2006.7岡村昭彦の会 NO.16

米沢慧の各氏が招待されたこと︒
もう一つは一九八四年に昭彦が監訳したシシ
リー・ソンダーズ他編の﹃ホスピスケアハンド
ブッ ク ﹄︵一九八 〇年六月 第一回ホ スピス国 際
：
﹄︶
大会 の論 文 集﹃
を六月に雲母︵きらら︶書房から復刻刊行予定
であること︵序文は柏木哲夫氏︑ＨＰを参照︶︒
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1950年
●にのさかクリニック院長

年卒。長崎大学病院第1外科研修

療、地域医療などを修行、96年福岡

後、下関、大阪、長崎県で救急医

市に開業、現在に至る。

―ゆるやかなギアチェンジ』『在宅ホ

●共著書に『緩和ケアをはじめよう

スピスのススメ』（以上、木星社）、

など。

『余命六ヶ月から読む本』（海鳥社）

●バングラデシュと手をつなぐ会、Ｎ

国際保健医療協力の分野でも活動。

ＧＯ福岡ネットワークなどに参加し、

●にのさかクリニックのホームペー

ジは http://www.drnino.jp/

回 ＡＫ ＩＨＩＫ Ｏの会開催
今 年の ＡＫ Ｉ ＨＩ ＫＯ の会 は︑ 二〇 〇六 年
三 月二 一 日︵ 祝︶ 一 四時 より ︑東 京・ 神楽 坂
日 本 出版 ク ラブ 会館 で開 催さ れま し た︒ 南は
長崎︑北は北海道︑さらに大阪︑岐阜︑愛知︑
静 岡 ︑ 長野 と遠 方か ら の参 加者 も定 着︑ 懐か
しい出会いと交流の会ができました︒
は じめ に世 話人 の 米沢 慧氏 から ︑講 師紹 介
を かね て 岡村 昭彦 に 関し て直 近の 二つ の動 き
についての紹介がありました︒
一 つ は岡 村昭 彦 の蔵 書・ 資料 を所 有す る 静
岡 県 立 大学 で教 員・ 学 生が 中心 にな って 三月
一三日に﹁岡村昭彦の全体像に迫る │岡村文
書︵静岡県立大学図書館所蔵︶の可能性 │﹂
と いう シ ンポ ジウ ム が開 催さ れ︑ パネ リス ト
に長倉洋海︑廣田尚久︑細野容子︑吉田敏浩︑

長崎県生まれ。長崎大学医学部77

さて今年のＡＫＩＨＩＫＯの会は︑岡村昭彦
の﹃ 定本 ホスピス への遠い 道 ﹄︵二〇〇 〇年︶
以来六年ぶりに﹁ホスピスの現在﹂を採りあげ︑
九州・福岡を拠点に在宅ホスピス運動の中心的
リーダーの二ノ坂保喜医師に﹁在宅ホスピスの
創造性﹂についての講演をお願いしました︒
二ノ坂保喜医師は︑ホスピスケアを医療施設
のホ スピ スケアで はなく ︑﹁在宅﹂ という場 に
いのちの拠りどころをみて︑ケア事例の映像を
通して具体的に説明され︑さらにコミュニティ
ケアに関しては鋭い指摘とラジカルな提案があ
りました︒会場の参加者からの質疑応答も活発
で︑大いに盛り上がり︑みなさん︑
﹁納得した﹂
﹁切実なテーマだったので緊張した﹂等との感
想が聞かれました︒
第二部懇親会では︑二ノ坂さんを囲んでいつ
もの通り愉しい会となりました︒参加者六〇名︒
講師●二ノ坂保喜氏について

第

コミュニティケアと「看取りの文化」
Ninosaka Yasuyoshi
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二ノ坂保喜氏をお迎えして

講演中のＤｒ．二ノ坂氏

在宅ホス ピスの 創造性
二ノ 坂保喜
福岡からやっ て きまし た二ノ 坂と 申し ます︒
今日は︑﹁私と 岡村昭彦との 出会い ﹂と ︑私
が実際に やっ てい る ﹁在宅ホスピス がどうい う
もの なの か﹂とい うこと ︑そこから私なりに 考
えて きたこと をお話させてい た だけたらと 思っ
て おります︒
私は昨年の 暮で 五五歳になりまして ︑今年で
五六歳になります︒岡村昭彦が亡くなっ たの が
五六歳︒そうい う歳にめ ぐりあわせたかなあ︑
と 思っ て おります︒私は岡村昭彦と 直接お会い
し たこと はありません ︒おそらくお会いしてい
たら︑私みたい な人間は一喝されて ︑もう二度
と 近寄れなかっ たのではない かと 思っ ておりま
す︒
岡村昭彦との出会い
岡村昭彦集６ ﹃ホス ピスへ の 遠い 道﹄︵筑摩
書房刊︶との 出会い が岡村昭彦との 最初の 出会
い でし た︒この 本が出されたの が一九八七年︑

すごく読み づらい 感じがし まし たけど︑引き寄

す︒文章としては慣れない せい もあっ たの か︑

うな感じで 飛び込んで 来たこと を覚えておりま

のこと ばとか 思想が︑投げつ けられるとい うよ

で 何気なく手にとっ て 開い てみた時︑岡村昭彦

私がこれを見たの が八八年の 一月でし た︒本屋

私にとっ ては新鮮でし たし ︑衝撃的でし た︒

してのホスピス ﹂とい う言葉と 考え方がすごく

なんといっ ても 最初に 出て くる ﹁人権運動と

こと をこの 本を通して 学ぶこと ができまし た︒

感じる ︑そこ から考えなくてはい けない とい う

ミ ズム の 中で 私たちが生きてい るとい うこと を

の かとい う問題だと 思い ますが︑大きな ダイナ

そしてこの 本を読ん だこと がきっ かけになっ

せられるよ うに 読み まし た︒そしてこの 本を通
して ︑私がそれまで 知らなかっ た世界を知るこ
一つ はホス ピスの 源流がどこに あるのかとい

を始めまし た︒一〇冊 ずつ ぐらい まとめて 買っ

年から﹁バイ オエシッ クスと 看護を考える 会﹂

て ︑い くつ かの 活動を福岡で 始めまし た︒九二

うことで す︒アイルラン ドでマ ザー・メ アリー・

ては人に 配っ たりし な がら︑一緒に ︑とにかく

と ができたと 思い まし た︒

エ イケンヘッ ドが近代ホス ピスの 礎を作っ たと

そのこと を通して ︑実際の 私たちの 現場での

その まま読ん でみよ うとい うことで 勉強会を始

安らかに 死ん でい く場所すら与えられない よ う

看護︑臨床の 問題を考えてい こ う︑と 毎月一回

い うこと ︑その 背景に はアイルラン ドがイ ギリ

な人々に 対してせめて 安らかな最期をとい うこ

の 勉強会を続けまし た︒少ない 時は二︑三人多

めまし た︒

とで ︑ホーム としてホスピス が始まっ たとい う

い と きは二︑三〇人とい うかたちで ︑二〇〇〇

ス から虐げられた長い 歴史があること ︑そして

ことも知りまし た︒

ギリスの 歴史の 裏面を知るとい うことでし た︒

アイルラン ドの 歴史を知ることは︑必然的にイ

なの か︑歴史の 流れを知ること ができまし た︒

い こ うとい うスタン スでやっ てきまし た︒毎月

分たちのバイ オエシッ クス 的な考え方を鍛えて

はなく︑い ろん なテーマ を取り上げな がら︑自

﹁岡村昭彦がこ う言っ たからこ うなん だ﹂で

年位まで やっ たよ うに 覚えてい ます︒

そし て 岡 村 昭 彦 がい つ も テ ーマ にし てい た

必 ずレ ポートを出して ︑次の 会につ な げるとい

それからアイルラン ドとい う国がどうい う国

﹁われわれはどこ からきて どこにい くのか ﹂と

うこと をやっ てきたので す︒

一年かかっ て ﹃ホス ピスへ の 遠い 道﹄を輪読

い う︑いっ てみれ ば歴史と 現代とのつ ながり︑
私たちがこれからどうい う世の 中を作っ てい く
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住い になるとい う機会があっ て ﹁い の ちを考え

世話人で ある 大住敏子さん が︑福岡に 五年間お

きて きまし た︒ちょ うどＡ ＫＩＨＩＫＯの 会の

そ うし たこと を続ける 中で 人のつ な がりもで

を決めて デイス カッ ション もし まし た︒

オエシッ クスの すすめ﹄を輪読︒時にはテ ーマ

し ︑次に 木村利人氏の ﹃い の ちを考える │バイ

初から疑問をもっ ておりまし た︒

ではない かと 思い ます︒そのことに 関して ︑当

ぽり入っ てし まうとい うのと ︑ちょっ と 違うの

は欠かせません が︑医療の 中にホスピス がすっ

ても 大事なことで すので ︑ホスピスケアに 医療

ホス ピス ケアは症状や痛み を緩和すること はと

に 取り込まれてい るとい うことで す︒もちろん

アを受けた︑たまたまそうい う恩恵を受けたで

もいい 先生に 出会っ たとか ︑ホス ピスでいい ケ

ホスピスケアを受けられて ありがたい ︑とて

ス ピスとい う考え方が欠如してい るので す︒

こと は権利だと 思い ます︒その 権利としてのホ

い ︑そして 思い やりの ある 暖かなケアをうける

を 迎え ら れる よ うに 症 状 や 痛み をとっ て も ら

ん に きてい た だくなど︑岡村昭彦のい ろん な面

い う筑豊の 上野英信さんの 息子さんの 上野朱さ

お話とか ︑それから岡村昭彦が寄宿してい たと

がちょ うど福岡に おられたので ︑そうい う方の

取材で 岡村から怒鳴られたとい う川野一宇さん

ＮＨＫ の アナウン サーで ︑訪問イン タビュ ーの

た︒その 間に 米沢慧さん や吉田敏浩さん ︑また

写 真 展と 講 演 会の 準 備 を 二 年 ほ ど や り まし

ない といつ も 言っ てい るん で す︒

ラム を持たない ホスピス は︑僕はホス ピスでは

す︒これは大きな間違い で ︑在宅ケアの プロ グ

か 聖ヨハ ネとか︑そうい う建物を思い 浮かべ ま

にホスピスといっ たと きに は︑ピースハ ウスと

何ベッ ドあるとかとい う話になります︒一般的

ホス ピス が日本にい くつ あるとか ︑ホスピスに

とい う捉え方︑例え ばい まホスピスとい うと ︑

えられてい ることで す︒施設としての ホス ピス

それからも う一つ は箱物としてホス ピス が考

か︒

ピス を振り返る 必要があるのではない でしょ う

味︑その 原点に 立ち返っ て ︑い まの 日本の ホス

ての ホス ピス ﹂と 岡村が言っ た︑この 言葉の 意

そ うい うことから考えると ︑﹁人権運動とし

ます︒

ケアを受けられること が必要ではない かと 思い

わけで すから︑みん な が思い やりの ある 暖かな

終わっ ていい の だろ うか︒誰でも が死んでい く

る 写真展と 講演会﹂を行なうこと ができまし た︒

を知り︑
学んでい こ うと 準備に 力をい れまし た︒

提供するの がホス ピス ケアの 思想で すので ︑そ

ても ずい ぶん 出て くるよ うになりまし たし ︑国

最近は在宅ホス ピスとい うこと が︑言葉とし

開業して一〇年〜在宅ホスピス医として
うすると 在宅が可能で あれ ば在宅が一番︑それ

の 動きとしても在宅にもっ てい くとい うよ うな

本来︑最後の 時を過 ごす︑その ためのケアを
私自身の 活動分野に 入ります︒い までこ そホ

がで きなけれ ば次善の 策としてホスピス を選ぶ

動きが出てきております︒

現代日本のホスピスへの疑問
ス ピス が随分市民権を得て きてい ますが︑一〇

とい うの が基本だと 思い ます︒現在の 日本では

この 会でも 話をされた山崎章郎さん が︑昨年
も う一つ 大切なこと は︑私たちが病気になっ

られまし た︒朝日新聞に ﹁山崎章郎の 在宅医を

うの をつ くっ て ︑在宅コミュ ニティ ケアを始め

︵〇五年︶の 一一月に ﹁ケアタウン 小平﹂とい
て 最期を迎えよ うと すると き︑心穏やかに 最後

るとい う点があると 思い ます︒

在宅は無視︑もし くはかなり軽く考えられてい

年前あるい は二〇年前はま だまだでし た︒
し かし 私が最初の 頃に 感じた現代日本の ホス
ピスに 関する 疑問は︑ほとん ど解決されてい な
い とい う気がい たし ます︒
その 一つ はホス ピス ケアとい うの が医療の 中
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さん は私と 同じ年代で ︑同じ消化器外科医で す︒

生きる ﹂とい う連載を書い てい ます︒山崎章郎
い ます︒

と を是非知っ てもらい たい と 思い ながら書い て

それと 関連して ︑ス アナ ・バル アさんとい う

バン グラ デシュ 出身の ドクタ ーでフィ リピン で

一〇年間︑桜町病院聖ヨハ ネホス ピスに 勤務︒

報を集めたり︑そ うい うネッ トワ ーク をつ くれ

こと が選択で きますし ︑ある 程度努力し たり情

医学生に 対して﹁金持ちよ り心持になれ﹂とか ︑

彼は﹁い の ちはレン ト ゲン に 写らない ﹂とか ︑

勉強し ︑日本でも 勉強し ︑現在ＷＨＯ で 働い て

その 後休職して ︑在宅ホス ピス を模索して 現在

ば可能で す︒でも 後で 紹介するバン グラ デシュ

そ うい う言葉で 人の 心を打つ 話をする 人で す︒

確かにい まの 日本で は︑自宅の 畳の 上で 死ぬ

始められたとい うことで す︒

だとかイン ドのケララ 州などでは︑選択の 余地

﹁い の ちはレン ト ゲン に 写らない ﹂確かにそう

﹃病院で 死ぬとい うこと ﹄
とい う本を書かれて ︑

このよ うな先駆者とい われる 人が在宅医とし

が限られてい ます︒そ うい うことも私たちは頭

だなと 思い ますし ︑とても 大事なこと だと 思い

い る 素晴らしい 人がい ます︒

て 在宅ホスピスに 具体的に 踏み 出し たとい うこ

に おい て おかなくてはい けない と 思い ます︒
権利が制限される 時代になっ たり︑経済的に 力

回で は︑私が最も 影響を受けた岡村昭彦の ﹃ホ

それから﹁ベトナム からホスピスへ ﹂とい う

ます︒

が落ちた時に 何ができるの かを考えな がら︑こ

ス ピスへ の 遠い 道﹄の 本につい ても書きたい な

今の 日本に おい ては可能で すが︑それが今後

と は世の 中の 大きな流れになると 思い ますし ︑
ひとつ の 方向性になるのではない かと 興味深く
思っ ております︒
私自身も開業して 一〇年︵その 前に 数年間あ

の 連載を書い てい ます︒

てい ます︒あとでこれに 書い た事例に 関してお

を見つ めて 生きる ﹂とい うテ ーマで 連載を書い

二月から地元の 西日本新聞に ︑週に 一回﹁死

版し まし た︒

めて ︑﹃在宅ホス ピスのススメ ﹄とい う本を出

い ろん なこと が見えて きまして ︑それらをまと

し た︒二〇年ちかく一つ のこと をやっ てい ると

常に 深い 本で す︒イン ターネッ ト上で 誰も が見

書い たマニュ アル 本で あり︑同時に 思想的に 非

人々と 一緒に 作り上げてい くのかとい うこと を

健衛生を守るのか ︑そして 具体的に どのよ うに

者のい ない ところで 地域住民がどん なふ うに 保

者の 本で ︑メ キシコで 活動してい る 人で す︒医

す︒これは デイ ビッ ト・ワ ーナーとい う生物学

﹃医者のい ない ところで ﹄とい う本がありま

をどん なふ うに 私たちが歴史的に 考えるの か︑

なると 思い ますが︑医師の 戦争責任とい う問題

こととか ︑それからこ れから特に 大切なことに

それからグリーフ ケアのこと ︑死の 準備教育の

ちのこと ︑アジアのい ろん なホス ピスのこと ︑

ス ︑そしてマ ザーテレ サで すね︑そうい う人た

リー・エ イケン ・ヘッ ドやシシ リー・ソン ダー

あとはホス ピス をつ くっ た三人の 女性︑メ ア

りますが︶︑在宅ホス ピス 医としてやっ て きま

話い たし ますけれども ︑こ ういっ たこと を新聞

られるよ うに オープン になっ てい ます

と 思っ て おります︒

が取り上げるよ うになっ たこと が︑私としては
その 中で ︑在宅で 最後を過 ごす︑在宅でい の

哲郎さんとい う医者を中心に ︑自治医大グル ー

く昨年だっ たと 思い ますが︑長野県に 住む色平

世界各国で 訳されまし た が︑日本で はよ うや

たい と 思っ てい ます︒

みと どまれるか︑そういっ たことも書い てい き

そしてこ れからの 厳しい 時代を︑医師として 踏

非常にありがたい と 思っ てい ます︒
ちを終えるとい うこと 自体がホス ピス ︑あるい

プが日本語訳を出し まし た︒

在宅ホスピスへ の 流れが次第に 加速しつつ あ

は在宅ホスピスの 目標や目的ではない とい うこ
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と 思っ て おります︒

とのいい 面︑悪い 面︑問題点なども指摘し たい

るとい うこと ︑い ろん な方面から見て ︑そのこ

思い ます︒

こと だけではなく︑問題点も 多く含ん でい ると

じます︒た だこれもどん どん 進め ばいい とい う

へ の 流れ が大きく加速されて きてい ること を感

で きる だけの 力と 人材と 経験を積み 重ねてい る

〇軒以上の 訪問看護ステーション が︑サ ポート

トしてくれてい ます︒し かも 一つ ひとつ 違う一

その ほとん どを訪問看護ステ ーション がサ ポー

新聞などを見て おりますと ︑こ れから在宅を

尋ねると ︑大部分の 人が自宅で 過 ごし たい と 答

す︒国民に 最期の 時期をどこで 過 ごし たい かと

方は︑本人の 意志がはっ きりしてい て ︑家族も

化で す︒最初の 頃︑在宅ホス ピスの 依頼に 来る

も うひとつ 大きなことは市民の 側の 意識の 変

とい うことで す︒
こ れはとても 大きなことで す︒

進めてい く動きが大きく出て おります︒実際に

えます︒一方厚労省は医療費を減らすために ︑

しっ かりしてい る 方たちが多かっ たで す︒

一つ は 国 民の 願い と 厚 労 省の 意 図の 違い で

在宅ホス ピス ︑在宅医療にかかわっ てい る 人間

当然在宅死を歓迎してい ます︒まさに 同床異夢

在宅ホスピスへの流れの問題点

からすると ︑明らかに 在宅ケア︑在宅ホス ピス

にしても ︑食事が入らない と きの 補給の 方法に

医療技術がかなり進歩し ︑例え ば人工呼吸器

うので ︑ ご主人と 息子さん で ︑文字通り戸板に

い 目にあっ て ︑この ままで は死ん でし まうとい

地方の ある 病院に 入院して ︑そこでとてもひ ど

例え ば福岡の 方である 民間療法を求めて 関東

しても︑在宅で 利用可能な技術が進歩して ︑在

載せて ︑車で 一晩かかっ て 福岡まで 逃げて 帰っ

で す︒

宅ホスピス を可能に する 状況があります︒

きてい ます︒生活をサ ポート するとい う意味で

すが︑訪問看護師の 役割がすごく大きくなっ て

きをどん なふ うに 考える だろ うかなと 思うんで

い うので す︒﹁じゃ あ︑私は帰る ﹂とい うと ︑

で は希望を持っ てはい けません ﹂とい われたと

法をやっ てい た︒するとホス ピス 医から﹁ここ

あるい はホスピスに 入院し ︑い ろん な民間療

て きたとい う方がい まし た︒

の 訪問看護師の 仕事は本当に 目を見張るよ うな

﹁帰る 途中で 死ん でも 知りませんよ ﹂とい われ

岡村昭彦が生きてい たら︑今の 訪問看護の 動

もの があると 私は思っ てい ます︒

い まで はそ うい うこと が昔話として 語られる

て 帰っ て きたとい う方もい まし た︒
ション は始まっ た ばかりでし た︒在宅ホス ピス

よ うに ︑病院からはかなり早い 時期に 依頼がく

一〇年前︑私が開業し た時︑訪問看護ステー
に きちんと 対応で きる 訪問看護ステーション は

動か さ な くて は な ら ない とい う 状 態で は な く

るよ うになりまし た︒本人も 寝たきりで 戸板で
い ま私のところで 在宅の 終末期のケアを必要

て ︑少なくとも自分で 何とか 歩ける ︑あるい は

ほとん どありませんでし た︒
と する 方が四︑五人常時い らっ しゃい ますが︑
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介護して くれる 家族に 負担がかかるとい うの が

うの はあります︒居住環境とか 経費負的担とか︑

﹁自宅で 最後まで 療養で きると 考えますか﹂

一番︑それから病状急変し たと きの 不安︑さら

くい る ﹂とも 読めますが︑同調査の 別の データ

とい う 質 問に 対し て 看 護 師は ﹁Ｙｅ ｓ ﹂ が 三

に 経済的負担が大きい ことで す︒

人によっ ては旅行もで きる ぐらい の 時期に 依頼

四％ ︒一般の 国民は八％ ︒ほとん どの 人が困難

経済的負担は︑働い てい た人が︑介護の ため

医者がい ない ︑訪問看護師がい ない ︑訪問看護

具体的には国民のニ ーズや希望につい て ︑終

だと 考えてい ます︒医者も 三割近くが自宅で 可

に 会社を辞めない とい けない ︑休職し ない とい

があります︒対象者を一般国民︑医師︑介護に

末期医療に 関する 調査とい うの が︑厚労省のも

能と 言っ てい ます︒とい うことは医療の 現場を

けない ︒もう一つ は入院してい たら生命保険が

に 来る 方がずい ぶん 増えて きまし た︒受け皿と

とで 行なわれまし た︒平成一四年︑こ れが多分

実際に 知っ てい る 人は︑三割ぐらい の 人は自宅

一日一万円下りるけど︑在宅の 場合は出ない ︒

ヘ ルパ ーがい ない とか ︑二四時間体制のところ

全国調査では一番新しい と 思い ますが︑その 中

で 療養することは可能 だと 考えてい るので す︒

そ うい うことも含めて 経済的負担が大きい ︒他

関わる 人︑看護師とい うふ うに 分けて 調査をし

の ごく一部を ご紹介い たし ます︒

医療現場のこと を知らない 一般国民は︑自宅

に 往診してくれる 医師が少ない ︑訪問看護介護

なる 在宅医も 増えてきまし たので ︑市民の 意識

﹁あなた自身が痛み を伴い し かも治る 見込み

で 最後を過ごすことはできない と 思っ てい ます

の 体制が整っ てい ない ︑そ うい うこと が自宅療

がない とか︒中でも何が一番問題かとい うと ︑

がなく︑かつ 死期が迫っ てい るタ ーミナルの 状

から︑も う一回最初に 戻っ て ︑﹁自宅で 療養し

養の 困難な理由として 挙げられます︒

たもので す︒

態で ︑余命半年とい われる 場合どこで 療養を薦

て 入院﹂﹁自宅で 療養してホスピス ﹂﹁自宅で

こ うい うところ をどう克服するかとい うとこ

の 変化がひとつ 大きな流れ だと 思い ます︒

める ︑もし くはどこで 療養するか ﹂とい う問い

最後まで ﹂とい うこの 三つ を﹁条件さえ整え ば

条件さえ整えば自宅で過ごしたい

に ﹁最後まで 自宅﹂が一〇・五％ ︒﹁病院に 入

ろ が︑私たちにとっ ての 課題になっ て くると 思
病院を希望する 人は三一％ ︑緩和ケア病棟を

自宅で 過 ごす﹂とい うふ うに 読みかえると ︑結

そして ﹁自宅で 療養して 必要になれ ば病院に 入

希 望 する 人は 四 九％ ︑ 自 宅 を 希 望 する 人は 五

先ほど言い まし た厚労省の 考えで す︒去年の

院して 過 ごし たい ﹂とい うの が一〇％ 弱︒それ

院し たい ︒自宅で 療養して 必要になれ ば緩和ケ

八％と ︑もちろん 加算してい ますので 一〇〇％

一〇月の 毎日新聞のトッ プに ﹁自宅死倍増で 五

い ます︒中でもこの 二つ ︑介護する 家族の 負担

ア病棟に 入院し たい ﹂とい う方が四九％と 一番

を越えますけれども︑条件が整え ば六割の 人が

〇〇〇億円削減﹂とい う見出し が出まし た︒厚

局こ うい うことになります︒

多い ので す︒

自宅を希望とい うことになると 思い ます︒この

労省が終末期医療費の 抑制策として ︑早期に 退

から﹁緩和ケアを希望する ﹂とい うの が二三％ ︒

こ れ を ど うい うふ うに 読む かとい うこ と で

よ うに データとい うの は注意して 読まない と 騙

院して 在宅で 診れ ば医療報酬を加算し ますとい

うので す︒

い うことで す︒

と 病状が急変し た時の 不安をどう解消するかと

す︒マスコミ は﹁自宅を希望する 人は一一％ ︑

されること があります︒
た だし 確かに 自宅で 療養する 困難な状況とい

緩和ケアを望む人が五割ちかくい る ﹂と 書きま
し た︒﹁ホス ピス 病棟を希望する 人が五割ちか
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院 死 が 八 五％ で 在 宅 死 が 一 五％ に なっ てい ま

なかっ た病院死が同じ ぐらい になっ て ︑今は病

来ができるよ うになれたらいい な︑とい うの が

院やホス ピス 病棟と 家庭が垣根を低くして 行き

こ れからは多分 デイ ホス ピス が課題になっ て

願い で す︒

それをどう考えるか ︒大雑把にい うと ﹁病院

くるかと 思い ます︒ちょ うどお年寄りの デイケ

す︒
での 死＝ 医療の 中での 死﹂で あり︑﹁家庭での

アのよ うに ︑ ずっ と 在宅だと お年寄りも家族も

くるとい うこと がたくさん あるよ うに ︑そ うし

死＝ 生活の 中での 死﹂と 考えられます︒ホスピ

私たちはこ れからどうい うこと を目指すのか

た位置づけに ︑ デイホスピス もなっ てい くとい

疲れてし まう︒ デイケアとかショ ートステイを

とい うと ︑生活の 中での 死︑家庭での 死とい う

うことで ︑
これを是非やりたい と 思っ てい ます︒

スでの 死とい うの は︑その 中間的な位置づけに

ことからもう一歩進ん で ︑も う少し 広がりをも

も う一つ ︑考え方として 在宅ホスピスケアと

上手に 使うことによっ て ︑本人も 生き生きして

っ た︑あるい は歴史的な流れをもっ たコミュ ニ

い うのは﹁い の ちと 生活を支える ﹂ことの 一つ

なるかと 思い ます︒

ティ とい うことにつ な がっ てい く必要があるの

で あるとい うことで す︒

医療とい うのは病気になっ た人を治療し 健康

ではない だろ うかと 思い ます︒
それから在宅ホスピスケアはこん なふ うに 位

の が現状で す︒

ホス ピスへ の 流れは確実に 進みつつ あるとい う

このよ うない ろん な問題を含みながらも 在宅

欲が増し た方もたくさんい ます︒そうするとも

えること が多かっ た︒でも 実際は家に 帰っ て 食

り︑家に 帰し たりすると ﹁自分は終り だ﹂と 考

っ たりし ます︒こ れまではホスピス を紹介し た

くなっ た時点で ︑家庭に 帰っ たりホス ピスに 行

そして 治療が困難 だとか︑改善の 見込み が少な

治療するために 殆どの 人が病院に 入ります︒

も う一つ 大切なの が自己決定を支えるとい う

もの だと 思い ます︒

それは人生とか生活とい うもの を含めて 支える

米沢氏の 言う﹁死﹂を﹁い の ち﹂と 読むこと ︒

く死を含めた生︑い の ちとい うもの を考える ︒

と きた だ単に 肉体的な生命とい うこと だけでな

っ たと き︑どう支えるかとい うことで す︒その

うの は︑体の 健康を取り戻すこと が不可能にな

を取り戻すの が目標で すが︑ホス ピス ケアとい

基 本 的な 考え 方 を 最 初に お 話し て お き ま す

う一度治療することもあるし ︑緩和ケア病棟で

ことで す︒こ れもこと ばでい うと 簡単で すが︑

置づけられるので はない でしょ うか︒

が︑病院死と 在宅死が入れ替わっ たの が七二〜

痛みのコン トロ ール をもう一度やっ てもらおう

簡単に 本人が﹁はい ︑そうで すよ ﹂と 言っ たか

在宅ホスピスケアの位置づけ

七五年で す︒それまでは在宅死が多かっ た︒少

とい うこともあり得るわけで す︒このよ うに 病
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死に ゆく人を見な がら自分は生き延びてい くと

づい てい く︒家族は自分が死ぬのではなくて ︑

本人が日に 日に 体が弱っ てい く︑そして 死に 近

す︒家族をどう支えるのか ︑とい うことで す︒

そ れ か らと て も 大 き な 問 題は 家 族の 問 題で

い ますが︑そ うい うこと が大切だと 思い ます︒

きるよ うにサ ポートするといっ た方がいい と 思

含めての 自己決定︑本当に 自由な自己決定がで

らそれが自己決定ではない ︒たと え ば家族をも

族との 関係を良好な状態に 保つ とか︑い わゆる

や苦痛をとる ︑あるい は家族をサ ポートして 家

くその 人の 魂を支えること ができるよ うに 痛み

をサ ポートする ︑それからその 人がその 人らし

髄 だと 思い ます︒その 人のス ピリチュ アリティ

の 頃よ く言われます︒これはホス ピス ケアの 真

また﹁スピリチュ アルケア﹂とい うこと がこ

支えるとい うこと がとても 大事だと 思い ます︒

い う辛さがある ︒そうい うこと を含めて 家族を

こ うい う図を最初に 描い て やっ て きたわけでは

ワ ークを自分なりに 作りな がらやっ てい ます︒

私自身の 立場からい うと ︑このよ うなネッ ト

て くること が大切で す︒

ます︒こ うい うい ろん な職種の 人たちが関わっ

必要になりますし ︑宗教家が関わることもあり

ー︑ ボラン ティ ア︑理学療法士︑作業療法士も

をきちんとマ ネージしてくれるケアマ ネージャ

て くれるソ ーシャ ルワ ーカーとか ︑ケア プラン

ュ ニ ティ の 中で 支えてい くとい うこと が非常に

かろ うかと 思っ て おります︒さらに 地域︑コミ

支えるとい う意味では一番ふ さわしい 場で はな

麻薬をよ く使い ますので 麻薬の 管理ができるか

薬局がきちんとサ ポートして くれるかどうか︑

看護師たちで す︒
それから薬局も結構大事で す︒

一番大切なの が訪問看護ステーション の 訪問

じで す︒

大きな課題にこれからなっ てい くと 思っ て おり

どうか︑あるい はなかなか 患者さん 家族が動け

ませんので ︑きちんと 届けて くれるか ︑くすり

それからさっ き言い まし た患者さん 家族の 不

をサ ポートしてくれるかどうか︒
具体的には患者さん や家族の 方を中心にして

安の 第一は︑急に 悪化し たと きの 不安が一番に

何が何でも在宅とい うことでなくてその 人にと

い ろん な人たちがネッ トワ ークをつ くっ て 情報

医師ももちろん それなりの 役割を果たし ます

っ てよ りよい 生活のために ホスピスに 入っ てい

ありますので ︑その 時にはこ うい う病院に 入院

し ︑看護師もい ます︒それからきちんと 対応し

た だくこともありますので ︑前もっ てホス ピス

を共有してケアの 計画を立てるとい うこと が大

て くれる 薬剤師も 必要で すし ︑介護福祉士やヘ

に 見学に 行くこと ︑相談に 行くこともお勧めし

すること がで きますよ ︑
とい う連携があります︒

ルパ ーも 必要で す︒社会的経済的課題を解決し

切で す︒

ネットワークをつくって情報を共有

ます︒

そして 在宅とい う場はス ピリチュ アリティ を

なくて ︑やっ てくる 中で 自然にで きたとい う感

市民グループ
ホスピス
ホスピス

ボランティア

薬局
ＳＴ
介護福祉士

病院

ＳＴ
にのさかクリニック
病院

訪問看護ＳＴ
病院

クリニック
介護事業所

8

サ ポート するケアを意味すると 思い ます︒

インターネット

薬局

在宅ホスピス・多職種のネットワーク②

てい ます︒その 他個人的に 言うと ︑自分がわか
代で 誰か 出て きて ︑数軒を廻るとい う形でこ な
現在のところ 在宅患者数が七︑八〇名︑今年

すよ うになりまし た︒

に 相談で きる 時代になりまし た︒また ボラン テ

になっ てから急速に 増えてい るん で すが︑延べ

らない ことはイン ターネッ トでい ろん な人たち
ィ アとか 市民グル ープの 方たちの 協力もとても

の 訪問件数が一五〇件から二〇〇件近くになっ

になる 方が常時五名から一〇名い らっ しゃい ま

わゆるタ ーミナルケアとしてホス ピスの 対象者

てい ると 思い ます︒在宅ホス ピスの 対象者︑い

大事なこと だと 思い ます︒
にのさかクリニックのこと
次にクリニッ クのこと を簡単に 紹介い たし ま
二︑三年前から一人ではやれない 状況 だとい う

で ︑在宅死が三二名︑六四％でし た︒ひと 月の

昨年一年間に 亡くなられた患者さん が五〇名

す︒

こと を感じてい まし た︒よ うやく二人になっ て

死亡が少ない と きで 二名ぐらい ︑多い と きで 六

す︒今年の 一月から医師が二人になりまし た︒

確かに 精神的にとても 楽になりまし た︒例え ば

名とい うと きがありまし た︒
はるかさんがくれた宿題

今日も︵休日で すが︶︑何人か訪問に 行かない
とい けない 患者さん がい るん で すけど︑も う一
人の 医師が看護師と 廻っ て くれてい ます︒

二二歳の 女性︑はるかさんとい う方で す︒ご

ここで 在宅ホス ピスの 事例を ご紹介させてい

ス ケジュ ールは︑午前中は外来の 患者さん を

両親と 妹さんの 四人暮らしで す︒大阪の 大学に

看護師の 常勤が三人と ︑六人のパ ートで やっ

診ますので ︑必要な時は一人 だけで 訪問に 廻る

在学中︑大学四年の 春に 発症し まし た︒胃が悪

た だきます︒西日本新聞の ﹁死をみつ めて 生き

こともあります︒午後からは医師と 看護師が一

くなっ たとい うことで ︑大阪の 近くの 病院で 胃

てい ます︒事務職三人︑車二台︒と きどき︑隣

緒に 訪問に 廻ります︒看護師 だけ行く場合もあ

カメ ラも 含めた検査をし まし たけれど︑﹁異常

る ﹂の 連載の 第一回目に 書い た方で す︒

ります︒ だい たい 一日︑五︑六件から一〇件前

なし ﹂でし た︒四年生 だからそろそろ 就職のこ

の 薬局の 車を借りると きもあります︒

後回りますけど︑昨日は特別で 一五件ありまし

ととか︑精神的なもの だろ うとい うことでし た︒
夏休みに 福岡に 帰っ て きたと きにも近くの 病院

た︒
それから日曜日や休日は︑医師︑看護師が交

に 行きまし たけど︑結局︑胃カメ ラをし ない ま

ま他の 検査︑大腸の 検査とかをして﹁異常なし ﹂

とい うことで 帰っ たん で す︒

やっ ぱりおかしい ︑どん どん 悪くなっ て 一一

月に お母さん が大阪へ 行っ て 無理やり福岡につ

れて きて ︑入院して 検査を受けさせると ︑その

と きには胃癌がおなか 中に 広がっ て ︑水がたま

っ てい たとい うよ うな状態でし た︒

九州医療セン タ ーで 化学療法をやりまし たけ
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になりたい と 臨床心理士になるためでし た︒

とても心を痛めてい て ︑そ うい う子供たちの 力

い じめに あっ たこともあり︑子供の 自殺などに

はるかさん が大学に 行っ たの は︑自分がかつ て

れども︑
効果なしとい うことで 家に 帰っ てきた︒

とい う話ではなくて ︑家族の 方々が本人と 同じ

きの 写真で す︒こ れは一緒に 飲ん で 楽し かっ た

州で すから焼酎で すけれども ︑一緒に 飲ん だと

い うことで 休みの 日に お酒を持っ ていっ て ︑九

だっ たので ﹁たまには一緒に 飲み ましょ う﹂と

て 手も上がらない 状態になっ てい まし たけれど

ぜん ぜん 訴えない んで す︒かなりおなかも 張っ

はるかさん は﹁きつい ︑辛い ﹂とい うこと を

持ちをもちな がら︑でも少し ずつ 受け入れてい

らん だろ うか ﹂﹁なんとかし たい な﹂とい う気

うこと がわかっ てい るけれども︑﹁なんとかな

よ うに 揺れ動きな がら︑お父さん がだめ だとい

る ﹂︑いつ か 治っ て 一生懸命い ろい ろして くれ

後 まで 死 を 恐れるこ と な く ︑ ﹁ 自 分は 必 ず治

信仰もあっ たので すけれども ︑はるかさん は最

す︒その 娘さん ︒この 方も 一人っ 子で す︒お ば

ん で す︒奥さん も 多分亡くなっ てい るみたい で

こ う側にい るの が息子さん ︑一人 だけの 息子さ

三人目の 方は九七歳の お ばあちゃん で す︒向

く過程を私たちも 見てい きまし た︒

たみん なに 恩返し をし たい とい うこと を最後ま

で す︒二ヵ 月ほど︑七月︑八月︑ちょ うど夏休

あちゃん からい うと 孫娘で ︑その 二人の 男の 子

﹁どうしてあん な立派な死に 方がで きたん だ

し た︒

う﹂とい うことで 最後まで 過 ごすこと がで きま

まし たので ︑﹁で は最後までサ ポートし ましょ

し ない ︑ここで 最期を迎えるとい うこと を言い

あちゃん はきっ ぱりと 断っ て ︑自分は絶対入院

治療し ましょ うとい う話をし たん で すが︑お ば

文字通り老衰で す︒きちんと するなら入院して

非常に 衰弱してきたので ︑癌で はないん で すが︑

みで すね︒この お ばあちゃんと 過 ごし まし た︒

で 言っ て 亡くなっ たそ うで す︒

に 取材に 行きお話を聞い て ︑心打たれまし た︒

そしてこの 前︑この 記事を書くために ご両親

も ︑最後まで 訴えませんでし た︒

癌ができてはやっ つ け︑で きてはやっ つ けとい

自宅で 過 ごし まし たけれども ︑お酒が好きな方

で す︒それで 家に 帰っ てきまし た︒三ヵ 月ほど

今回は腰と 骨盤に 転移して 歩けなくなっ たん

院を繰り返してきまし た︒

父さん ならまた復活で きる ﹂と 思っ て 何回も入

う形で 過 ごしてきて ︑だから仲間も 家族も ︑
﹁お

ろ う﹂とい うの がお父さんのこと ばで す︒それ
を﹁はるかさん がくれた宿題﹂とい うことで 第
一回目に 書い て ︑死を見つ めて 生きるとい うこ
と はどうい うこと なの か︑とい うことで 連載を
始めまし た︒
寄り添う家族のまなざし
二 回 目に 書い た 方 がワ タル さん とい う 方で
す︒この 方は肝臓癌で すが︑この 一〇年ぐらい
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の オムツ を替えると きは手を握っ てやっ た︒お

な時は ご飯を食べ させてやっ た︒お ばあちゃん

﹁お ばあちゃんの 思い 出 お ばあちゃん が元気

年生のこ うき君のもので す︒

い たお ばあちゃんの 思い 出︑こ ちらが小学校一

まし た︒その 二人の 孫が︑亡くなっ たあとに 書

は毎日通っ て お ばあちゃんの 世話の 手伝い をし

具体的な影響を及 ぼすもの かとい うの はわかり

ると 思うんで す︒これ が子供たちにとっ て どう

とい うの は︑人間としてはすごく重い もの があ

い の ちが消えてい くと きにそれを傍で 見てい く

こと なの か︑言葉で は言えない と 思うん で すが︑

身近な人の 死を看取るとい うことはどうい う

す︒
天国に 昇っ てい るとい うこと を書い てい る ︒

この 最後のところは天国に 昇る 階段らしい で

た︒﹁どうしよ うか﹂とい うことになっ たと き

腹 中に 広 がっ てい る とい うこ と がわ か り まし

急車で 病院に 行っ たりして ︑結局大腸がん でお

そして お ばあちゃんの 貧血や夜中に 吐い て 救

ーション のメン バ ーで す︒

た︒それをサ ポートしてい たの が訪問看護ステ

ら お 二 人と も か な り 悪い 状 態で 在 宅で 診てい

宅で 過ごしてい まし た︒タ ーミナルになる 前か

っ て ︑肺炎を起こして 胃瘻をつ くっ た状態で 在

ん 動けなくなっ て ︑二年ほど前から歩けなくな

ばあちゃんに すい かとい ち ごと ぶどうと チュ ー

ません けど︑少なくとも人間はそ うやっ てい の

マ リさん は﹁それなら家につ れて 帰る ﹂といい ︑

う少し 頑張っ てほしい で す︒﹂

リッ プとひ まわりの 絵を描い てあ げた︒お ばあ

ちをつ ない で きた︑とい うことはい えるのでは

家で 診ることにし まし た︒まっ たく同じ時期に

その 間︑息子さん はもちろん 孫娘とひ 孫たち

ちゃん を燃やし たの が悲し かっ た︒お ばあちゃ

ない かと 思い ます︒

お父さんの 方も悪くなっ て ︑悪性リン パ 腫で す

ん がだい すきでし た﹂︒
ゆうき君の 方は三年生で す︒
ばあちゃん ちに 行っ た︒僕たちがきたらにこっ

お話し ます︒一番向こ うにい るエ プロン を着て

先ほどお話し まし た訪問看護師のこと を少し

僕は︑﹁この まま家で 診るのは無理 だから入

からいつ どうなるかわからない よ うな状態では

と 笑っ た︒お ばあちゃん は年寄りでも 元気 だか

い るの がマ リさんとい う娘さん ︑一人娘で す︒

院させましょ ﹂とステ ーション の 人たちに 話し

在宅ホスピスの仲間たち

らすごい なと 思っ た︒ベッ ドから起きられなく

亡くなっ たの がこの お父さんと お母さん ︒二週

たん で す︒
そうし たらステーション の 人たちが︑

﹁お ばあちゃんの 思い 出 夏休み はほとん どお

てたくさん 手伝っ た︒ぐう・ちょ き・ぱーの 練

間の 間をおい て 亡くなりまし た︒

てい た︒死ん だ時は悲し かっ た︒まだ生きてい

を食べてい る 絵を描い た︒死ぬ時僕の 手を握っ

から大好きなさくらの 木と お ばあちゃん がご飯

体を拭い てあ げた︒ご飯を食べ られなくなっ た

て 狭窄し たりして ︑在宅酸素をやりな がら家で

気で す︒胸に 水が溜まっ たり大腸に 腫瘍ができ

お父さんの 方は八六歳で 悪性リン パ 腫とい う病

宅で 看取っ た例で す︒
こ れは本当に 驚きまし た︒

両親二人ともタ ーミナルになっ て 二人とも在

それを二四時間続けて ︑子供がい る 人は夕方と

っ て 三時間空けて ︑三時間入っ て 三時間空けて ︑

本当に 最後の 頃は文字通り二四時間︑三時間入

付き合い し ましょ う﹂と 言っ てくれて ︑そして

﹁ここ までお付き合い し たん だから最後までお

の タ ーミナルになっ たので す︒

あっ たので すが︑ほとん ど同時に 二人とも 重症

習︑ご飯を食べ させた︒髪の 毛をとい てあげた︒

ると 思っ た︒自分から﹃ありがと う﹄とい うこ

か 昼間は入れない ので 午前三時から入る ︑午前

三時から六時とい うの をおそらく二週間ぐらい

診てい まし た︒
お ばあちゃんの 方はパ ーキンソン 病で だん だ

と ばを言っ てあげれ ばよかっ た︒い まは一生懸
命昇っ てい ます︒階段は ぐる ぐる 階段で す︒も
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六人か 七人︑全員ここで 亡くなられて ︑それ

この ホーム で 亡くなられまし た︒

りの 例で す︒これは福岡に あります﹁ハ モニ カ﹂

も 自分の 選択で 亡くなられた方たちで す︒それ

い ますけれども︑その グル ープホーム での 看取
とい うグル ープホーム で ︑花田さんとい う方が

ぞれに 思い 出深い 看取りがで きてい ます︒

な そ れ ぞれ 勝 手に 食べ た り お 酒 飲ん だし な が

運営して ます︒こ れはもう五︑六年前に ︑この
このホーム は介護保険べっ たりのい わゆる 認

ら︑亡くなっ たあとに ︑どうだっ たこ うだっ た︑

こ れは最近のハ モニ カの 食事の 様子で す︒みん

知症対応ではなくして 認知症の 方もい らっ しゃ

看取りがどうだっ たと ︑お父さん たちの 思い 出

グル ープホーム で 最初に 亡くなっ た例で す︒

い ますが普通の 方も何人もい らっ しゃい ます︒

を語るとい うこと をやっ てい るところで す︒

︵以下略︶

こ の お ばあ ちゃ ん は 八 十 台の 認 知 症の 方で し
た︒それで 胃癌がみつ かりまし た︒身寄りはな
く︑元隣りに 住ん でい たとい う方が親身になっ

看取りの文化とコミュニティー

今日のテーマにもなっ て ます看取りの 文化と

て 看てくれまし た︒と きどき正気に 戻るん で す
が︑そのと きに 花田さん が︑﹁この 病気に 関し

コミュ ニ ティ ーとい うことについ て 少し 話をさ

一〇年あまり在宅ホスピス をやっ て きて 感じ

て どうし ますか﹂とい うこと を繰り返し ︑繰り
っ たり︑辛い 時に は手術し たい ︑入院し たりい

てい たの は︑私たちが家族のもとで 過 ごす患者

せてい た だきたい と 思い ます︒
とい うこともありまし た︒でも殆どのと きは︑

さんのところへ 通うこと を繰り返してい ても︑

返し た ずねまし た︒痛み があっ たり吐き気があ
五人のメン バ ーと 元うちに 勤めてい た看護師

それ が落ち着くと ︑﹁自分は入院し たくない ︒

そこ が終わるとつ ながりが切れてし まう︑その

続けたのではない でしょ うか ︒
に ボラン ティ アとして 参加してもらっ て 六人で

最後までここにい たい ﹂とい うこと を繰り返し

それをもう少し 地域の 中とか︑面に 広げるこ

ス ケジュ ール を組んで 二四時間サ ポートすると

こ れは亡くなる 直前で ︑この 方は別に 夫婦で

と はできない だろ うか ︒うち だけでなくい くつ

場はもうなくなっ てし まう︒点として 在宅ホス

はなくて 同じ住人で す︒この 方も 胃癌の 手術を

かのクリニッ クや診療所がやる ︒それからそう

て 意思表示し まし たので ︑最後までここで 診る

し たとい う方で ︑﹁そ ばに 誰もつい と らんと 寂

い うところをステ ーション やヘ ルパ ーがカバ ー

い うこと をやりまし た︒

びし かろ ﹂といっ て ずーっ と 数時間手を握っ て

してい く︒そ うい う地域の 中での ネッ トワ ーク

ピス をやっ て きてい るとい う思い でし た︒

あ げてい た︒この 方もその あと 癌が広がっ て ︑

ことにし まし た︒

こ れは︑この 前︑亡くなっ たあとに 二人を偲
びな がら︑お父さん が好き だっ た天ぷらそ ばを
みん なでい た だい たところで す︒
グループホームでの看取りの例
グル ープホーム とい うの がい ま注目を浴びて
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先祖があるわけで ︑常に 死と 裏腹︑背景で 非常

もし れません が︑そうい うこと があるので はな

それは例え ば︑い ま話題になっ てい るよ うな

がで きない だろ うか︑とい うの がいつ も思っ て
してこのこと は共同体とかコミュ ニティ を考え

国の ためにとか︑国家とい うものに 自分の 命を

い かと 思い ます︒

結果としてい まそうい う形が自然に 少し ずつ

ると きにとても大切なこと だなと ︑い うふ うに

奉げるとい うことにつ ながるかどうかわかりま

に 密接につ な がっ てい るよ うな気がし ます︒そ

地域のなかでできつつ あるので すが︑こん どは
思い ます︒

きたことで す︒

﹁その 広がりとい うことの 意味は何だろ う﹂と
た だ横に 広がれ ばいい の か ︒も うちょっ と 歴

の は︑いっ てみれ ば︑それまで 生きてきた個人・

けで すけれども︑そうい う看取りの 作業とい う

する 必要があるん じゃ ない だろ うかと 思っ たの

そのと きに 私たちは国家に 対して 真剣に 対応

せん が︑これは考えなけれ ばい けない 問題があ

史的なつ ながりとか文化的な共有するものとか

地域の 生の 文化と 死の 文化が接する 接点とい う

で す︒つ まり私たちは国がい ろん なこと を護っ

私たちは個々人の 最後を医者として 看取るわ

があるん じゃ なかろ うか︒い ろん な人が住んで

ふ うな言い 方がで きるので はない かなとい うこ

て くれる ︑い ろん なこと を制度として やっ てく

い うふ うに 思うよ うになりまし た︒

い てい ろん な異質なもの 多様なもの があるん だ

と を思い まし た︒

れる ︑だから権力を預けてるとい うことで すね︒

ると 思い ます︒

けれど︑その 地域の 中で 共通のもの があるんで
はなかろ うかとい うよ うなこと を感じるよ うに

れども共同体の 人の 背景とい うの はちょっ と 見

で すね︒い ろい ろ 機能がありますから︒で すけ

会の 方がそうい うネッ トワ ークはつ くりやすい

が︑矛盾し たよ うなこと を言うよ うで すが︑都

先日九州の ある 田舎に 行っ てお話し たので す

みん なきちんと 正装して 故人に 対して 失礼のな

儀式をそこで 行ない ますね︑供えもの をして ︑

ます︒そのと きに 思うんで すが︑きちんとし た

あとできる だけ︑お通夜に は行くよ うにしてい

ろ うとい うこと をいつ も考えます︒亡くなっ た

も う一つ ︑亡くなっ たら魂はどこに 行くん だ

国と 対峙し なけれ ばならない ︒そのと きに 自分

それをもし 国がやらない とい うので あれ ば︑

権力を国家に 預けてい ると 思い ます︒

で きない ので ︑そのために 私たちは税金を納め

国でなけれ ばできない ことで す︒一人一人では

とい う弱者をサ ポート するシステム は︑こ れは

療費を社会保障とい うことでい うと ︑社会保障

そ うすると さっ きの 医療費の 問題にしても ︑医

えに くい もの があります︒

い よ うに やります︒すべての 宗教にそ うい うこ

の 足元がしっ かりしてない と ︑きちんと 国家に

死ん だら魂はどこへ

こ れが田舎に 行くと 機能はまだ発達してい ま

と がありますし ︑すべ ての 国にそ うい うこと が

対峙できない ので はない か ︑とい う気がこの 頃

なりまし た︒

せん けれども ︑たとえ ば宗教とか 地縁的なつ な

ありますので ︑それは多分とても 大事なこと だ

たちの 目の 届く範囲︑感覚としてつ かまえるこ

がりとか ︑そ うい うものは都会よ りもはっ きり

そしてそれは個人を超えた高い 価値︑高い 価

とのできる 範囲のコミュ ニ ティ とい うものにし

して おります︒そのと きにコミュ ニティ ︑自分

仏教が葬式宗教 だとい われますが︑それはそ

値とい うか深い 価値が多分あるん だろ う︑宇宙

っ かりと 足を置くこと が必要なん じゃ ない かと

ろ うと 思い ます︒

れで 意味の あることで 宗教とか神社での 祭りと

とか 神とか超自然とかい ろん なこと ばがあるか

そこにあります︒

い うのは︑いつ もそこに 死とかあるい は祖先・
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三番目の 問題は︑三年前イラク 戦争が始まっ

けどそれっ きりで すよ ︒それは捨てられる ︒い

例え ば軍艦を一隻作れ ば︑それは企業は儲かる

体を国が負担してい るよ うに 言っ てい ますが︑

の まま行っ てし まうと 怖れます︒

一歩でも 切り崩すこと をし ない と ずる ずるとこ

い うよ うなこと を ぼん やりと 考えてい ます︒
たと きにＮＧＯの 三人が捕まっ て 解放されまし
わ ば他に 使い 道がない お金で す︒

して 問題をもっ てい るのではなかろ うかとい う

はなくて ︑どうもこの 国のこ れからの 行末に 関

れはた だ単に 私個人がそう感じたとい う問題で

今でも ずっ とひっ かかっ てい るんで すが︑そ

し た︒

い う形で 言われるのはとてもつ らい 思い をし ま

い るつ もりで すので ︑同じＮ ＧＯの 仲間がそう

毎年行きながらＮ ＧＯの 活動の 端くれをやっ て

の 嵐でし た︒僕自身もわ ずかで すがバン グラに

手に 行っ たん だろ う﹂ともの すごいパッ シン グ

お金を削ろ う﹂でしょ ︒﹁老人医療費は無駄 だ﹂

政府がい う︑新聞が書い てい る 論調は﹁無駄な

お金とい うの は決して 無駄で はない ︒でも 今の

る ︒そうい う意味でい うと 医療や福祉にかける

ちはまた社会の 中で 何らかの 役割を果たしてい

の 医療をすることによっ て 健康を回復し た人た

それは人の 生活を支えてい るわけなん で す︒そ

い てい る 人たちに 行っ てい るわけで す︒そして

の 懐にもちょっ と は入っ てい ますが︑医療で 働

る 三〇兆円はどうなっ てい るかとい え ば︑医師

でも医療費とい うの は︑医療費に 使われてい

話を聞い て ﹁これは凄い な﹂と 僕は思い まし た

非それを見に 来い ︑とい うわけで す︒い ろい ろ

ミュ ニティ の 緩和ケアが行なわれてい るので 是

イン ドのケララで 研修をしてい る ︒そこでコ

緯があっ て 私のところにみ えまし た︒

四年四月に 福岡にみえまして ︑偶然い ろん な経

とも 歳は だい たい 僕と 一緒︒この 二人が二〇〇

師で す︒脳神経外科と 内科の 医師で す︒お二人

小野道夫さんと 小野め ぐみ さん ︑どちらも医

させてい た だきたい と 思い ます︒

大きなヒン トを得まし たので ︑そのこと をお話

コミュ ニティ とい うことに 関して 僕はとても

ケララの緩和ケアのボランティア

た︒そのと きの 日本人の 反応が﹁てめえらが勝

ふ うに 思うよ うになりまし た︒

といっ てい るんで すよ ︒

捨てるとい うふ うなこと が行なわれて きてい る

れてい ますが︑文字通り切り捨てるものは切り

捨てるとい うことで すが︑い ま格差社会とい わ

ない 人たちは切り捨ててい くとい うよ うな政策

のへ んの 文字通り棄民 だと 思い ます︒役に 立た

本の 医療費はとても安い とい うことで すね︒そ

老人はもっ と 怒らない とい けない ︒実際は日

州で す︒人口は約三〇〇〇万︒一人当たりのＧ

デと 現地ふ うに 呼びますが︑イン ドの 南西端の

ケララ州とい うの はカリカッ ト︑い まはコ ジコ

プが開かれるとい うケララに 行っ てきまし た︒

ので ︑その 年の 一一月に 初めてのワークショッ

いっ てみれ ば自己責任とい うことで 民を切り

のではなかろ うかとい うふ うに 思い ます︒

が社会保障の 世界でも 介護の 世界でも ︑い ろん

ＮＰ は三八〇ドル ︑アメ リカとの 比較でい うと

社会保障の 問題になりますけれども ︑結局そ

なところで 行なわれてい るん で す︒

す︒わ ずか一〇兆円︒あと は保険で す︒皆さん

医療費の うち国が負担してい るの は一〇兆円で

い とい うことで すね︒あれは本当は三〇兆円の

政策に 対してはきちんと 闘っ て ︑本当に 何とか

で すが思っ てい ます︒特に 自己責任とい う棄民

を挑まなくてい けない ん じゃ ない かなと ︑僭越

それに 対して 私はもっ と 日本の 知識人は闘い

に 高い こと を考えると 大変いい 数字だと 思い ま

して 一一︑イン ド全体が六一で ︑途上国は非常

うの は一歳未満で すが︑一〇〇〇人の 出生に 対

約一〇〇分の 一で す︒乳児の 死亡率︑乳児とい

の 背景には高齢者医療が高い ︑老人医療費が高

が払っ てい る 保険で すよ ︒あたかも三〇兆円全
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す︒ちなみに アメ リカでは白人は五・七︑黒人
は一四︑アメ リカの 黒人よ りもいい 数字で す︒
日本は四ぐらい で す︒

タ ーがあります︒大学病院の 中の 緩和ケアセン

タ ーで すが︑運営は人材の 給料も 含めて 全部Ｎ

Ｇ Ｏ が 負 担し て お り ま す︒

で 話し たんで すが︑そのと きに ﹁世界の 人々は

ム を作り上げた二人の 医者が一時間ぐらい 交代

けまし た︒このコミュ ニティ 緩和ケアのシステ

ワ ークショッ プでの 話に 僕は本当に 感銘をう

い うふ うに 聞きまし た︒

とか 学生とか ︑そ うい う人たちが非常に 多い と

ィ アをやっ てい ます︒退職し た公務員とか 教員

もない ︑本当にみん な が自分ので きる ボラン テ

大変難し かろ うと 思っ てい たので すが︑とんで

い 国で すから︑みん な がボラン ティ アするのは

い の は ボラン ティ アの 活躍で す︒こ うい う貧し

ッ プで 関わっ てい るとい うことと ︑何よ り大き

ン タ ーがあるとい うことと ︑専門家がバッ クア

心苦しい ので すが︑このケララのシステム はセ

わらない だろ うなと 思い な がら話してい るので

話が飛び飛びなのでケララのこと が十分に 伝

うになっ てい ます︒

ン トロ ール する ︒できない 人は在宅をとい うふ

を中心に ︑外来に 来られる 人は外来で 痛み をコ

五十数ヵ 所かクリニッ ク がで きてい ます︒そこ

セン ターでもありますが︑他にも 北部を中心に

ＧＯ が運営してい ます︒こ れはケララ 州全体の

﹁痛みと 緩和ケア協会﹂とい うＮ

=
y
t
e
i
c
o
S
e
r
a
C

だとい うこと なん で す︒私たちはついつい 先進
国は 先に 進ん でい る か ら 緩 和ケ アも 進ん でい
る︑
途上国はその 後を追い かけてくれ ばいい と ︑
無意識に 思い 込ん でい るところ がありますが︑
現実は途上国では︑病気が進ん だ状態で 発見さ
れること が多い が故に ︑緩和ケアが必要な人が
多い とい うことなんで す︒︵右図︶
カリカッ ト大学とい うところに 緩和ケアセン

e
v
i
t
a
i
l
l
a
p
d
n
a
n
i
a
P

平均寿命は︑男性六九︑女性七四︑イン ドの
平 均 六 〇 歳 前 後に 比べ る と か な りい い 数 字で
す︒そして 突出してい るの は識字率で すね︒こ
れ がかなりいい ︒な ぜかとい うとケララ州はイ
ン ドでもある 意味特殊な地域で ︑独立後まもな
く農地解放が行なわれたこと ︑最低賃金制が確
立してい る ︑制度的に 非常に 整っ てい ること ︑
それから教育を重視してマ ラヤラム 語とい う現
地のこと ばを重視してい ます︒
重 視 する とい うの は ど うい うこ と かとい う
と ︑英語などヨ ーロッ パの 言語で 書かれた科学
雑誌が出ますと ︑それを現地語に 訳して 普及す
るとい うこと を︑あるＮＧＯ がやっ てい ます︒
こ れ がとても 大きい とい う話でし た︒
それからプライマ リーヘ ルスケアや栄養の 重
視と 共に 市民の ボラン ティ ア意識︑Ｎ ＧＯ 意識
とい うの が非常に 強い とい うことと ︑ＮＧＯと
政府が協力して 仕事をやるとい うこと がケララ
州の 特徴で す︒
た だ先進国では病気の 治療にかける 資源がか
なり大きいん で すが︑途上国で 病気の 治療に 当
てる 資源は残念な がら少ない ︒とい うこと は逆
にいっ てみれ ば緩和ケアが︑先進国以上に 重要
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（ＷＨＯ指針 1989）

がん医療における資源の使い方

どのよ うに 死んでい くのか ﹂とい うこと を話さ

ュ ニ ティ の 生活の 一部として 組み 込まれてい く

じもの ︑とい うか ︑基本的に 通じるものでコミ

e
r
a
C
m
r
e
T
g
n
o
L

といい ますが︑それは同

動が盛ん だし ︑Ｎ ＧＯ が沢山あっ て ︑い ろん な

う間に 広がっ てい ます︒それはもともと 市民活

地域で 始まっ たん で すけど︑短期間で あっ とい

二〇〇一年に 緩和ケアの ネッ トワーク がある

てい ると 感じまし た︒

い るとい うことで す︒責任ある 仕事として やっ

アがそこ まで やっ てい ます︒仕事としてやっ て

やらない よ うに 思い ます︒ここで は ボラン ティ

てい く︑マ ネージメン トするとい うこと までは

て 実行し たり︑評価して ︑次のステッ プにもっ

っ た感じで ︑自分たちで 企画し たり︑責任もっ

日本で ボラン ティ アとい うと ︑お手伝い とい

ちがこのよ うな活動をやっ てい ます︒

ボラン ティ アを中心にし たネッ トワークの 人た

大きな意味をもつ とい うことで す︒実際にこの

で ︑そのエン パワ ーメン トの 一つ の 過程として

で 意思決定してい く力をつ けてい くとい うこと

くとい うこと は︑コミュ ニ ティ 自体が自分たち

まし た︒緩和ケアにコミュ ニ ティ が関わっ てい

こ れはとても大切な考え方ではない かと 思い

とい う考え方で す︒

アやロン グタ ーム ケアを位置づけてい くべ きだ

のでなくて ︑コミュ ニ ティ の 生活の 中で 緩和ケ

もの だとい う考え方で す︒そこ だけが特殊なも

れまし た︒
貧困や非識字︑病気や政治不安︑人災や自然
災害に 囲まれてい る ︒そして 一番大事なの はこ
の 世界で 貧しい 人弱い 人たちは自分たちの 人生
の 生死に 関わる 意思決定プロ セス から除外され
てい る ︒
まさにその 通りで すね︒ だから世の 中が豊か
になる ︑進歩するとい うの は︑自分たちがそう
い う意思決定に 関わること ができるとい うこと
なの かな︑と 思い まし た︒
そして 世界の 人口の 八〇％ 以上が途上国に 住ん

が︑日本は緩和ケア だけが取り上げられてい ま

国で も どこ で も 通 用 する 考え 方 だと 思い ま す

それからも うひとつ 大切なこと ︑こ れは先進

スで きるよ うにし たい とい うことで す︒

最低限の 保健医療︑基本的な保健医療にアクセ

かとい うこと がとても 大切なこと なん で すね︒

貧困，非識字，病気及び
政治不安
人災，および自然災害
この世界で，貧しい人，
弱い人たちは，自分たち
の人生の生死にかかわ
る意思決定プロセスから
除外されている。
すけれども︑先ほど言い まし たお年寄りの 長期
ケ ア︑
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でい ますけれども 資源の 所有は二〇％ 以下︒
地球上で 毎年五六〇〇万人が亡くなっ てい る
そ うで すが︑四四〇〇万人は途上国で ある ︒
緩和ケアを必要と する 人は年間推定三三〇〇万
人︑その 八〇％ が途上国だとい うよ うなこと を
言っ てい まし た︒
日本の 感覚 だと なかなか 理解し がたい こと が
あるんで すけど︑頭を切り替えて ︑医療が本当
に 自分たちの 身の 回りにない ︑医療保険もない
とい う状態を考えたと きに プライマ リーヘ ルス
ケア︑基本的な保健医療として 考えたと きに 第
三世界の 慢性疾患や不治の 病の 人々の 基本的な
欲求は入手可能な保健医療に アクセスできるこ
と ︒とにかく医療にアクセスできるかできない

この世界の人々の多くは；どの
ように生き，死んでいくのか？

い たとい うことで す︒

人たちが加わっ て 仕事をやるよ うになっ て きて
れてない ︑どっ ちが先進国かわからない なと 思

い うことになりますが︑そん なに はカバ ーはさ

も ︑おそらく七〇％とい うと 七〜八〇〇〇人と

と など︑そうい う要件を満たして 申請をすると

ジャ ーと 連携してる ︑看取りの 数を報告するこ

と ︑訪問看護と 連携してい るとか ︑ケアマ ネー

ろありますけれども︑二四時間往診ができるこ

ちょっ と 古い データになりますが︑ケララ州
い まし た︒

い る ︒みなが全部即加わるわけでない ので ︑実

総数が三〇〇〇名︑月に 二〇〇名 ずつ 教育して

ヵ 所になっ てい ると 思い ます︒ボラン ティ アの

は外来と 在宅をやっ てい ます︒現在は確か 五七

アのクリニッ ク ︑セン ターがあります︒そこで

万人の 人がい ます︒この 中に 三二ヵ 所の 緩和ケ

い る ︒そして 他の 地域にもい ま広がりつつ ある

参加してこ うい うふ うなシステム が行なわれて

性団体とか教員の 組織 だとか 合計三〇の 組織が

る ︒例え ば学生グル ープだとか文化団体とか女

うこ と で は な く 市 民 運 動と し て 行な わ れてい

が行なわれてい ること ︒医療の 側の 恩恵とかい

そしてその 大切な要因は市民運動としてそれ

い ま僕らが往診に 行っ たと きは一回八〇〇〇円

ん あまりピン とこ ない と 思い ますが︑たと え ば

こ れがどうい うこと なの かとい うことは皆さ

くので す︒

っ たとい うだけで 一回一〇万円とい うお金がつ

ルの 人を診て ︑最終的に 看取りをやると ︑看取

支援診療所になっ た診療所が在宅の ターミナ

全体でなく北部の 五県の データで す︒一二七〇

際に 動か す人はもっ と 少なくなりますが総数と

とい うことで す︒

ぐらい で す︒うちの 入口の 自動ドアが壊れたと

﹁在宅療養支援診療所﹂
とい う指定になります︒

してはこ うい うふ うになります︒
そしてその ネッ トワ ーク がどれ だけの 人をカ
ばマ ラ プーラム とい う人口三六〇万人の 県で ︑

ど四月で 変わります︒一・三％ ダウン するとか︑

も うひとつ 医療のことで す︒診療報酬がこん

も 大きな額で す︒ だから金をつ けさえ すれ ば医

一回一〇万円とい うのはそ ういっ た中でとて

きに 技術者に 来てもらっ たら一回一三〇〇〇円

新しい がんの 患者さん が毎年五〇〇〇人ぐらい

い ろい ろ 言われてい ます︒し かし 在宅に 関して

者は動くと 思っ てい る ︒僕はそれ がとてもい や

﹃
在宅ホスピスのすすめ﹄
について

発見されます︒その うちの 四〇〇〇人︵八〇％ ︶

は大幅に アッ プし ます︒今年と 同じこと を私の

なん で すね︒

バ ーしてい るかとい うことになりますと ︑例え

はタ ーミナル ︑かなり進ん だ状態で 発見されま

クリニッ クで やると ︑おそらく年間で 一〇％ 以

その うちの 三〇〇〇人がこの 緩和ケアネッ ト

す︒そううまくい くかどうかわかりません けれ

上の アッ プに なるん じゃ ない かと 思っ てい ま

も りで すので ︑
おなじこと やっ て 報酬が増える ︒

本当に 必要なこととして 僕らはやっ てきたつ

で す︒意外と 医者の 報酬は低いん で す︒

す︒
ワ ークで カバ ーされてい るとい うことで す︒ち

個人的に はありがたい こと だけど︑全体として

なるかどうか ⁝⁝︒

いい のかと 思うので す︒こ れ が本当に 切り札に

で 在宅の 看取りをふやすとい うやり方で 本当に

それでいい の かなとい う疑問が残ります︒お金

ども ︒
それはどうしてかとい うと 在宅療養支援診療

なみ に 福 岡 県で は 五 〇 〇 万 人の 県 民 がい ま す
が︑日本の 人口比からい うと 年間一二〇〇〇人

在宅に 力を入れるところは﹁在宅療養支援診

所とい う制度がで きます︒

人が緩和ケアをきちんと 受けられてい るか ︑緩

療所﹂とい う届を出し ます︒その 要件はい ろい

ががんで 亡くなっ てい る ︒その うちどれ だけの
和ケア病棟が一〇と 在宅が若干ありますけれど
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を出すこと ができまし た︒足りない ところはい

昨年は︑﹃在宅ホス ピスのススメ ﹄とい う本

また﹁子ども共育ＨＡＫＡ ＴＡ ﹂︑これは名

っ ぱい ありますけれども ぜひ 読ん でい た だい て

い きたい と 思っ てい ます︒

の かどうかとい うこともそ うで す︒うちはよ う

前 だけでも皆さん に 知っ てい た だきたい と 思い

い ろい ろ ご批判をい た だけたらと 思い ます︒

例え ば二四時間対応とい うの を本当にやれる
やくそうい う体制をつ くっ て きて ︑い ま医師が

ます︒死へ の 準備教育︑中高生を対象とし たい

れども︑例え ば︵い ろん なこと をやっ てい ます

二人になりまし たので やれない ことはない ︒で

こ れからは先ほどお話し た デイホス ピス が︑

のでこれ が全てで はない ので すが︑︶ワークシ

ご清聴ありがと う ござい まし た︒

とても大事な役割をはたすだろ うと 思い ます︒

ョッ プをやっ て ︑大人と 子ども が入り混じっ て

の ちの 教育に 関するかかわりを︑福岡で グル ー

またミニ ホス ピス ︑私設ホス ピスと 呼ぶよ うな︑

い るの がわかると 思い ますが︑異年齢の 集団で

も 一 人で やっ て きた 人に とっ て 大 変な 仕 事で

民家を借りてあるい は利用してそこで 看取りを

い ろん なこと をテ ーマにやっ てい ます︒ワ ーク

プを作っ てやっ てい ます︒五年目になりますけ

やる ︒あるい はレスパイトケアとか家族の ケア

ショッ プでウオーミン グアッ プを最初やっ てお

二ノ坂保喜監修 木星舎 ２５００円

す︒

をやるとい うこと を含むと 思い ますが︑そのよ

互い の 交流を深めて ︑それから﹁い の ちを感じ
るものはなにか﹂とい うテ ーマで ︑たくさんの

今日ここに 来ること ができたのも ︑い ろい ろ 道

岡村昭彦著 春秋社 ３２００円
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うな試み が全国各地で 実際に 行なわれつつ あり
ます︒先ほど言い まし たグル ープホーム も 在宅

項目を挙げ︑それを分類して またみん なで 考え
す︒まとめとして ︑絵本からとっ てきた﹁い の

ホス ピスの 場として 活用で きるよ うになるので
最後になりますが︑これからは皆さん を含め

ちの まつ り﹂とい う人形劇をみん なで やっ て ︑

たり︑い ろん なこと を工夫し ながらやっ てい ま

て 市民グル ープのい ろん な動きが活発になっ て

親御さん たちや一般の 方たちを招い て 一緒にワ

はない でしょ うか ︒

来ると 思い ます︒在宅ホス ピスの ガイ ドブッ ク

ークショッ プをやっ たりもしております︒
最後に ︑﹃ホス ピスへ の 遠い 道﹄がわたしに

も ︑千葉など先進的な働きがありますが︑福岡
県でも今年中に ガイ ドブッ ク を作りたい なと 思
っ てい ます︒
で 行なわれてい ますが︑在宅ホス ピスの ボラン

草を食い ながら︑
よ うやくここにたどり着い た︑

とっ ては出発点でし た︒遠い 道でし たけれども︑

ティ アも 育ててい きたい なと 思っ てい ます︒こ

とい う感慨を感じてい ます︒

それからホスピス ボラン ティ アの 育成が各地

れは難しい 仕事だとは思っ てい ますが︑試みて

在宅ホスピスのススメ
定本・ホスピスへの遠い道

事務局便り
◆ ＡＫＩＨＩＫＯ関係出版物

●﹃ホスピス その理念と運動﹄﹃
ホスピスケアハン

れましたので紹介します ︒

その他︑アキヒコを取り上げた本も相次いで出版さ

されました︒

による﹁岡村昭彦﹂フィル 上 映 と お 話 の 会 も 開 催

●﹃
新ホスピス宣言﹄
山崎章郎／米沢慧 雲母書房

●﹁しなのぐらし夏合宿﹂としてお盆明けの八月

◆ 恒例 夏期合宿 ご案内

｣

●﹃
疑惑のアングル 写真の嘘と真実︑そして戦争﹄

)

十八日 金 から二十日︵日︶︒小布施のオープン

(

新藤健一 平凡社

｣

１泊：１万３

六︒ＴＥＬ＆ＦＡＸ０３︵３３３７︶７４７５︶

日まで米沢慧氏へ︵東京都中野区若宮一ノ四八ノ

千円︑２泊：２万円︑交通費別︶希望者は八月五

どなたでも参加できます︒︵費用

題は﹁中国伝承医の歴史と思想︑および実際﹂︒

子︶で行なわれます︒特別講師は横山瑞生氏︒演

ハウスＮＰＯ法人 しなのぐらし ︵代表小渕登美

｢

ボタ 山のあるぼく の町 山口勲 写真集 ﹄
●﹃
タ ー以前﹂
３号
山口勲 海鳥 社 ︵山口 さん は﹁シャ ッ
の表紙 の写真を撮 られた方 です︶
＊その他ホームペ ージの資 料欄には新しい資 料が
何点か追加されています︒

◆ 静岡県立大学で公開シンポジュウムが開
かる

｢

ドブック この運動の反省と未来﹄岡村昭彦監訳の復
刻版︵
シシリーソンダース他編・
岡村アキヒコ監訳︶
が

戸田徹男方﹁岡村昭彦の会﹂事務局

発行 東京都江戸川区西小岩五︱十一︱二十七

﹃
岡村昭彦の会﹄
会報第十六号

加入者名 ﹁岡村昭彦の会﹂

口座番号 ﹁００１７０︱６︱６１５１２３﹂

に通信費一〇〇〇円を振り込んでください︒

この二︑三年通信 費を振り 込んでない方は︑ 左記

◆通信費の送金先

p
j
.
e
n
.
t
e
n
‑
o
s
.
2
k
p
@
e
n
o
y
‑
i
e
k
l
i
a
m
‑
e

雲母書房から発売されました︵申込みはチラシで︶
︒

●三月十三日静岡県立大学において︑附属図書館
が所蔵する岡村文庫の文書等を研究する岡村昭彦
文書研究会主催で五人のパネリストによる公開シ
ンポジュウムが開催され︑地元の新聞にも大きく
取り上げられました︒
●六月四日には神 奈川県民 ホールで開催され た日
本死の臨床研究会関東支部第十三回支部大会で
﹁大和・生と死を 考える会 ﹂によりＡＫＩＨ ＩＫ
Ｏ関係資料展示
●七月六日︑二十日にはクリエイト浜松において︑

０３︱３６５７︱８３８０
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﹃はままつ﹁伝統 と前衛﹂ を愛する百人委員 会﹄
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