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２月例会ご案内 
  
日時  ： ２月１３日 水曜日 

  18;30 ～ 21;00 
テーマ ：「中国に関わる不思議な勉強会」 
場所  ： 港区立商工会館 
参加費 ： 1000円 
担当  ： 平井 兵治 

 

中国の客華族のＣ先生が蒲田の町工場で開催されて

いた勉強会での話を思い出すままに発表させていただ

きます。 

この勉強会は、先生は当初北京語を教えるつもりで

したが、参加者の求めに応じ身近なことから話をする

ことになり、二十余年も続いてしまったのです。 

 

○ 夏至の日の湖の中央部の水は腐らない 

○ 千と万と白髪三千里 

○ 仏教伝来の悪智恵 

○ 罪と罰と法の字は 

○ 日本の失敗 漢文読法の取り入れたお影？ 

○ 孫子の真の意味は 

○ 仏文訳を日本語に 

○ 老子は米国訳で 

○ ちまきの作り方 

○ 哲学の哲の字はきらわれる？ 

○ 清の名前もきらわれる 

○ では忠の字は 

○ 九九は中国生まれ 

（ローランの板切れ） 

○ 海に対する概念は 

（空海の字は） 

○ 漢字に三音あり 

○ 五十五族で十三億人 

○ 客華、上海、福建について 

○ 客華、円楼について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 日本人は頭のさげ過ぎだ。 

○ 日本の年号批評 上海では 

○ 日本の漢学者は時代に恵まれなかった 

○ ７０年以上の武力支配は続かない 

○ 五行思想の基本は 

○ 中国地図を開いて 

○ 四柱推命は王様の極秘事項だった。 

 

以上、今回はこの位で 
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１２月例会報告 
日時  ： １２月１２日 水曜日 

  18;30 ～ 21;00 
テーマ ：「介護施設の現状」Ⅱ 
担当  ： 牧野 恭人 

 
介護が必要になった義父母の数さん、みよさん は、

それぞれ別々の介護施設にお世話になっています。

10月に続き、今回は、義父の数さん(現在88歳)の

施設生活とそこに至る経緯についてご紹介します。 

 数さん 

介護…仕事ぶりは人さまざま 

みよさん がデイサービスに通うようになり、数さ

んは週に２回程度、１～２時間、ホームヘルパーの

助けを借りるようになった。主に食事と掃除の世話

をしてもらっていた。“ホームヘルパー”、職種で

そう呼んでも、20分もはやく帰ってしまう人、満足

に掃除をしない人、料理がほとんどできない人、無

愛想な人など仕事ぶりは人さまざまだった。 

私たち家族は 数さん のところを訪ねるたびに、様

子を聞いては、ケアマネージャと連絡を取り、仕事

の内容をシッカリやるように伝えたり、人を変えて

もらったりしてきた。そうしているうちに、黒川さ

んという特別なヘルパーさんに出会うことになっ

た(サービスに対する評価・要求は重要です)。 

黒川さんは、砥石を持参して包丁を研ぐ、調味料を

持参して味付けする。干しシイタケまで常備してい

る。そんなことに感心して聞いてみると、“お年寄

りの家の包丁は切れない、調味料もないようなとこ

ろが多いので”と。ごく当たり前のことのようで、

黒川さんのヘルパー魂が伝わってきた。 

それどころか、勤務日でもないのにシャワーの取り

換えや欲しがる本を購入してきてくれ、物置の不要

物を選別廃棄し、植木の手入れ、畑の草取り、蛍光

灯の取り換えから大工仕事まで、数さんが気になる

ことを話すと、それに応えて何でもこなしてしまう

人だった(あくまで黒川さんの好意で行われたもの

で、こんなことがヘルパーに求められているのでは

ない。むしろやってはいけないとされている)。 

黒川さんの支援を得ながら、数さんは好きな鯵のタ

タキや鯵の煮つけを食べ、話も弾んだようだった。

何かあったらいつでも呼んで下さい。そう言って携

帯電話の番号まで教えてくれていた。まさか、ここ

で聞いていた携帯電話番号が、後日、数さんの命を

救うことになるとは、誰も予測しないことだった。 

 

介護…数さん、脳梗塞に見舞われる 

数さんの最初の脳梗塞は、視界が狭まり、見えにく

くなったある日、異常を感じ、次女に連絡した時に

始まる。看護師の次女は救急車を手配し、自身が勤

務する大学病院にて診察を受けさせた。脳梗塞にし

ては比較的軽微で、左側の視界がやや狭まり、左足

側の歩行が鈍って、左側の足をモノにぶつけやすく

なった。 

みよさん を我々が引取ったあと、数さんはヘルパ

ーの支援を受けながら、一人で生活していた。自転

車を杖がわり、荷物運びの道具として買い物に利用

したりしていた。そして、最初の発病から１年ほど

が経過した頃だった。数さんは、ある朝、急に目ま

い がして下半身が動けなくなった。 

驚き、腕の力だけで這って、前進し連絡しようと固

定電話のところに行くが、少し高いところにあり受

話器が取れない。サッシのドアを開け、近所に助け

を求めようとするが、鍵に手が届かない。あせり、

悪戦苦闘する。そして、ふと、黒川さんの携帯電話

番号のメモを見つけ出し、電話した。 

たまたま勤務中でなかった黒川さんは駆けつけて

くれ、我が家に連絡してくれた。黒川さんは妻の依

頼にしたがって救急車を手配し、次女の勤務する大

学病院に付き添ってくれた。我々は、追って駆けつ

け、すぐに手術するかの判断に迫られた。 

本人の意見も聞き、手術することに決定、そして当

日は、妻とその妹の三人で、病院の仮眠室で眠れぬ

夜を過ごすことになった。…結果は、残念ながら両

下半身の自由は取り戻せなかった。 

◆介護…パンとサラダの朝食に目覚める 

数さんの手術後の病院生活が始まった。下半身は不

自由になったが、頭はシッカリしている。食事も問題

ない。特筆すべきは、数さんに虫歯がないことだ。ス

ルメやタコなど硬いものが大好き、ふにゃふにゃした

ものは好まない。といっても刺身や魚類、豆腐、コン

ニャクの田楽は大好きだ。このシッカリした歯、好み

が後々施設の食事と合わず苦労することになる。 
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ともかく、数さんの生まれ育ちから、トマトやキュウ

リは下手に料理せず、取り立てのような鮮度のいいも

のを、そのまま食べるのが好みだ。その数さん、大学

病院の入院生活で朝食が一変した。およそパンなど見

向きもしなかったのに、熟成パンが大好物に。そして、

大根と人参を細く切ったサラダ、そのドレッシングの

味が気に入ったのだろう。好みの分野が大きく広がっ

た。しかし、生活面では下半身の不自由さに対する厳

しい試練が待ち受けていた。 
 
◆介護…リハビリ病院生活とヒヤリ、ハット 

病院のパンとサラダに目覚めた数さん、不自由にな

った下半身のため、車イスの生活となった。下半身の

自由が利かないということは、オシッコができない。

寝返りができない。そしてベッドから起き上がること

も、ベッドに座ることも、まして車イスに移ることも

できないのである。 

 

一定の経過をみて、大学病院からリハビリのできる

病院へ転院することになった。腕の力をつける、起き

上がる手順と掴まり方、ベッドに座る時の注意点、車

イスへ移る手順と掴まり方などの習得が始まった。 

このリハビリ病棟には、シッカリ指導してくれるＫ

さんがいた。しかし、少々ピントの合わない看護師、

“ぼわー”とした高齢の医師がいた。リハビリ病棟は

リハビリの専門家と意識のうすい医師と看護師で構成

されているのかもしれない。ともかく、リハビリの日々

が始まった。 

 

下半身の自由が利かないため、オシッコの感覚がな

い。尿道にカテーテルという管を挿入し、管の外側に

はオシッコが溜まる袋（バルーンバッグ）を接続する

ようになった。そういう中でリハビリを始めたが、前

回記したように、Ｋさんが要所を押さえて指導してく

れた。体の仕組み、力の入れ具合、ベッドの柔らかさ

などによって危険な状態は変わってくる。 

 

普段のお世話をする人は、Ｋさんのような全体観がな

いため片手で掴まっている数さんの体が急回転してベ

ッドに倒れ込むようなこともあった。後ろのベッドの

柵にぶつかれば、大変なことになりかねない。このよ

うに、事故に結び付くようなヒヤリやハットするよう

なことを何回か目撃した。歩行は当初より諦めざるを

えないリハビリ目標だったが、それでもリハビリの甲

斐あって、腕の力も付き、一人で起き上がり、ベッド

に座れるようになってきた。このことは、リハビリ病

院の退院が近づいていることを意味していた。 
 
◆介護…手探りの施設探し 

数さんは、リハビリ病院で84歳の春を迎えた。この病

院は50年以上の歴史がある。病院の４階から五分咲き

の桜の老大木を見下ろしながら、「桜は下から観たい

な」と数さんが言った。酒好きの数さんのこと、我々

夫婦は花見酒のことだな、と思いながら笑った。 

 

さて、この頃から次の施設探しが始まった。一体ど

こに施設があるのか、どんな施設がいいのか、およそ

予備知識はない。まして判断基準もない。焦りや、不

安を持ちながら、ただ身近に見聞きする情報、区役所

の案内などから手探りの訪問を繰り返した。 

そしてやっと、我が家から比較的近い老健（介護老人

保健施設）に入居することにした。 

 

この施設は高台にあり、テラスに出れば見晴らしは良

かったが、数さんの居室の窓からはコンクリの壁しか

見えなかった。いよいよ、老健での数さんの新しい生

活が始まった。 

 
◆介護…施設のお年寄りの生活 

長女である妻は毎日ように数さんに会いに出掛け

た。そして、食事が気に入らないという数さんに、好

きな“いなりずし”や“巻きずし”を持参して喜ばせ

た。施設側にはいろんな人がいる。 

 

ルール通りやろうとし、施設に「食事は持ってこな

いで」という施設の人や無愛想な人も少なくない。介

護士の人は別として、その他の職種の人には特にそう

感じられる人たちが少なくなかった。そんな中で、2、

3人の親切な人の記憶がある。介護士のＳさん、「数

さん、好きな“いなりずし”持って行きましょう」と

紙に包み、車イスの脇において、食堂に持っていって

食べさせてくれた。 

 

看護師のＨさん、笑顔の素敵なきれいな人だった。

見晴らしの良い外へ、夏には朝顔を見に、よく連れ出

し散歩させてくれた。色紙を折ってくれたり、バルー

ンのカバーを縫ってきてくれたりもした。 

私たち夫婦も、何度も通ううちに、入居している人た

ちと顔見知りになる。挨拶したり、ちょっと会話した

り、手伝ったりする。すると、行くたびにどちらから

ともなく手を挙げ、親しく挨拶をするようになる。妻

などは、握手をするようにスキンシップを求められた

りした。そんなチョットしたことが、いかにも嬉しい

のだ。そして、だんだんと施設にいるお年寄りのさび

しいこころ、求めていること、その人たちとの距離感

などを把握できるような感じがしてきた。楽しい会話

はとてもこころを幸せにさせるように感じられた。 

 
◆介護…数さん、次の施設の検討が始まる 

数さんの老健での生活自体は、かなり慣れてきた。

私たちも、世話をしてくれる人や入所者の人たちとも

顔なじみになっていた。とは言え、ケアプランを確認

する会合では、食事などの要望を出していた。しかし、

老健では、３ヶ月ごとに見直しをして在宅の良し悪し

を評価するという原則がある。次はどうしよう？ そ

れが検討課題だった。 
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妻とともにあちこちと次の施設探しを始めていた。

ほんとに沢山の施設を訪問し、面談して話を聞くもの

の、いま一つ決め手がなかった。 

ある日、妻がテレビを見ていると、開所して間もな

い施設が放映されていた。グループの代表者が出演し、

屋上から富士が見えることや施設の特長を紹介して

いる。興味を引いたのは、入居者の大きな喜びの一つ

となる食事に力を入れていること、そして何より、

“施設は入居者のためにだけある”、と言い切ってい

ることだった。妻は、すぐにメモし、早速出向いて施

設を見学、パンフレットを入手した。そして、部屋の

空き状態、どちら側の部屋が日当たりや見晴らしが良

いかなど情報収集してきた結果、有力な入居先候補と

して検討することにした。 

 

◆介護…施設のホーム長に会う 

候補の施設は車で20分ほどのところにある。近い

し、グループの代表者の運営目標もいい。「よし、会

おう」私たちは話を聞くことにした。 

当時、82歳だった数さんに虫歯は一本もない。スル

メや砂肝、骨付き鳥のモモ、小女子の佃煮、ザラメ煎

餅など噛み応えのある硬い物が好きだ。 

 

そんなことを説明し、こんな硬いものも食事として

出してもらえるか確認した。「ワタミはもともと、料

理の分野が得意ですから、砂肝などお手のものです」 

女性ホーム長の飛沢さんは、あっさりと答えた。 

そして、この施設は寮を改築したものであること、飛

沢さんは以前から介護施設で働いていたが、ワタミグ

ループが買い取ったこと、その時、働いていた人の半

数が辞めたことなどを話してくれた。 

 
◆介護…試食、そして 

老健から出る時期は迫っている。施設のグループ

のトップが①ホームは入居者のためにだけある、と。

②おいしい食事を提供することを目標としている。③

自分の親にしてほしいことをし、してほしくないこと

はしないこと。④ヒノキのお風呂に入れ、できるだけ

口から食べてもらい、歩けるように、などの方向性を

明言し、公表していることは良い材料と言える。 

入居金は800万円台で極めて大きい。意思決定時期

は迫っている。「今なら好きな部屋が選びやすいです

よ」「食事は500円で試食できるので試して下さい」

ホーム長は話を続けた。 

私たちは、先ず試食の申し込みをしてみようと決め

た。家内と試食に出かけた。食事は、お年寄りなりの

量であることは妻と一致したが、野菜類が足りない、

味もそれほどでもない、と。私は、ま、この程度なの

かなという感じだった。 

 

◆介護…契約へ 

数さんにとって、どの施設が合うのか？ つまり、

数さん夫婦の財産を、それぞれ（数さん、みよさん）

のために、ほんとうに効果的に使えるか、それが重要

である。それには、ホームの経営方針、実体としての

サービス度合い、入居金、毎月の費用などが基本的な

判断材料になる。さらに、我が家から比較的近いか、

周囲の環境条件はおちついているかなども考慮すべき

要素だ。 

 

大きな買い物になる。いろんな施設を見、方針や環

境、我が家との距離など総合的にみて、数さんにとっ

ては良い施設だろう、そう思えた。入居金は大きいが、

数さんの財産だ。月々は何とか年金のレベルでやって

いけそう、妻の判断だった。 

 

◆介護…数さん、入居 

契約に会わせて、数さんの身の回り品を取り揃える

ことになった。家具屋を回り、白の整理ダンス、アジ

アン型小物入れや引き出し、コンパクトなソファ、そ

してちいさな冷蔵庫に、小型液晶テレビ、洋服掛けな

どを取り揃えた。入居後も、加湿器や植木鉢入りの緑

のもの、写真立てなど、必要と思うものを買い足して

いった。 

 

バルーン付きの車イス生活では、自身だけでは中々

思うように動けない。部屋から出ようにも、車イスで

ドアを開けに行き、引っ張って開け、出れば自動的に

閉まるが、開けるのに力がいるし開けにくい。ドアー

クローザーは力を入れなければ開けられない、車イス

で出がけに閉まってくる。したがって、ドアークロー

ザーは外すことにした。すると、ドアは軽くなったが

開けた後に、車イスで締めに行かなければならない。

ドアの外側の取手に紐を結び、その紐の先をドアの蝶

つがいの近くに掛けられるようにして、出たらその紐

を引っ張れば閉まるようにした。その後、内側にも紐

をつけ、引っ張って開けるようにもした。 

 

ベッドにいても、車イスでも、手長猿のように便利

に使えるマジックハンドの長いのや短いのを３、４個

買い、ベッドのそば、テレビのそばなど、動いて活動

しやすいように配置した。電気スタンドは、タッチし

て点灯/消灯できる型のものにし、常備品のニトロは天

井から吊るした紐に結び、ベッドでも車イスでも取れ

るようにした。テレビのリモコンは、ボタンの大きい

汎用のものも揃え、複数個所に置いた。まさに、知恵

と工夫の結晶した部屋に変化していった。 

 

*****< マジックハンドで下半身の不自由をカバー、 

ドアに紐を付け、車いすで出入りを容易に >****** 
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**< 数さん入居時の紹介文 >******************* 
皆さま、こんにちは！ 
この９月から入居することにしました父・鈴木数衛

（すずき かずえ）をご紹介させていただきます。 
鈴木数衛は大正 13年 2 月 4 日、群馬県に生まれ、満

82 歳になります。兄２人、姉１人、妹１人の４番目として育

ちました。しかし、長兄はマレー半島で、次男はフィリピ

ンで戦死しました。姉妹は今も群馬県で健在です。戦死

した 2 人の兄が見守っているのか、これからおいおいお

話しますが、数衛は、幾多の災難を奇跡的に免れながら

今日に至っています。 
 
数衛は 16,７歳のころ、「満州はこれからの地」と志を立

て、満鉄に入社し、渡りました。しかし、行ってみると技術

も何もない自分に気づき、１年ほどで内地に戻ってきまし

た。「船に乗り、世界を回りたい」との夢から、無線通信の

技術を身につけるため、当時の武蔵野無線に１年半、そ

の後、目黒無線（電気通信大学の前身）に２年半ほど通

いました。この時、もし内地に戻っていなければ、敗戦で

シベリア送りになっていたと思われます。まずここで第一

の災難を通過しました。 

 

さて、通信学校時代は学びながらも仲間と愉快に過ご

したようです。大島出身の友人・山本と一緒に青春が炸

裂していました。若者にありがちな喧嘩対策では、自転

車のチェーンをぶら下げては新宿界隈を闊歩していたよ

うです。また、大島五郎という誰もが一目を置く親分役の

友を紹介されたり、気性の激しい者の仲間でした。 

 
目黒無線を卒業すると、軍属（軍隊のなかで、文官・

技術者などの非軍人）として広島に渡ります。その後、

仙台で１年半ほど過ごしたあと、広島に戻って１ケ月

も経たないうちに被爆しました。洗濯物を干し、もう

少し寝ようと毛布にもぐりこんだ直後のキノコ雲（８

月６日、午前８時 15分）でした。沢山の仲間を失いま

したが、数衛はフトンにもぐった瞬間でしたから、こ

こでも奇跡的に助かったのです。 
 
被爆直後、機密書類を届ける者が必要となり、その

届け役を志願しました。爆心地を離れ数日後に戻ると、

何日も何日も散在する死体を焼き続けたと言います。

ただ、機密書類を届けることを志願したことが、被爆

直後の現地から離れることになり、放射能を浴びるこ

とが少なく、これも幸運でした。 
 
その後、群馬に戻り、田舎で百姓をやることになり

ました。親族会議の結果、2 人の兄がいないのだから

ということで、農家を継ぐことになったのです。村の

役などをやりながら、老いた病身の父を抱え、農業に

励みました。 
 
隣村の保健婦 みよちゃんは、病身の父の看護に訪ね
てくれます。明るく、活動的、そして病人に笑顔で接

する みよちゃんは、村の人気者です。薪で火を起し、
お湯で注射器を消毒して注射や手当てをするのですが、

忙しい農家では、食後の食器が洗い場に運んであるだ

けです。みよ ちゃん はそれらも洗い、片付けて、次
の家へ回ります。そんな みよ ちゃん ですから、村の
人気者です。村の青年は颯爽と自転車で走る みよ ち
ゃにあこがれ、用もないのに保健所に訪ねてくる青年

も多かったようです。病の床で見ていた数衛の父は「あ

の娘
こ

はいい子だ！」と薦め、嫁にすることになりまし

た。 
 
その後、神奈川県の川崎に移り住み、ゼロからの出

発が始まりました。数衛は日本鋳造に勤め始めます。

ある日、バイクで通勤していた数衛は、第一国道で乗

用車に衝突、飛び跳ね回転して他の車のボンネットに

ドスン。怪我ひとつなく無傷でした。また、工場の現

場で大きな鉄骨がスグ隣にドスンと倒れてきました。

その日、飼っていたヒヨコが亡くなり身代わりになっ

てくれた、とも言っています。またしても守護霊に守

られました。 
 
みよ の方は“駄菓子店”をやったり“土方”をした
りで働き続けましたが、ある時、数衛が保険の外交員

を薦めました。ここで、かつての みよ ちゃん が蘇っ
たのです。水を得た魚のように、メキメキ頭角を現し

て支部長になり、多くの主婦を部下にして育てました。

数衛・みよ 夫婦は先進的・進取の気性があり、お金も
ないのにあちこちと海外を旅し、あるいは中古のパブ

リカを買っては田舎に帰ったり、高齢になってからも

共にダンスをしたり、ゴルフを楽しむなど精一杯生き、

楽しんできました。その みよ ちゃん も 84 歳、元気

ですが、初期の認知症で施設のお世話になっています。 
 
 平成 16年８月１日、数衛は脳血栓に見舞われました。

突然、左手が利かず、ボタンもかけられない、そして

転ぶ、ぶつかる、救急車で入院しました。その結果、

左の視野がせまくなり、左足がほんの少し不自由にな

りました。その１年後、平成 17年９月 20日に脳血栓

を再発し、その日に緊急手術を受けたものの両下半身

不随になりました。 
 
戦中戦後、自ら精一杯家庭を支えながら社会の一員

としても生き抜いてきた数衛でしたが、下半身不随の

ショックは耐えられない苦痛であり、不安とともに生

きている意味もないと感じたことでしょう。しかし「得

意平然 失意泰然」を座右の銘にしてきた数衛は、そ

のかけらも見せず、これを受け入れ、見舞いに来る者

を励まし、気を使ってくれます。また戦争の体験から

「第一に平和、第二に健康、戦争は絶対にしないこと」

と語ります。人生の先輩の言葉として心に刻むところ

です。 
（みよさんの時と同様に、これまでの数さんの人生を

知っていただくことが、これからの施設での生活に

当たり、より良い介護に結び付くと考え、入居時に

まとめたものです） 
****< 数さん入居時の紹介文、ここまで >****** 
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◆介護…数さん、ひ孫と遊ぶ 

数さんの生活は、自身でベッドに起き上がることか

ら、上半身の着替え、マジックハンドを利用してのカ

ーテンの開け閉め、紐で結んだリモコンでテレビのオ

ンオフ、車イスに移してもらっては自身でドアを開閉

して食堂に行くなど、生活も徐々に慣れてきた。 

 

新聞を読みたいということで、朝日新聞を購読する

ようにした。特筆すべきは、以前書いたが、特別なヘ

ルパーさんの黒川さんは、ボランティア精神に溢れて

いるというべきか、訪ねてきて、身の回りの掃除、車

イスでの散歩、散歩中は寺の庭に落ちた梅などを住職

に話して集め(住職が木を揺すって落としてくれる)、

ついに、水と金魚と金魚蜂を持参してきて据え付けた。

数さんにとっては、エサやりが日課となって気分も変

化しているようだった。 

 

息子夫婦が我が家に遊びにくると、妻は数さんのと

ころに行こうと言って、孫や嫁を連れ、ホームを訪ね

た。数さんは、ひ孫の顔をみるだけで表情が明るくな

った。ひ孫は、マジックハンドを操作して数さんの手

を掴んだり、車イスを押したり引いたりし、プレイル

ームに連れていくと、大きなゴムボールを突き合って

数さんとも遊んだ。それは数さんの笑顔がとても輝く

時だった。 

 

◆介護…花見 

桜の時期が来ると、花見だ。かつてリハビリ病院の

４階から五分咲きの桜の老大木を見下ろして、 

「桜は下から観たいな」と数さんが言っていたのを思

い出す。それは“花見て一杯”を意味している。 

だから、桜の時期が来ると、車イスで桜並木に連れ出

す。我々家族だけでなく、例の黒川さんも、よく散歩

に連れて行ってくれた（黒川さんは、この頃はもうケ

アマネージャになっていた）。 

 

適度に散歩した後は、桜並木沿いの行きつけのそば

屋で一杯やる。桜を見上げながら、おいしそうに飲む

数さんの顔は格別いい。数さん曰く 

「飲まなくても顔色を見て、飲んだのですか？ と

言われるんだ」 

「じゃ、飲まなきゃ損だね」 

桜を見上げ、そんなやり取りをしているうちに、顔は

紅桜に変わっている。 

 
◆サービス内容のギャップ、褥瘡(床ズレ)を二度も繰

り返す 

 北里病院、リハビリ病院、老健などを経験してきた

が、褥瘡(床ズレ)は一度も発生したことがない。今や、
ケアマネとなっている黒川さんに言わせれば、体位交

換、点検は基本中の基本、小さな点でも発生を見逃さ

ないようにすることだという。注意、点検の不足だ。

他にも爪がとても伸びている、鼻毛が出ている、足指

の間が水虫になっているなどがあった。 

 

◆やはり食事が合わない 

 施設の食事は、全般的にやわらかく、細かく刻まれ、

飲み込みやすいように“とろみ食”にしてある。その

理屈はわかる。しかし、虫歯一本もなく固いものが好

きな数さんにとっては、先ず、食感から合わない。ラ

ッキョウが刻んである、トマトが細かく切ってある、

キュウリはふにゃふにゃ、数さんとしては、ボリッと

ラッキョウやキュウリを食べたい、トマトをかじりた

い、そうやって育ってきたのである。社長に手紙を書

き、この問題解決に何年も要した。 

 

*******＜ 食事改善提案の骨子 ＞*************** 
おいしい料理に配慮した取り組みをしていることは

よく分かりますが、不満の原因を根本的に解決する戦

略的アプローチが必要です。 
 
□食感=歯ごたえ=普通食か、高齢者食か 
歯が丈夫、育った環境から堅いもの、原型を残した

ものが好きなタイプ、歯が悪い、かめないなどから、

柔らかいもの、刻んだものを好むに分かれます。タイ

プかを見分け、それを出せば確実においしいと感じる

ようになります。どんなに味か良いものでも、これは

何だ？ 見た目がわからず気持ちが敬遠し、歯ごたえ

などもないと、おいしい手の込んだ料理も受入れにく

いのです。高齢者食の先は流動食となりますが、省略

します。 
普通食型 高齢者食型 

トマト、キューリ、ラッ

キョウ、リンゴ等の果

物、和え物など歯ごた

え・原型が見え、口にし

たかたさなど普通の食

事を好む人 

細かく刻み、やわらかくし

たもの中心の料理で原型

がわからないが、食べ易

い、喉につまりにくい食事

を好む人、またはその配慮

が必要な人 
 

□和食か、和洋食か、洋食か 
一般に男性は和食型が多く、女性は和洋食型かもし

れません。育った年代からみれば和食型の方が受け入

れ易いと思います。どのタイプかを明確にした対応を

する。仮にどんなに味が良くても、好まない型の料理

はいただけません。 
和食型 和洋食型 洋食型 

焼魚、煮魚、冷奴、

湯豆腐、サシミ、寿

司、うな丼、スルメ

の天ぷら、ラーメン、

砂肝 

左右のど

ちらでも

OK の人
達 

パスタ、ハンバー

グ、ハヤシライ

ス、カレーライ

ス、グラタン… 

 
□味付けは濃いめか、普通か、薄めか 
育つ環境から、好みが明確です。説明の必要はない

でしょう。薄め型が提供されているように思います。 
濃いめ型 普通型 薄め型 

レストヴィラ十日市場で提供されていた料理は、概ね

下図の太線の範囲です。入居者鈴木数衛の好む範囲は



 
7 

破線です。主食が和食の場合のみ満足なため、また普

通食を好むため、満足度が高まりません。 
普通食型 高齢者食型 

トマト、キューリ、ラッ

キョウ、リンゴ等の果

物、和え物など歯ごた

え・原型が見える旬の、

普通の食事を好む人 

細かく刻み、やわらかくし

たもの中心の料理で原型

がわからないが、食べ易

い、喉につまりにくい食事

を好む人 
 

和食型 和洋食型 洋食型 
焼魚、煮魚、冷奴、

湯豆腐、サシミ、

寿司、うな丼、天

ぷら、ラーメン 

左右のどち

らでも OK
の人達 

パスタ、ハンバー

グ、ハヤシライ

ス、カレーライ

ス、グラタン… 
 

濃いめ型 普通型 薄め型 
 
以上の観点から、ご理解いただけると思います。 
したがって、 
・入居者のタイプ分け 

① 食感、②種類、③味付け はどのタイプか 
・厨房では、和食／洋食の2パターンを準備する 
・料理手順は原形食タイプから高齢者食タイプに向

かって細かく刻む、味付けは薄味から濃い目に変

えていく調理法 
この方法であれば、一人ひとりの細かい対応でなく

ても、そして、一週間のサイクルで同様の料理が出

ても、食事の満足度は確実に向上します。 
 
ちなみに、鈴木数衛の調理カードは次のようになり

ます。是非、この3点からの改革をお願いします。 
鈴木数衛 

食感：硬めの普通食 
種類：和食 
味付：普通味付け 

*******＜ 食事改善提案の骨子 終り＞************ 
 

この施設では、食事はセンターで集中的に作ってい

ることもあり、容易に受け入れられなかった。しかし、

最終的には、ホーム長が決断し、近くのスーパーに出

向き、数さん好みの歯ごたえのあるもの、味付けが合

うものなどを買い求め対応してくれるようになった。 

 

◆床ずれ再発、食事改善を繰り返す 

 床ずれが再発した。病院では一切発生しない床ずれ

が相変わらず再発することから、対応改善を認めた。

家族には、記録として写真を撮っておいて所定の箇所

に置いてもらうようにする。 
 食事も、本腰で取り組んでもらうよう本社を交えて

折衝した。 
 
◆施設契約医師のいいかげんな回診 

 当初より、施設に近いＹ医院にお願いしていた。検

査後、最近の様子から、血液検査の結果、ワーファリ

ン摂取量2.5錠を1錠に変更していたにもかかわらず、
2 錠に増やされていた。今回の脳溢血で入院した病院
の医師から血液のサラサラ度が高すぎる説明を受け、

ナゼ2錠に増やしたのか、その点の説明を求めた。 
医師は、緊張で手をブルブル振るわせ、明確な説明も

なく、自身の判断を主張するに留まった。 

(この医師は、数さんの部屋に入ると、ベッドの上

から見下ろした声掛けだけで、丁寧な問診や診察す

ることもなく、結果や今後の方針説明などがされる

ケースはなかった。懇談会でそのような意見が多か

ったこともあり、改善を求める代表の気持ちで説明

を求めた) 

 

そのご、この施設が契約している別の医師に変更し、

少なくとも、丁寧な問診、診断、説明がされるよう

になっている。 

 
◆その後の経緯は 

 平成24年8,9月は、誤嚥で苦しみ、救急で入院す

ることが多く、集中治療室で一段落すると病室でも酸

素吸入マスク／チューブが必要だった。退院時に、医

師より、老化した状況で入院しても同じことを繰り返

すだけであること、少しずつ誤嚥を繰り返し、菌が入

って肺炎になる可能性が高いこと、今後は手術などし

ないと聞いているが、救命救急病院に行き救命具を取

り付けると外せなくなるなどの話を聞き、最終段階が

近づいていることを覚悟した。 

 

最後の面会と、群馬から親戚が来、孫も出向いた。も

う、入院しても繰り返すだけだからと、病院に連れて

いくことも控えるように施設と話し合った。しかし、

その後、肺炎で、あまりの苦しい様子から、施設では

病院にお連れしたい旨の連絡を数回受け、一度入院し

た。二週間ほどで退院し、この稿を書いている平成25

年1月現在、大きな問題はない。その間、歌舞伎の中

村勘三郎さんは肺炎で夭逝された。 

今は、数さんの生命力に感心しつつ、見守りながら過

ごしている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

****＜孫の呼掛けに大喜びで反応した数さん＞**** 

 

施設選び、ケアプランとその実施状況、問題時の対

応、国保連等への苦情申し出など、二度に渡りお話し

した私の体験が参考になれば何よりです。今後も、施

設の対応状況を見守り、改善に心掛けたいと思ってい

ます。 
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  例会予定  
 
2013年 
3月13日 水曜日  18;30 ～ 21;00 
テーマ ：未定 
担当  ：未定 

 
4月10日 水曜日  18;30 ～ 21;00 
テーマ ：未定 
担当  ：未定 

 
原則として第二水曜日となります。 
開催場所：港区立商工会館 

（都立産業貿易センター浜松町館 ６階） 

 
 

分科会活動 ご案内 
 

古川彰久が事務局長に就任しているサトルエネル

ギー学会の行事をご紹介します。 

サトルサロン 

講演テーマ： 

「食べることは世界への扉 : 心・身体・魂が喜

ぶ、遠くて近いワンネスの旅」 

講師：田戸 純子 (たど じゅんこ)様 

（ワンネスフード協会主宰。サトルエネルギー

学会会員・日本ホリスティック医学協会会員。

（社）日本ナチュラルフード協会認定ナチュ

ラルフードマスター、米国ＮＬＰラーニング

認定プラクティショナー） 

日時：2013年2月7日（木）18:30～20:30 

場所：港区立商工会館  

会費：3000円 
「気」や「ことば」の力で食べ物は安心・おいしい
ものに変わります。ですから手料理は素晴らしく、
おむすびは愛の思いを結びます。イエス・キリスト
が水をワインに変えたように、宇宙と合一した意識
は物質化を果たします。本来我もまた神ならば、奇
跡はフツーに起こり得ること。そんな世界に進みた
い！ それには、オーガニックな植物性のいのちを
いただくのが、ひとつの近道なのです。心の底が明
るく…毒を取り込まず、動物さんの悲しみを口にし
ないから。細胞イキイキ…内臓浄化で質の良い血液
ができるため。五感以上の感覚が覚醒…体内外の汚
れがとれて、アンテナが正常化するので。虫の知ら
せは元気に働く腸内微生物の超(腸)能力！ 食べ
物の故郷や生産者さんとはテレパシーで感謝の交
流。宇宙意識と繋がる旅にもでかけます。この星が
健康になる農法と産業が育てば、誰もが満ちてワン
ネスに心・身体・魂喜ぶ。ところで、植物さんは食
べられてもよいの？ 私なりに腑に落ちたところ

を当日お話いたします。 

 
窓口・申込：㈲イキイキライフ 古川彰久 
   ＴＥＬ：０３―３４３２―０５８４ 
   ＦＡＸ：０３―３４３２―０５８２ 
 
港区立商工会館へのご案内地図 

東京都港区海岸1-7-8都立産業貿易センター 
浜松町館6階  TEL03-3433-0862 
ゆりかもめ竹芝駅より徒歩３分 
ＪＲ浜松町駅北口より竹芝桟橋方向へ徒歩7分  
都営地下鉄浅草線・大江戸線大門駅より 
浜松町駅方向へ徒歩10分    
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
※ 会誌発送は、E-mail です。 
※ 年会費はありません。 
※ 「じょうはん」発送のお申込は、 
E-mail： info@iki2life.com 

まで、Mailでご連絡下さい。 
※ 興味のありそうな方にも積極的に転送してあ

げて下さい。 
※ ホームページもご確認下さい。 
   http://www.jouhan.com 
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 
 
編集後記 
牧野氏から詳細なご報告をいただきましたので、

増ページ致しました。介護問題は今後ますます大き

な課題になりそうですね。 
平井氏の２月のお話も、中国という国を理解する

ために貴重な題材になりそうです。 
                  (古川) 


