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“もしも”のわたしの思い
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第 １ 章
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準備のための手引き

◆はじめに

◆看取りとは

◆人生会議について

◆具体的に準備しておきたいこと
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◆はじめに

最期は住み慣れた所で過ごしたい又過ごさせてあげたいと思われる方は多い
と思います。
でも、実際にそのような状況になれば、在宅での看取りを経験した方は少な
く、どうしたら良いのか、不安が募るのではないでしょうか。
この手引書は看取る方たちの不安感を少しでも和らげ、在宅で穏やかな最期
が迎えられることに、少しでも役立てればとの思いで作成しました。
また、大村市では在宅看取りにかかわる在宅主治医・訪問看護・訪問介護・
ケアマネジャー等の在宅ケアスタッフがご家族をいつでもサポートしますの
で、遠慮なくお気軽にご相談下さい。

在宅医療サポートセンター
センター長 山下 直宏
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◆看取りとは

無理な延命治療などは行わず、高齢者が自然に亡くなられるまでの過程を見守るこ
とを「看取り」と呼びます。元々は介護をするうえでの世話・看病など、患者を介
護する行為そのものを表す言葉でした。しかし、現在では、介護や看病などのお世
話の有無に限らず最期を見守ることを指して「看取り」と考えます。

＊看取り
安らかな生の終焉をささえるために、その死に寄り添うこと。

＊看取りの状態
ご本人が、疾患或いは障害、加齢により自然治癒力の低下が著しくなり、治療
による改善の可能性が認められないと医師が判断し、ご本人およびご家族がそ
れ以上の治療を望まない状態。

＊看取りのケア
ご本人の意向を尊重することを前提に、身体的、精神的、社会的苦痛をできる
だけ緩和し、その人なりの充実した最期を迎えられるように介護・援助するこ
と。
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◆人生会議について
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◆具体的に準備しておきたいこと

ご本人の意向を知りましょう！

◼残された時間をご本人はどのように過ごされたいと思われていますか？

＊病状の進行に伴い起こるかもしれない症状など、事前に医師より説明を受け、
その時の対応など医療者、訪問看護師、ケアマネジャー、介護サービスのス
タッフなどと話合いをしておきましょう。また、ご家族間でも話合いを繰り
返し行って、思いを同じにしていることは大事です。

＊行きたいところ、会いたい人、食べたい物、今までの生活の中で、大切にさ
れていることなど、ご本人のしたいこと等を可能な限り実現できるよう医師
やケアマジャーが相談を受けることが出来ると思います。
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◼ご本人が亡くなった後のことも聞いておくと良いと思います。

＊着衣の選択（ご本人の好きな洋服、着物など）
＊遺影の選択（ご本人に自分の好きな写真を選んでもらっておくこともお勧
めします）

＊友人など亡くなった後知らせたいと思われている方の連絡先なども、聞い
ておくと戸惑わなくていいかもしれません。

＊お墓や葬儀についてもご本人が、しっかりされている時に話合っておくこ
とをお勧めます。

＊資産などはご本人の意思に沿って、話を聞いておくことが大事です。
出来れば、元気な時に遺言書を作成しておかれると良いと思います。

（公証役場でも作成できます。詳しくは公証役場（諫早市）にご相談
ください）



◆具体的に準備しておきたいこと
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◼ 在宅主治医を持ちましょう

・訪問診療⇒通院が困難になった方が、定期的にご自宅で診療
を受けることが出来ます。

・往 診 ⇒定期的に在宅主治医の訪問診療を受けている方が、
突発的な病状の変化により、診察を受けたい場合などに対応
することです。

◼ 訪問看護の利用

訪問看護ステーションの看護師が医師の指示のもと訪問し、
患者様やご家族の支援をします。医療処置やケア、不安の
相談などに対応します。
また、在宅主治医と連携を取り、24時間365日緊急時の対応
を行います。

◼ 介護保険の申請

病名によっては40歳以上の方が申請することが出来ます。
要介護度によって、介護サービスの限度額がありますが、
介護サービスを受けるときには基本1割の負担となります。

◼ ケアマネジャー

介護保険の申請後、早めにケアマネジャーを決めましょう。
訪問看護やヘルパーの利用、福祉用具の利用などご本人・ご
家族の思いに寄り添い、ケアプランを立てます。
ご本人の望む生活を送ることができるよう、医療と介護が連
携してケアを実施出来るよう調整します。

ご自宅でも病院と同じような医療を受けることが出来ます。
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困った時の手引き

第 2 章

◆在宅主治医が見つからないとき

◆看取りが不安になったとき

◆本人の痛みが強いとき

◆本人の心がつらいとき
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◆在宅主治医が見つからない時

＊訪問診療や看取りなどに対応可能な医師が大村在宅ドク
ターネットに登録しています。

＊退院後、在宅主治医が必要となった場合、入院先の病院よ
り「まちなか保健室」に連絡があり、ドクターネットに登
録された医師に在宅主治医の募集をかけます。
※24時間～48時間以内に決定します。

大村市医師会は平成17年より、市民の皆様がご自宅でも
安心して療養や看取りができるようシステムを作り支援し
ています。

＊在宅療養が必要になった方は、訪問看護ステーションと
医師が連携して24時間365日の対応を行っています。

＊訪問看護ステーションは、医師の指示のもと、利用される
方との契約により定期的な訪問をし、健康管理や医療処
置・機器の管理など行います。契約している方が夜間、早
朝など急な状態の変化や不安があられる方に対して緊急時
対応の契約を結び医師との連携のもと、電話や訪問などの
対応をします。
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（訪問看護ステーションの役割）

大村在宅ドクターネット（在宅主治医を探すシステム）

令和4年1月現在、大村市内10ヶ所（全事業所）の訪問看護ステーション
が対応しています。



今、どのようなことがご心配ですか？

少しでも口から取らせて
あげたい。
食べさせてあげたい

げんきになってほしい
がんばってほしい

出来ることは
全てしてあげたい

何もしてあげられない
十分なことがしてあげ
られなかった

脱水になったら苦
しむのでは…？

病気のためでなく、食べられ
ないために衰弱してしまう

何度も針を
刺されて

かわいそう…
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◆看取りが不安になったとき

ひとりで考えこまずに、そばにいる誰かにお気持ちをお話ください。
医師や看護師、ケアマネジャーにいつでもご相談ください。



◆ 本人の痛みが強い場合
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癌の痛みは闘病生活の中でも不安であり、残りの時間を過ごす上で非常にやっか
いな存在です。痛みが強くなる場合などどうしたらよいのでしょうか？現在は疼
痛治療ガイドラインに沿って様々な治療を行いますので、安全に治療を受けるこ
とが出来ます。
痛みには3つの目標があります。
第1目標は痛みがあっても眠れるようにする事。
第2目標は安静にしていれば痛みを気にしない状態にする事。
第3目標は動いても痛みを気にしない状態にする事。
まずは一つ一つ目標を達成するため鎮痛薬などの調整をガイドラインに沿って
行っていきます。
痛みの強さにより徐々に段階的(ラダー)に薬剤を工夫していきます。まずは通常
の鎮痛剤(一般的な解熱鎮痛剤)より開始し、弱いオピオイド製剤、強いオピオイド
製剤(モルヒネなど)の順番で調整を行います。痛みの種類は様々なのでそれだけで
は取れない痛みもあります。この場合は補助的な痛み止めを一緒に使う場合や放
射線治療や神経ブロックなどを組み合わせる場合もあります。
いずれも副作用対策を行いながら実施していきます。
痛みは一定ではありません。痛みが問題とならない最低量(ベース)を決定して1日
中効くように使います。しかしカバーできない突然の痛み(突発痛と言います)につ
いては、なるべく早く効く痛み止めを使いレスキューと呼びます。
レスキューは予め主治医より○時間あけたら何度でも使って良いですよと説明を
受けますので、約束通り使う場合は主治医への連絡は後で良いので自宅でも安心
して使用できます。
病気の時期や種類によっては内服が困難な場合もあります。痛み止めは出来るだ
け自然な形で服用する事が大事なのでまずは経口から開始し、内服できなくなっ
た場合は注射薬や座薬などを使用していきます。注射薬も自宅用の小型ポンプな
ども使用できるので、ご自宅でも十分使うことが可能です。
主治医とよく相談し状態に合わせて使用してみてください。
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◆ 本人の心がつらい場合

人間は単に身体が痛みを感じるだけでなく、つらい過去の体験や経済的な理由、
自分の社会的立場などより様々な苦痛を感じます。がんの場合は体と心など全
体で感じる苦痛のことをトータルペインと呼びます。痛みだけでなく様々な苦
痛に対して支えが必要です。
関わる様々な職種やご家族により支えることになりますが、必要があれば心の
専門家によるカウンセリングや薬物療法によるケアなどを実施できます。心配
になった場合は主治医を含めた医療スタッフに気軽に相談してください。





◆ご家族はこんなことをしてあげてください

家族が出来ることの手引き

第 3 章
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ご家族はこんなことをしてあげてください

少しでも食べさせてあげたい

●食べやすい形、固さなどの工夫や、少量
で栄養が摂れるもの（栄養補助食品）など
もあります。
栄養士や看護師と一緒に工夫してみません
か。

●食事の時間を楽しくすることで、食欲に
つながることもあります。患者さんのお気
に入りの食べ物を持ち寄ったり、ご家族で
一緒に食事をされるのも良いでしょう。

●食事が十分摂れなくても、口の渇きをいやす
氷片、かき氷、アイスクリームを差しあげたり、
うがいや口の中をきれいにすると喜ばれること
が多いです。

●食事をすることは難しくても、マッサージ、
ご家族のことを話す、お気に入りの音楽をかけ
るなど、食事のことのほかにも患者さんが喜ば
れることがないか探してみましょう。

できることはすべてしてあげたい

18

そばで何をして良いかわからない…
話が出来ないことがつらい

普段通りに声をかけたり、静かに足をマッサージしたり、
ただ部屋の中でご家族でお話をされている声がきこえる
だけでも患者さんはホッとされることが多いです。
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⚫ 脱水状態にあることが苦痛の原因になることはありません。
むしろ、患者さんにとってやや水分が少ない状態のほうが、
苦痛を和らげることが多いです。

⚫ 逆に、むくみや胸水、腹水があるときは点滴を減らすこと
がつらい症状を和らげることになる場合があります。

⚫ 点滴などで水分や栄養分を入れたとしても、うまく利用できないので、
身体の回復にはつながりません。

⚫ 逆に、お腹や胸に水がたまるなどの副作用が出る場合があります。

知っておいてください

からだにどのようなことが起こっているのでしょう？

●症状が進んでくると、病気そのもののために、徐々に食事
や水分を取る量が少なくなってきます。

これは病気そのものに伴う症状で、「食事が
摂れないから、病気が進む」、「食べる気持ちが
ないから」ではありません

ご家族はこんなことをしてあげてください

手足をやさしく
マッサージしてあげて
ください

お気に入りの音楽を流し
てあげてください

いつものようにご家族で普
段のお話をしてください

唇を水や好きな飲食物な
どでややさしく湿らせて
あげてください



第 ４ 章

いよいよの時の手引き

◆本人、家族への事前の意思確認

◆看取りまでの身体の変化

◆看取りの時

◆看取り後に行うこと
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◆本人、家族への事前の意思確認

⚫本人、家族への事前の意思確認

①まず、担当医などの医療従事者から説明を受けましょう。それに基づいて医療・ケ
アを受ける本人が医療・ケアチームと十分な話し合いを行い、意思決定を行うこと
が重要です。

②時間の経過、本人の心身の変化などにより本人の意思が変わる可能性があるため、
その都度話し合いを実施すること、その内容を文書に残しておくことが大切です。

③本人が自らの意思を伝えられない状態になる可能性もあることから、本人は特定の
家族等を自らの意思を推定する者として前もって定めておくことが望まれます。

④家族の意向を確認する場合は、主となる介護者だけでなく、その他の遠方にいる家
族や親族との意見がまとまっているのかを確認しておくと良いでしょう。

参考資料：「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」厚生労働省
改定 平成３０年3月
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【心肺蘇生を望まない時の在宅での救急隊の対応について】

昨今、在宅や施設にて人生の最終段階を過ごすことを選択され、看取られる方
が増えてきました。しかし急変時に慌ててしまい、家族や施設職員が救急要請
を行う事例も多く発生しております。
その場合、救急隊が到着後に心肺停止状態やそれに近い状態が確認された場合、
救急隊は直ちに心肺蘇生処置を開始し速やかに病院搬送を行う対応を取ること
になります。仮に、家族が在宅看取り、または施設看取りを行うつもりであっ
た旨を救急隊に伝えたとしても、救急隊は現場での救命処置の義務を有するた
めに、対応を変えることはこれまで困難でした。しかし、全国で現場での対応
に苦慮する事例が多く発生しています。

警察が介入し検死になることも多い

慌てて119番に連絡

救急隊が到着し心肺停止を確認

救命できなければ搬送先の
医療機関で死亡確認となる

救急隊は直ちに心肺蘇生を開始し
救急病院に搬送

☆これまでの救急対応
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自宅で急変
（心肺停止など）！！



【心肺蘇生を望まない時の在宅での救急隊の対応について】

そこで自分が心肺停止となった時に｢心肺蘇生を実施しない意思｣を表明し、
心肺停止時には、家族等がかかりつけ医等に連絡して、自宅等で看取りをす
ることが話し合われていれば、慌てた家族等が救急要請した場合でも、可能
な限り傷病者の意思を尊重できるように体制が取られるようになっておりま
す。

かかりつけ医や訪問看護
などに連絡する

かかりつけ医が到着し死亡確認を行い、
死亡診断書を作成する

在宅での看取りとなる

慌てて119番に連絡

救急隊が到着し心肺停止を確認

心肺蘇生や病院搬送を望まないことを
救急隊に伝える

かかりつけ医に電話で在宅看取りの方
針が確認されれば心肺蘇生を中止し、
かかりつけ医の到着を待つ

在宅での看取りとなる

自宅で急変
（心肺停止など）！！

救急隊は心肺蘇生を開始

☆現在の救急対応

※これは長崎県全域で統一されている対応ですが、長崎県以外の地域での対応は異
なりますのでご注意下さい。

※かかりつけ医への確認は電話確認のみであり、事前指示書などの書面での確認は
出来ませんのでご注意下さい。
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●80％くらいの方はゆっくりと
このような変化が出てきます。
●20%くらいの方では上記のよ
うな急変がなく、急に息をひきと
られることがあります。

●全ての方が同じ経過を経るものではなく、その方に
よって異なります。医師や看護師と一緒にその時の状態
を確認してください。
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◆亡くなる数日～1週間くらい前の状態



・呼吸が止まり、胸やあごの動きがなくなります。
・声をかけても、反応がなくなります。
・手足の先のほうから段々と冷たくなり、紫色に変わってきます。
・大切な人が呼吸をしていないと感じたら、先ずは、慌てずに在宅主治
医や訪問看護師に連絡しましょう。

・慌てないで救急車は呼ばないでください。
⇒事前に在宅主治医を中心に、呼吸が止まった時にどのようにするか話
合って決めておきましょう！

・訪問看護師はいつでも対応してくれます。
・ご家族で十分にお別れをしてください。
・身体のお清めは訪問看護師が行ってくれます。

◆亡くなる前の状態

25



その時にあわてないでいいように、事前に準備をしておくことで、亡くな
られたときに、ご本人のそばでお別れをゆっくりすることが出来ると考え
ます。

➢ 亡くなられた時に着られる洋服や着物の準備
（ご本人が着たい服や着物等、事前に選んでいたもの）

➢ 新しい肌着
➢ 紙おむつ（排泄物が染み出てくる可能性があります）
➢ 愛用されている化粧品（お元気な時に使われていた化粧品でお化粧をしてあ
げてください。訪問看護師がサポートしますので、ご家族も一緒にしてあげ
てください。）

➢ 髭剃り（シェバーやかみそり）
➢ 櫛、ブラシ
➢ 事前に選んでもらっている遺影
➢ お身体のお清めは訪問看護師が行ってくれます。代金は訪問看護ステーショ
ンにお尋ねください。

➢ 最近は葬儀屋さんで湯灌もあります。
金額は60,000円程度です。葬儀屋さんにご相談ください。
家族でお清めはどうしたいか、事前に話合っておくことを勧めます。

亡くなったときにどうすればいいのか
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第 ５ 章
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◆母の生き方

◆おじいちゃんは最高

◆在宅かかりつけ医が語る在宅看取り
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母は、令和3年10月9日 9時40分 71歳で旅立ちました。
母は自分に厳しく、人には優しく、常に感謝の気持ちをもち、家族や親

戚・友達を大切にしている人でした。そんな母に異変が起こったのは令和3年
2月中旬のこと。右腹部にしこりを感じ、受診したところ14cm前後の腫瘍が
あり、すぐに腫瘍摘出の手術を受けましたが、退院後も闘病生活は続き、再入
院し再手術も受けました。
医師より症状緩和の為の化学療法の説明を受けました。本人の強い意思が

あり、化学療法の選択はしないことに決めました。
母は私の家で安心してゆっくり家族と過ごしたいと希望しました。正直、

不安でしたが、家族の協力を得て、家で看取ることにしました。「入院中は、
看護師さんが忙しそうでナースコールを押すのに勇気がいった。」「家にいた
らいつでも誰かそばにいてくれるからよかね。」と、母はとても嬉しそうにし
ていました。
在宅療養を始めるにあたり、介護保険の申請、在宅主治医・ケアマネジャー

さん・訪問看護師さんをお願いしました。先生や看護師さんの優しい声かけに
ホッとしました。ケアマネジャーさんも、母や私たち家族に寄り添って下さり、
迅速に対応してくださいました。
周囲の心強いサポートがあり、母が穏やかに過ごせている姿を見て、次第に

家で看取れるという自信が湧いてきました。母は、「日に日に体力が落ちて腫
瘍も大きくなり、これからどうなるのだろう」と不安がっていました。その気
持ちを思うととても辛い気持ちにもなりましたが、母のそばにいることで、少
しでも不安を取り除いてあげたいと思う気持ちでいっぱいでした。
在宅療養が始まって3ヶ月間、母は自分の死後のことを色々考え、墓所をど

うするか、遺影は…、残される父のこと等々「私たち家族に迷惑をかけたくな
い。」という思いから終活をしました。
墓所を見て回り、自分の気に入った場所を決めたり、旅立ちの日に着る洋服

やアクセサリー、小物などを私と一緒に選びました。母は元気な時から「女性
はメイクしてから1日が始まる」とよく言っていましたので、口紅の色や髪の
分け方までリクエストがありました。

≪母の生き方≫
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母は8月末より呼吸困難感があり、在宅酸素を始めましたが、全ての家
族に言葉をかけてくれました。孫たちもおばあちゃんの話し相手や介護の
手伝いをしてくれ、家族みんなで在宅療養を支えてくれました。医療ス
タッフ、ケアマネジャーさん・職場スタッフ、友人等みんなの協力体制が
あり、最期の日を迎えました。
母らしく旅立てるよう母の希望通りメイクや、マニキュアをしてあげま

した。きれいになった母は、家族に見守られ安らかに息を引き取りました。
生前、母は「皆様にサポートして頂いたお陰で在宅生活が幸せだった」

と先生や訪問看護師さん、ケアマネジャーさんにとても感謝していました。
私はまわりの方から「大変ですね」とお声をかけて頂きましたが、私には
「大変」といった感覚が全くなく、ただただ母のことが心配で色々してあ
げたい気持ちでいっぱいでした。
看取りが終わり、とても寂しい日々は続いています。でも、在宅で母と

過ごした時間はとても幸せな時間でした。母の希望通りに最期を迎え、悔
いなく見届けることが出来たのではないか。と思っています。
太陽のように明るい母は、家族に思い出と力強い生き様をみせてくれま

した。母は最期の日まで「幸せ、幸せ、感謝、感謝」と言い穏やかに旅立
ちました。

知美



おじいちゃんは最高
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Aさん、82歳の男性 肺がん末期でした。
病院からは、末期の状態なので積極的治療は出来ない。残された時間はご本人

の好きなように過ごさせてあげてくださいと説明され退院されました。
ご家族は見捨てられたと落胆されましたが、もともとかかっていた、開業の先

生に相談したところ、見捨てられたのではなく、ご本人がしたいと思っているこ
とを自宅に帰ってさせてあげてくださいと言われたのですよと聞き、納得されま
した。
本人は、家に帰りたいとずっと言われていたので、ご家族も決心されました。

自宅に帰って先ずされたことは、たばこを吸うことでした。
ご家族もやっぱりと笑っていました。Aさんは、地域の世話人をされたり、家族
や親せきの長老として良き相談相手でしたので親戚が来たり、ご近所さんが来た
り、友人が会いに来たりとご本人は大満足でした。数日間、穏やかに時が過ぎて
いましたが、病状は少しずつ進行し、食事が食べられなくなりました。
だんだんベッドにいる時間が長くなり、痛みや呼吸の苦しさも出始めました。

ただ、１日中そのような状況ではなく、痛みや呼吸が楽な時間はAさんのペット
の猫がベッドの中に潜り込んで一緒に寝ている光景は微笑ましいものでした。

Aさんが穏やかに療養されるよう、ご家族の不安を軽くするよう訪問看護師さ
んの利用と寝やすいベッドやマットレスの調整を福祉用具相談員に依頼、身体を
拭いたりおしものお世話にヘルパーさんの利用もご本人の同意を得てプランを組
みました。いよいよ、最期の時が近づいてきました。
最期の時をどこで看取るか家族で話をされましたが、なかなか結論が出ません。

ところが、高校生のお孫さんが自分も手伝うから、おじいちゃんは家にいさせて
あげてと訴えられました。ご家族は、それを聞いて訪問看護師さんに家で大丈夫
だろうかと相談されました。
訪問看護師さんの温かいまなざしと「大丈夫、私たちが支えます」と言っても

らったことで、ご家族がそれぞれに家で看取ろうと決心されました。
いよいよ、最期の時、浅い眠りやのどのゴロゴロ音がして、家族は不安で堪りま
せんでした。かかりつけのお医者さんは時間があると訪問してくれました。訪問
看護師さんは、緊急の呼出をすると深夜や早朝でも電話での対応や訪問して頂き
ました。
最期の時は、家族・親戚・ご近所さん・友人など沢山の方がベッドを囲み、A

さんの思い出話を口々に語り、愛猫もベッドの足元に丸くなり、最期の時を過ご
しました。
ご家族や周りの人たちの団結力、在宅のかかりつけ医及び訪問看護師、訪問介

護士、福祉用具相談員等チームとして連携し、良い看取りが出来たこと、ご家族
の看取りへの満足感が得られたことは、ケアマネをさせていただき、感動したご
家族の看取りでした。

ケアマネジャーM



「病院で看取った方が良かったですかね……。」
在宅看取りを行った患者さんの妹さんの言葉です。
すい臓がんで手術を受け、１年間抗がん剤治療を行いましたが、体力低下のた

め通院困難となり、緩和治療、在宅看取りも含めて、在宅医療が始まりました。
娘さん、娘婿さん、お孫さんの４人暮らしで、日中は仕事や学校で誰もいないこ
ともありましたが、娘さんが昼休みに時間を作ったり、近所の妹さんが様子を見
に来たり、ペットの猫達は常に本人のそばで遊んでいて、仕事や学校が終わって
からは家族でいつもの楽しい時間を過ごされていました。
途中、痛みもありましたが、医療用麻薬を開始してからは疼痛も緩和され、在

宅医療を始めて２ヶ月程度で安らか旅立たれました。
冒頭での「病院で看取った方が良かったですかね……。」という言葉は、深夜、
家族が寝静まっている間に静かに息を引きとった姉の姿を早朝に発見した妹さん
が、姉の最期の瞬間を看ることができなかったという思いから出た言葉でした。
「みなさんや猫達と一緒に自宅で過ごされた時間は、幸せだったと思います

よ。」と妹さんに話すと、安心されたようでした。
病院では看取りはモニターが付いたり、夜勤の看護師さんがいるので、心拍が弱
くなってきたりすると気づくことができますが、在宅の場合は気づいたら呼吸が
止まっていたということも時々あります。
もちろん最期の瞬間を看取ってあげたい、もらいたいという気持ちも大事です

が、意識がはっきりしているうちに、住み慣れた自宅で家族やペット達と過ごす
時間というものは、とってもかけがえのないものになると思います。
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（在宅かかりつけ医が語る在宅看取り）



（在宅かかりつけ医が語る在宅看取り）
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60歳台の女性の在宅看取りの紹介です。この女性のお父様も女性が亡くなる5
年前に同じ自宅で看取らせて頂いたことから、今でも強く印象に残っています。
女性は大勢の家族に囲まれて最期の時を迎えようとしており、前日までは意識

も清明で、ご家族とも時間を掛けてお別れをされておりました。

その当日朝から意識はほとんど無かったのですが、訪問看護から死期が近いこと
の連絡を受け私が訪問したところ、私に声を絞り出すように何かをささやいて下
さいました。その言葉を最後に息を引き取られましたが、その時に何をささやか
れたのか、ご家族からも聞かれたのですが、はっきりとは聞き取れませんでした
ので、口元の動きからこんな言葉、あんな言葉だったのですかね、とご家族と笑
顔と涙でお話したことを今でも鮮明に覚えています。

この方は実に個性的な女性であったため、きっとその言葉が“ありがとう”と
か、“お世話になりました”などの通常患者様と医療介護専門職の間で交わされ
る言葉とは違う、ご家族も我々も心が温かくなる一言であったのだろうと今でも
思いを巡らせます。

在宅での看取りは、家族と医療介護専門職が一つのチームとして関わっていき
ます。そのため看取り後にお互いに向けての感謝の言葉や労いの気持ちが自然に
出てきます。それこそが在宅看取りのすばらしさだと思います。
これからも我々医療介護専門職は、一人一人の人生の最期に立ち会っていきま

すが、出来ればその方が最期に発する一言は、ご家族に心に刻んで頂きたいと願
います。
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