師、看護師、ご家族で「故郷」

を斉唱した。長女からは「みなさんのおかげで

悔いのない介護ができました。」といわれた。

エンゼルケアは自宅にて、診療所看護師が、長
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女さん、お孫さんと一緒にさせていただいた。

その時も、お孫さんからいろいろな思い出を聴

かせていただいた。

亡くなられた後、一人になられた長女さんのも

とを数回訪問させていただいた。長女さんは悲

しみとご家族を亡くした喪失感、一人暮らしに

対する不安などに辛い日々を送っておられた。

時折、患者さんがおられた頃のように、コーヒー

を持ってお家カフェをした。私たちスタッフも、

親戚であるかように、患者さんを亡くした喪失

感を共有させていただいた。
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亡くなられた１か月後、患者さんの偲ぶ会を開

催した。

訪問看護や訪問診療などで撮った写真、その時

の思い出などをスライドにし、自宅で開催させ

ていただいた。

偲ぶ会は、ご家族のみならず、ケアにあたった

スタッフの振り返りとしてもよい機会であっ

た。なかなか日々の忙しさに追われ、自分自身

のケアなどに振り返る余裕がない。亡くなられ

た後のご家族が、どのような思いで過ごされて

いるかなど考えられる余裕がなかったと反省し

た。

偲ぶ会で長女さんが娘さんたちにこう言われ

た。「私は母に抱きしめてもらうことがありませ

んでした。でも、母が亡くなる少し前から私が

抱きしめてあげられるようになりました。あな

たたち（娘さん）にもいままで抱きしめてあげ

られなかったことを、この場を借りて誤ります。

これからは私があなたたちを抱きしめてあげ

る。いままでごめんね。」

自宅で介護をしていて、みんなに支えられたこ

とで、いろいろな事を考えることができた。そ

うして、抱きしめるということが出来るように

なった。家族がひとつになることができた。家

で看取れていなければ、こんなことができない

ままだったかもしれない、と。

この言葉に皆が感動した。在宅でのお看取りを

とおして、本当にいままで出来なかったことや、

伝えられなかったことが伝えられるように出来

た。在宅での看取りならではの良さかもしれな

い、と私たちも改めて考えさせられた。
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そうして、偲ぶ会の中心となる患者さんの物語

や、聴かせていただいたお話を物語として作っ

てみた。まとめていくうえで、この患者さんを

ケアしていて感じたことや、患者さんの想いな

ど様々なことを思い出し、これをご家族にきち

んと伝えなければ、という思いにかられた。

その思いから、患者さんの知っている限りを物

語に書き始めた。ご自宅の近くにある樹齢１０００

年以上の桂の木にちなんで「桂の木物語」と名

付けた。主治医にも物語に共著していただいた。

亡くなられてから、１００日ほど経過した後で、物

語を書き終え、お渡しすることが出来た。登場

人物は主人公である患者さん、長女さん、主治

医、看護師などケアにあたったスタッフであっ

た。
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結果

物語をお渡しした後、ご家族からメールをいた

だいた。

「物語を読んで、感動して涙が止まりませんでし

た。本当に大切なことを思い出しました。あん

なこともあった、こんなこともあった、といろ

いろ思い出しますが、良い思い出しかありませ

ん。介護は大変だったけど、いろんな方にサポー

トしていただいて、なんとか乗り越えることが

出来ました。一人ではないと感じました。いま

も一人ではないし、母がいてくれるし、皆さん

がいてくださる。１つの節目になりました。」

数日後、再びメールが届いた。

法事で集まった、娘さん（患者さんのお孫さん

たち）に物語を読んでいただいた、と。みんな

で泣きながら読んだ。改めて家族の大切さなど

を感じてくださったとのことだった。
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患者さんが亡くなられてから、２年が経とうと

したある日、長女さんよりメールをいただいた。

「桂の木物語」の挿絵を描いて、一冊の本にしま

した。見に来てください。

お母さんを亡くされてから、こもりがちだった

のが、少しずつ趣味の絵を描き、バイトを初め

て、なんとか暮らしている、と。自分のこれか

らの生活を少しずつ考えはじめた、と。

ある日、ふと物語を思い出し、一冊の本にしよ

うと思った。書き始めたら、一心不乱に何日か

書いた。自分で感じたことや思い出を付け加え

て完成したとのこと。書き終わった後は、すっ

きりした。ずっとつかえていたものが取れたよ

うな、すがすがしい気分であった。感謝の気持

ちでいっぱいです。これをケアマネさんたちに

も見ていただきたい、と。ちょうど３回忌を迎

えるまでにこの物語が完成してよかった。

これからの人生を母に見守られながら生きてい

きます。

預かった一冊の本はすべて手書きであったが、

かけがえのない一冊の物語であった。ケアマネ

さんやケアに関わった人たちに観ていただい

た。

物語は、３回忌の法要の折にも、集まった親戚

の方たちにも見ていただいたそうだ。物語を読

んで、昔のことを思い出されたり、故人のこと

に想いをはせたりしてご親戚の方も様々な形で

偲んでくださったそうだ。

「家でこんなにしてもらって、看取られて、しあ

わせや。」と言ってくださったそうだ。中には物

語をコピーして何度も読まれた方がおられ、「物

語を読んで、若いころ仕事をしていたころを思

い出した。懐かしい。」と感想をきかせていただ

いた。いろいろな人が、この物語で感じ取って

くださったそうだ。１編の物語がこのように形

になり、地域の方が何か感じとってくださった

ということは、感慨深い。
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物語の最後には「お母さん、産んでくれてあり

がとう。」と記されていた。そして亡くなられた

患者さんに抱きしめられる長女さんの絵が添え

られていた。

私たちスタッフは再び、患者さん一人一人がご

家族にとって、どれほど大切でかけがえのない

ものであるか改めて考えさせられた。そうして、

この長女さんを通じてご家族を亡くされた悲し

みがどのように深く、辛いもので、少しずつ立

ち直られる経過を教えていただいた。
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物語を書いた看護師にも、この患者さん親子を

通じて、自分の両親や祖父母などを思い出し、

想いを重ねながら書いていたことに気付いた。

また、物語を共著した主治医にもその時の気持

ちなど尋ねた。物語を書いているときは、記憶

が新しいうちに早く完成させないと、という気

持ちだったそうだ。長女さんに物語を完成して

いただいて、主治医も自分自身のケアを振り返

ることができた、と。

あらためて、患者さんのかけがえのない人生に

関わらせていただいたことに、うれしい気持ち

と感謝の気持ちを思うとのことだった。

今回、この発表するにあたり、長女さんにイン

タビューをおこなった。物語について尋ねると、

こう答えられた。物語を完成させたときは、こ

れで吹っ切れた、終わったと思っていた。しか

し、母の人生はこれだけではなかった、もっと

いろんなことがあったと思い始めたそうだ。そ

れを少しずつ思い出し、自分のこれからの人生

に生かしていくことが、これからの課題だと思っ

ている、と言われた。

また、「自分の家で、看取ることが出来て、本当

によかった。人生のなかで素晴らしい思い出に

なった。」

{|

考察

・患者さんに関わらせていただいた経過を、物

語という形で残すことが出来たが、記録とし

て残すことは大切であると実感した。これは

ご家族だけでなく、ケアにあたったスタッフ

やご親戚の人たちにも振り返りとなった。

・患者さんを亡くされたご家族の立ち直ってい

く経過を、物語を通してみることが出来た。

・長女さんはお母さんの物語を完成させる経過

によって、亡くされた悲しみを浄化されてい

たのだと考えられる。これは亡くなられた方

への手紙などを書いて、悲しみから立ち直ろ

うとするカタルシス効果（浄化）ではないか

と推測される。
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・今回はスタッフが書いた物語を、ご家族が完

成させた。スタッフもこの物語が完成して、

たくさんの癒しをいただいた。ホスピスなど

では、ターミナルの患者さんが自分史を残さ

れたり、俳句や短歌、絵画などを残される事

例もある。この物語はご家族の歴史であり、

写真と思い出話をもとに完成させた物語であ

る。しかし、今回は在宅でお看取りをされた

患者さんの、ご家族とスタッフが一緒に物語

を完成させた点で、意義深いものであった。

・物語を描いた看護師もこの患者さん親子によ

りたくさんの事を教えていただいた。患者さ

ん親子の物語を通して、自分自身のケアを振

り返っていた。自分のケアだけではなく、自

分のこれまでの生き方やあり方などを振り返

り、自分が今あることへの感謝の気持ちなど

を感じることができた。ご家族へのグリーフ

ケアが、私自身のケアになっていた。

・物語を書いているときは、ただ長女さんにお

渡しするため、書洩らしがないようにと一生

懸命書いていた。書き終わった後これで終わ

りだとおもっていた。しかし、患者さん親子

の物語は終わったわけでなく、脈々と続いて

いるのだった。

Eキューブラー・ロスによると、「死のとこにあ

る人たちが教えてくれた意外なレッスンは、致

命的な病気の宣告を受けた時に病気が始まるの

ではなく、そのときに人生が本当に始まるとい

うことだった。」～ライフ・レッスン～

「死は門である。終わりではなく、そこをくぐ

りぬけて次へ向かう門である。」

～おくりびと～

たしかに、患者さんの死をくぐりぬけて、ご家

族、スタッフ、近所の方たちも次へむかってい

るのである。

患者さん、ご家族の人生の一ページに関わらせ

ていただいたことは、貴重な体験であったとと

もに、私にとってもかけがえのない人生の１ペー

ジであった。
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まとめ

・グリーフケアという観点からも、物語作りは

有効であった。

・地域の人たちにも物語を通して、感じ取って

いただくものがあった。

・患者さん、ご家族のみならず、スタッフの振

り返りにもなった。ケアに対しての振り返る

だけではなく、自分自身のあり方などを振り

返ることができる良い機会だった。その人生

の最後に関わらせていただいているものとし

て、あらためて誠実なケアを行わなければい

けないと言える。

・お看取りが終わった後も、患者さんとご家族

の物語は続いていることを確信した。

・私たちスタッフも、亡くなられたら終わりで

はないことを念頭において、ケアしていかな

ければいけない。

・今後も、患者さんとご家族の気持ちに寄り添

える寛容さと誠実さで関わらせていただきたい。
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