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ち直って明日からの人
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一杯全うするという確固とした意

の秋山光子さんについてお話しま

ほどしか生きられなかった、 代

年に肝臓がんが見つかって半年

です。その芽生えの つとして、

宅ホスピスケアが広まってきたの

に 回通い、こうした介護を期に

﹃死﹄
を暗黙の了解事項として
いきます。これには日本尊厳死協「
最期の日々を支える、支え合う」
思います。私は「自分の死を創る

会も大きな役割を果たしていると

このように在宅でケアを受けな
時代」
と名付けました。つまり
「最

思表示ですね。
がら、ベッドで子どもたちを絶え
終章を自分で書く」ということは
ともいえるのです。

「自分の死を自分なりに創作する」

ず視野に入れて日常を淡々とこな
していく。母としてやるべきこと
をやっていく。辛い病状であって
も、最後の日々をしっかりと生き
ていく。なんとみごとな生き方で

自分の人生を変えました。東京で

新しい在宅ケアのあり方を開拓し、

ナイチンゲール賞を受けます。秋

田の高齢のお母さんも上京してき

一方で、
「自分の死を創る人」

その最後は、とても意味あるも

た、意識があるうちに言い遺すべ

て、意識が薄れていく娘に「あん

自分で「人生の最終章を書く」

きことは言っておきなさい」と促

んだから、あんたたち、お母さん

のでした。中学生と小学生のお子

に頻繁に声をかけなきゃダメよ」

をいかに支えていくかが、もう一

で、往診してくれました。大手食

と教える。
「 死 」を 暗 黙 の 了 解 事

と い う 傾 向 は、1980 年 あ た

品会社に勤めていたご主人は、「妻

項として、最期の日々を支え、支

します。子どもに対しても「意識

の最期をより良くする」ために介

え合う取り組みのはじまりでした。

さんがおり、母として妻として、

護休職を取ります。当時はそんな

今、全国各地で、こうした「最

つ の 課 題 に な っ て き ま す。

休職制度はありませんでしたが、

終章を創る人たち」を支える新し

りからポツポツ出てきます。そし

「 復職できなくても妻の最期に寄

い社会的システムが、多様な形で

「家庭で闘病したい」
と希望します。 がなくなっても耳は聞こえている

り添うほうが大事」という強い思

展開され始めています。まさに新

1990 年 代 以 降、 支 え る あ り

いで休職を選びます。会社は、こ

このあたりで、死への問題意識

しい時代に入ってきたと言えます。

京都から神奈川のお姉さん宅へ週

す。

また看護学校の教師だった妹は、 に関する基調講演を終わりにしま

会社を動かしたんですね。

の後に介護休職制度を設けます。

て 2000 年 代 に な る と、こ う

す。
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医師は在宅ホスピスケアの草分け

「最終章を書く人」を
どう支えるか
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方が積極的になってきました。在

しょう。
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した問題意識が社会的に広まって

柳田さんはパワーポイントで示しながら、会
場いっぱいの聴衆に、静かに語りかけるよう
に話された。ハンカチで目頭をおさえる人も
みられた。
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