
はじめに

「⽗の最期の原稿」⾧男 ⽵永 ⼤ 

緩和ケア体験記 

⽵永睦男 

家族の思い 

「⽗のゴール」 ⾧⼥ 尾⾕⼀葉 

「⼼に旗を」 次男 ⽵永 中  

1

2

I N D E X  

3



ホ ス ピ ス で 、 よ か っ た ！  

はじめに

⽵永  ⼤  H i r o s h i  T a k enag a（⾧男）

 ⽗は、膵臓に腫瘍がみつかってから、およそ 

２年間の闘病の後に、６９歳で亡くなりました。これは 

転院先のホスピスで書かれた、⽗の最期の⼿記をま 

とめたものです。 

 かつてコピーライターとして名を馳せた⽗でしたが、 

闘病はやはり⼤変なことで、とてもなにかを書けるよ 

うな状態ではありませんでした。それがホスピスで過 

ごし始めると、⼿書きの原稿を何ページも、⾒舞いの 

たびに渡してきたのです。 

 「僕は⼊院しているのではない、ここへは取材にき 

たのだ」とよく⾔っていました。⽗はホスピスをいたく 

気に⼊ったようで、こうした選択肢もあるぞと世に広 

めたい気持ちがあったに違いありません。

 ⾝内に、末期ガンの患者がいる。 

これは、どんな⾔葉で飾ってみても、現実にはつらく、 

悲しく、苦しいことです。検査、化学療法、⼿術··· 

様々な対応のたびに家族は⼀喜⼀憂します。それま 

では元気で快活な⽗でしたが闘病の後半は重たい症 

状と、それに耐える苦悶の表情ばかりが思い出され 

ます。 

 でもホスピスでは、明らかに表情がやわらかくなりま 

した。笑顔も増え、おかげで最後にたくさん話ができ 

たこと、執筆のエネルギーをも与えられたのはなによ 

りの幸いでした。

 ⽗に⼿を尽くしてくださった、すべてのお医者様、看 

護師の皆様、医療関係者、そして医学に感謝して、こ 

の冊⼦を綴ります。 

                 ⽵永 ⼤

⽗の最期の原稿



緩和ケア  体験記
⽵永  睦男  Mu t s uo  T a k enag a

 ガンが発覚して2年が経つ。 

 その間僕は、⿅児島から東京へ⽣活の拠点を移

し、⼿術と、１０回以上の⼊退院をくりかえした。 

 そして主治医のすすめもあって⽴正佼成会附属

佼成病院緩和ケア病棟に転院した。 

素晴らしい転院だったと思う。

 僕の命は⿅児島の黒肱敏彦先⽣を始め、東京でも 

たくさんの名医に⾒事なチームプレーでつながれて来 

た。 

 ガンがわかり、化学療法を施し、再三の検査の後に 

⼿術にこぎつけた。 

 膵臓全部と周辺臓器を摘出し、術後の化学療法も 

⾏った。しかしその副作⽤に耐えられずついに化学 

療法を断念する、という2年間だった。 

 化学療法をやめるとは、ガンと闘うのではな 

く、ガンと共⽣していくことを意味する。それ 

がどれほどの余⽣を意味するのかは、これまた 

誰もわからない。 

 ⾔ってみれば緩和ケア病棟とは、アンチエイ 

ジングではなくウィズエイジングで⽣きること 

になるが、このウィズエイジングの体験記がこ 

こに書き記したかったことである。 

 ⾃然に従応し、環境に抵抗しながら⽣きた。 

それは⽇本⽂化の利点ではなかったか。敵を倒 

し、せん滅し、征服するという思考とは異なる 

発想を保ちたいと思って、今の気持ちを記述す 

る。 

ガンが発覚して

 思いかえせば、僕が介護の社会化を訴えるひとつ

のレポート、「男の介護（法研）」を出版して半年も経 

たないうちに、⽗は88歳の⽣涯を閉じた。僕が願っ 

たとおり⾃宅で迎えた⾃然死だった。 

 ⽗亡き後、僕は母の独居⽣活を⽀援した。母とは

最後の最後まで這いつくばっても⾃活すること、最期 

の看取りは必ず⾃分がつとめることを約束した。 

 こうして東京での仕事、⿅児島の実家での介護とい 

う⼆重⽣活を本格化させ、僕は母の⽼後を⽀えた。

両親の最期



 ⽥舎の短歌会の主宰者であった母は、毎⽉の例 

会も⽋かさなかったが、⾷事の偏りがあるのか 

加齢のせいか、やがて⽇常⽣活に⽀障が出るよ 

うになった。鍋を焦がす、冷蔵庫にハサミが⼊ 

っている、お⾦がなくなる等。 

そこで僕は、町で最初に出来たケアハウス（⾼ 

齢者賃貸住宅）に母をその第1号として⼊居さ 

せ、⾷事と⼊浴、介護⾒回りのサービスを受 

け、そのケアハウスを起点にして、僕が帰省で 

きる週だけ⾃分の家に帰省させるという⽣活ス 

タイルを選んだ。 

僕の⾔う「⽼後三遷」である。 

 母はケアハウスから他の短歌会の会員と同じよ 

うに我が家に通い、そこで短歌指導をしてい 

た。 

以前なら「⽂法が違う」「⾔葉の訂正が必要」 

と⼿厳しかったこれまでの母とは違い、ただ椅 

⼦に腰掛けているだけの穏やかな光景に変わっ 

ていった。こうして母の⽼後はおだやかに「か 

わいいおばあちゃん」という存在で過ごすこと 

ができたと思っている。 

僕はその後母をグループホームに⼊居させた。 

グループホームの問題は「ここを⾃宅とみな 

す」と⾔いながら、ここで最終終末期を迎えら 

れないことだったが、医師、グループホーム⾧ 

との何度もの話し合いの結果、僕の母はこのグ 

ループホームで最終期をむかえる合意ができあ 

がった。 

 こうして年12⽉末⽇、⾷事を受け付けなくなってから 

数ヶ⽉あまりで、母は静かに息をひきとった。ちょうど 

町内放送が12時のメロディーを流していたので、平成 

26年3⽉2⽇正午が、母のこの世とのさようならの⽇ 

時である。享年101歳。 

この⽇をこのように迎えるために、99歳の⽩寿の会 

には100⼈を超す招待客を招いて、歌えや踊れの⼤ 

⽣前葬もしていた。 

僕は今でも「これでよかったのだ」と思っている。⽗に 

対しても母に対しても誰もが「俺もこうして死にたい」と 

いう⾔葉を⼝にしていた。実は僕もそう思っている⼀ 

⼈であった。

 医療技術は⽇進⽉歩だ。ガン細胞に対して免疫細胞 

を作るとか、ガンも⾎液がないと⽣きられないから⾎ 

流を⽌めるとか、ガン予防·治療の⽅法はそれこそガ 

ンの数ほど議論、研究され、その発展はすさまじい。 

アメリカでも、抗ガン剤のみに頼る治療は後退しつつ 

あり、何らかの新しい治療法と併⽤して勧められてい 

ると聞く。 

術後の苦しみ



 いずれはガン撲滅のニュースも語られるよう 

になるに違いない。少くとも不治の病ではなく 

なるのだろう。 

 しかし我々の⾝体にガンが発⽣することもま 

た変わることのない事実だろう。 

  

 ガンが細胞の⽼化である限り、死に⾏く者と 

しての⼈間は⽼化を遅らせることはできても、 

⽼化をまぬがれることはないと思うからだ。 

 僕の治療は化学療法と、「膵全摘」といっ 

て、膵臓ガンをすべて除去する⼿術だったが、 

このとき同時にそのまわりの臓器、脾臓、胆 

嚢、⼗⼆指腸、関連リンパ節などをも巻き添え 

にして摘出せざるを得なかった。 

 ⼿術も⼤変だったが、実は、この膵臓、脾 

臓、胆嚢、⼗⼆指腸を失ったことによる術後の 

⽣活の⽅が困難をきわめたと⾔ってよい。 

 失われた臓器が本来果たしてきてくれた機能 

を、投薬やさまざまな⽣活上の⼯夫によって、 

⾃ら補い続けなければならないからだ。 

⼈間の⼼⾝は微妙なバランスの上に成り⽴って 

いる。⼩指1本⽋損しても⽀障を来たすように、 

ムダな臓器、不要な臓器などどこにもない。ム 

ダな⼈間などどこにもいないのと同じように、 

実はムダな能⼒、ムダな機能などこの世には存 

在しないのだと考えるべきであろう。 

⼈々の才能のマネジメントがその時々に必要な 

ように、⾝体の機能のマネジメントがその年 

齢·加齢状況において必要なのだ。

 そのためこの2年間、僕が取り組んだのは①化 

学療法を中⼼とするガン対策、②膵臓の喪失に 

よる⾎糖値（糖尿）対策、③加齢による適応順 

応⼒低下対策、であった。特に現在ヒヤヒヤし 

ているのは、胆汁が流れ出る縫合先（流出⼝） 

が⽬づまりすることである。胆汁が⾎流に逆流 

すれば、僕の⽣命は危い。危いだけでなくこれ 

に対しての再⼿術などないのだ。 

ガンそのものを除去しても、⼈間は、その後の 

⾝体や⼼に順応適応していかなければならない 

存在である。いつも選択を迫られる。選択する 

のは⾃分だ。ここから逃れることはできない。 

緩和ケアとの出会い    

さてこうした紆余曲折を経て僕はいま、緩和ケ 

ア病棟にいる。ここでは、⾃分がガン患者であ 

ることを避けることはできない。もっと正確に 

⾔えば、不可避としての「死」に向き合ってい 

る。しかし、奇をてらって⾔うのではないが、 

このことが「かけがえのない⼀⽇、⼀⽇」を感 

じさせてくれ、世界が輝きに満ちて感じられ 

る。つまりこれがホスピス。緩和ケア病棟の特 

⾊なのである。



  僕は今、⾃分の最終楽章でこの緩和ケア病棟 

を選択したことに喜びを感じている。 

 緩和ケアの印象をひとことで表せば、患者を 

データでみない。患者を⽣きものとみて、寄り 

そってくれる。 

 延命治療はしないが、死を早める⾏為もしな 

い。「今ある⽣命の尊厳にとことん寄り添いま 

す。」という姿勢。 

こんなチームマネジメントがどうしてできた 

の？ という僕の質問に、担当のナースは 

「緩和ケアは、看護の原点と⾔われるのです!!」 

と答えてくれた。 

⾚ちゃんがオギャーッと産まれた時から緩和ケ 

アがはじまり、上瞼を閉じる瞬間まで、実は⼈ 

間は病めるときには緩和ケアを必要としている 

のだと思う。 

僕は今、⾃分の最終楽章でこの緩和ケア病棟を選択したことに喜び  

を感じている。  

  ⿅児島における僕の膵臓がんの第⼀発⾒者、黒肱 

敏彦先⽣とは、東京の⼤病院に移って、主治医が代 

わってからも、機会をつくってよくお会いした。 

 ガンについて、ガン患者としての振る舞い⽅につい 

て、よくお話をお聞きしたもので、僕の兄貴のような医 

者である。 

魂が落ち着く場所  

   黒肱先⽣は何千体という患者を切り刻んできた外 

科医らしいが、今はもう「治す」というより「看取る」こ 

とに関⼼が移ってきていると⾃ら告⽩された。 

 あまりにもたくさんの患者に向き合って来られたの 

で、医者が治しているのか、患者本⼈が治しているの 

か、ただ病気に適応しているのかがわからない、と

いったニュアンスでもあった。 



ある時、僕が「今は東京で治療しているが、最 

終的には実家のある⽣まれ故郷に帰ってきたい 

と思っている。その時はよろしくお願いした 

い」といった内容のことを話したとき、黒肱先 

⽣は肯いて 

「魂が、⼈には魂が落ち着く場所というものが 

あるのだと、⾃分は医者だけどそう思う」 

と⾔われた。 

「魂が落ち着く場所」というフレーズが⽿に残 

った。そんな会話をしてから⼀年以上が経つ。 

 そう、僕ははじめ、⼈⾥離れた実家の⾃室で 

の孤独な環境もいいかとロマンチックなことを 

考えていたのだが、ガンと向き合い、化学療法 

も繰り返したうえやがて断念するに及んで、⾒ 

守ってくれている家族のことをありがたく、こ 

の世でありえないほどの幸福であることを感じ 

るようになった。 

 ただただ献⾝的な愛を注ぐために、毎⽇、毎 

時間付き添ってくれ、添い寝してくれる、この 

⼈達の無償の愛。 

 この⼈達と共にあることこそが、魂が落ち着 

く場所であることに気がついたのだ。 

 ありがとう、ありがとう、⽇に何千回叫んで 

も⾔い尽くすことはない。そして、これは僕に 

とって幸せを感じる瞬間であることもよくわか 

ってきた。 

 緩和ケア病棟には、⼈をこのような気持ちに 

させるところがある。静かだ。広い。それでい 

て明るい空気が流れ、季節の菜時季がめぐって 

くる。 

 コ·メディカルスタッフの他に、多くのボラ 

ンティアが影に表に動いている。それに僕が⼊ 

院した緩和ケア病棟は、⽇蓮宗の聖堂があり、1 

⽇、15⽇はその集会もあり、全国から⼈々が参 

集する。まさに魂が落ち着く場所とはこのこと 

だろう。 

 そういえば病院から緩和ケア病棟に転院して 

きた際の驚きは、病棟が10階にあることもあっ 

て、広くて⾒晴らしがよくて景⾊がいいことで 

あった。 

 廊下づたいに⼀廻りすると360度の眺望を確認 

でき、⼣暮れには冬空に富⼠⼭が鮮やかな姿を 

⾒せてくれる。何もないけれど空間と時間の密 

度はたっぷり感じられる。 

  

 慣れ親しんだ⾃宅ではないが、慣れ親しんだ 

世間だ。ホスピスとは、社会に開かれた⾃宅、 

⾃分の家ではないか。これが第⼀印象であっ 

た。



  ホスピスへの転院⼀時間後には、ドクターの 

訪問があった。ホスピスの特徴らしいが、⼀般 

の病棟と違い素朴というか、⾝の回りに医療機 

器が極端に少なく、しじゅうなにかを計測をす 

ることもない。 

 酸素濃度を測る⼈も、体温測定をする⼈も、 

⾎圧を測定する⼈もなく、ただ左右の⼿⾸で脈 

をとりながら「いいですね」と⾔われるばかり 

であった。 

 「⾚⾎球の数値が5しかない」と⾔うと、ドク 

ターは「⼈間の⾝体はおおよそ、その5という数 

値になじみながら適応し、改善していくので 

す」と他⼈事みたいに⾔いながら僕に寄りそっ 

てくれた。慣れると、静かでとても落ち着く。 

 1週間経っても2週間経っても、接遇態度は何 

も変わっていない。痛みは和らげられること、 

無理無茶をしてはいけないこと、つまりアンチ 

ではなく今あることにウィズ（with：と共に） 

で⽣きていくことだけを説かれる論法だ。 

 そうか、「ビハーラ（仏教的にいうところの 

緩和ケア、ターミナルケア。）」とは、まるで 

能の舞台のようなものだなと感受した。舞台は 

簡素で、ほとんど何もない。謡いがはじまると 

舞いが始まる。何もないのに物語が輝き、緊張 

が⾛る。感動的である。 

 これまで僕が経験してきたいわゆる救命医療 

では、病気そのものと向き合う。そのため専⾨ 

化し細分化し、同じ消化器系ですら、その内科 

と外科は微妙にドクターも看護⼠も、メディカ 

ルスタッフのチーム編成も違って来て動き⽅も 

違ってくる。 

 投薬、計測、そのフィードバックの連続。患 

者はデータとして⾒られ、症状とそれへの対処 

との追いかけっこが続く。細かい管理や専⾨性 

にふりまわされる傾向があるのは否めない。 

「治す」「治そう」とするのだから⽬的と⽅法 

が直線的だ。  

 ⼀⽅緩和ケアは、存在としての⼈間、病⼈そ 

のものにまるごと向きあおうとしてくれる。会 

話し、⽬でみて⽿できいて、⼿でさわって。病 

⼈や⽼⼈に寄り添ってくれるこの優しさは今ま 

での病院とは違う経験をもたらしてくれた。 

  声かけ、⾔葉かけも丁寧で、優しい。例えば 

僕は毎⽇三種類の⽬薬を指してもらう。その時 

看護師が「はい⾚んべぇしてぇ」と⾔って「右 

⽬に⼊れます」「左⽬に⼊れます」と⾔う具合 

に、リズムを伝えてくれる。それだけで、きち 

んと点眼ができるから不思議だ。 

⾃分らしく過ごせる緩和ケア  



 優しいとは「⼈の憂い」と書く。すぐれてい 

ることを「優秀」というが、「⼈の憂い」に気 

づくことに「秀でている」ことを「優秀」とい 

うのではないだろうか。 

 医学の祖と⾔われたヒポクラテスにこんな記 

述があるらしい。「医者には三つの武器があ 

る。第⼀に⾔葉、第⼆に薬草、第三にメスであ 

る。」と。流⽯である。どんな事柄に対しても 

まずは⾔葉。はじめに⾔葉ありきである。 

 ヒポクラテスが⽣きたのはギリシャ時代。紀 

元前5世紀の時代であった。知を愛し、技術を愛 

し、⼈を愛する。こういう⼤昔から医療の本質 

は変わらないのである。 

 医学の進歩をもたらし、⼈類そのものに貢献 

している医療技術（テクノロジー）の進展には 

度肝を抜かれながら、⼀⽅で現にこの世に⽣き 

ている⼀⼈⼀⼈の⽼若男⼥に寄り添おうとして 

いる専⾨医療の存在にも⽬を⾒張らされた。 

 ふと、どこかの部屋から⽝の鳴き声がきこえ 

てくる。ここの緩和ケア病棟では、他⼈の迷惑 

にならない程度ならペットの持ちこみも可、と 

は聞かされていたが実際に⼩⽝の泣き声をきい 

たときは微笑んだ。ここに⼊院している患者が 

⾃宅で可愛がっていたであろうと想像すると、 

その泣き声はいっそう尊く聞こえた。 

 病棟では、よく⼩さな⼦どもも⾒かける。広 

くて⾧い廊下だから、⼦どもはかけ⾜で⾛る。 

休⽇には、よちよち歩きの⾚ちゃんの⾒舞客も 

よく⾒かける。もちろん⼣⾷後や夜半に⼤声を 

出す患者、やおらび叫ぶ患者もいるが、しかし 

ここの看護師さんたちはそれに1つ1つ対応しない 

ようだ。疲れて眠りつくのをまっているのかも 

しれない。 

 緩和ケア病棟に⼊院して、その数時間後にはど 

うも今までの病棟と様⼦が違うことに気がつい 

たが、そのケアの雰囲気を醸し出しているの 

は、メディカルスタッフの半分くらいは⽤意さ 

れているらしい、ボランティアの⼈々の数の多 

さであった。病棟にはボランティアの⼈々のボ 

ランティアルームもある。

ボランティアの協⼒  

 阪神淡路⼤震災で⽇本にも⼤量のボランティ 

アが⽣まれた。この⼈⼝は災害のたびに膨ら 

み、東北⼤震災でのボランティアの活動は今で 

も続いている。これは明らかに⽇本社会の成熟 

である。 

 僕は40代前半に、勤務していた会社の社員の 

ボランティア活動の旗振りをしたことがある。 

ちょうど勤続20周年記念で北欧を旅⾏している 

際、イギリスやスウェーデンでの医療スタッフ 

が、チーム編成で医療問題解決に向かっている 

のを知ることが出来た。⼀⼈の患者の疾患に対 

して、医師·看護師はもちろんソーシャルワー 

カーや僧侶や⾃治体の係員までもがチームを組 

んで向き合うのである。この頃はイギリスが⼀ 

番進んでいた。



 スタッフは問題解決のためなら週に30分とか⾃ 

分の持ち場を離れ、図書館に通ったり、メディ 

アを取材したりすることも許されていて、これ 

を「スタディ·リーヴ（持ち場を離れて学習す 

る）」と呼んでいた。僕は⾃分が勤務する会社 

のボランティア制度を設計するとき、このスタ 

ディ·リーヴ制度を活かし、「ボランティアと 

は、社会から再び学ぶことだ」と定義して、ボ 

ランティアで会社を休むときは有給にしてもら 

うことを提案し、このスタディ·リーヴ休暇制 

度は役員会で了承された。いまでも出⾝母体の 

会社ではこの制度は⽣きているらしい。 

 ボランティアといえば「利他的⾏為」であ 

る。利⼰的な⼈間が「お互い様だよ」と利他的 

に動く動機や姿は美しい。しかし実はボランテ 

ィアは学びの機会でもあり、⾃分の才能を活か 

していくチャンスでもある。⽇本社会の現実が 

このようなボランティア⼈⼝を増やし続けてい 

ることは実は⽇本社会の豊かさを物語っている 

ことになると僕は思っている。 

 緩和ケア病棟には実に様々なボランティアの 

⼈々が協⼒している。⼀⼈ひとりの部屋の⼊⼝ 

には折り紙が下がっていて、これが季節を知ら 

せてくれる。傾聴ボランティア、読み聞かせボ 

ランティア。ロビーでの患者の接遇ボランティ 

ア。お気に⼊りは⽕曜、⽊曜の⾜裏マッサージ 

のボランティアである。僕は気持ちよくてよく 

眠る。 

 （マッサージは）「疲れませんか？」と年配 

のボランティアに聞くと「いえ⼤丈夫です」 

と。それより患者さんのいろいろな話を聞いた 

り、この年齢になってホメられたり、感謝され 

たりすることのない⾃分が、こうしてマッサー 

ジしてあげるだけで喜んでもらえる「このこと 

が楽しいのだ」と話してくれた。 

  ⾜裏マッサージのベテランらしいリーダー格のボラ 

ンティアさんは、同じ質問に「疲れるのは良くないので 

す」と⾔い切った。マッサージをしてあげて疲れるので 

はなく、マッサージをしてあげて⾃分もリラクゼーション 

を感じる。これが⾜裏マッサージの極意なのだそうで

ある。 

 ⾃⼰を起点に物事を考えるのではなく、他者を起点 

にものごとを考えたり、とらえたりすることの喜びを、 

ボランティアのみなさんもボランティア活動を通じて感 

じ取っておられる姿を⾒ると、⼈⽣の中に緩和ケア病

棟のような空間があることは、とても⼤切なことのよう 

に思える。そして⽇本はますます元気で素晴らしい国 

になるような気がしてくるのだ。



 「先⽣、薬で痛みや不安を緩和するから緩和 

ケアというのですか？ どうもそれだけではない 

気がするのですが！」 

 との質問に、回診にお訪れた話好きの林先⽣ 

は「待ってました」とばかりに答えてくれた。 

 「⾚ちゃんが発熱したら 

お母さんはその⼦をひと晩中 

抱っこするでしょう?! 

   

 あれが緩和ケアです。 

  

もっと単純にあたり前に考えてよ」 

と。 

ここに看護の原点がある    林先⽣に同⾏していたナースが、後で解説に訪 

ねてくれた。緩和ケアは「看護の原点」と⾔われ 

ていますと。彼⼥たちは薬物的と⾮薬物的という 

⾔葉を使って表現するらしいのだが、緩和ケアは 

⾮薬物的ケアに⼒点が置かれる。 

 薬物的ケアにたよると、仕事に追われて本来の 

看護の仕事ができなくなりがちだ。⾃分がやって 

いることが「お仕事になったとき」、彼⼥たちは 

この緩和ケア病棟の看護師を希望して職場に配置 

されるのだと彼⼥は語ってくれた。 

 それにこの病棟は新⼈スタッフは採⽤しないの 

だとも。ある程度の医学·看護の知識をもち経験 

を積んだ看護師をしてはじめて、この病棟のコン 

セプトを理解できるらしい。かかげられた看護師 

⾧の⽅針は単純だ。壁に張って紹介されている⾔ 

葉は「明るく楽しく優しい」だけである。このス 

トレートさが、奧が深いのだ。 



  緩和ケア病棟の看護師が⽋かさないことがあ 

る。左右の⼿⾸を押さえ脈をとること。とると 

いうよりみる、しらべるという丁寧さである。 

時に「お腹をみせてください」と聴診器をあて 

ることもある。それともうひとつ⽋かさないの 

は排便の後の便の⾊、状態をみること。僕たち 

の脈圧には強さ、弱さがありリズムがある。そ 

れに軽くふれることで僕たちの「ただ今現在」 

の健康状態をみてくれる。 

 想い出してみれば、⼦供時代の病気は幸福そ 

のものだった。⾼熱でも続くと母はつきっきり 

で、氷枕を⽤意し、額に⼿をあて、布団の両脇 

をポンポンと押さえて体温が逃げないようにし 

てくれた。僕は団塊世代だからリンゴもバナナ 

もまだ貴重品だった。それをおろしリンゴに、 

バナナジュースにしてもらい、母を独り占めに 

できた。この時、わずかの頓服位は飲んだのか 

もしれないが、そんなことはほとんど記憶がな 

い。こうしてふり返ってみると、あの頃母は 

光々しくきれいだった気がする。 

  脈をみる、うんちを調べる。これがあって僕 

らは成⾧してこられたのだ。なるほど、「⾚ち 

ゃんが発熱したときの母の対応」とのたとえ 

が、ようやく腑に落ちてきた。 

  ⽼化や末期ガンは治せない。治せない⼈に 

「治そう」とするのではなく「世話しよう」と 

してくれる。その望ましい場を提供してくれる 

のが緩和ケア病棟だ。ここでは、⼈間の適応能 

⼒、順応能⼒を徹底して尊重しようと努めてく 

れる。家庭では酸素ボンベや点滴を使わないよ 

うに、ここでもそれは⾒かけない。 

⽋かさないこと  

 ここでは⽬⽴った⾷事制限はない。1600カロ 

リーの⾷事が出るが間⾷をしてもいいし、酔わ 

ない程度にアルコールも赦される。主治医の考 

えでは「⾷事制限、例えば塩分制限⾷を苦しん 

で⾷べるより、普段どおりのおいしいごはんを 

1/2だけ⾷べる」これでいいではないか、という 

調⼦である。 

 こうした考えと環境のもとで養⽣している 

と、⾝と⼼は順応し、適応能⼒が回復してくる 

から不思議である。⾙原益軒は確か70才を過ぎ 

てから執筆活動をはじめた。ぼう⼤な著述の中 

の⼀点が「養⽣訓」である。その中に「三分の 

寒さに 三分の飢え」という訓があることを博多 

から訪ねてくれた友⼈が教えてくれた。寒けれ 

ば⼈間は⾝を動かして⾃分から暖を作ろうとす 

る。飢えを感じれば⼈間⾷べるものが全てうま 

いと感じる。これが⼈間、⽣きものとしての⼈ 

間というものだ！ という訓である。 

 この⾙原益軒を聞きながら、昔、今⽇を⽣き 

るか死ぬかの病⾝の次男をかかえていた時の幸 

福を思い出した。僕ら夫婦は毎⽇毎晩「あの⼦ 

は今⽇も無事だった！」と喜びと幸せを感じ確 

認したものである。 



  ⾮薬物的ケアというと、なんだか「なにもしな 

い」かのようにも聞こえ、簡単と思われるかも 

しれないが、誤解である。むしろ⾮常に⾏き届 

いた看護であり医療であると思う。たとえば僕 

は、胆汁のたまる袋をぶらさげて杏林⼤学病院 

から退院し、このホスピスに転院した。 

2017年の正⽉、仕事始めの⽇に定期検診に訪れ 

たら即⼊院、即施術と段取りがすすみ、また肝 

臓にチューブを刺しこみ胆汁を体外に排出（ド 

レナージ）しなければならなくなったのだ。 

（※病気が原因で胆管が閉塞、胆汁がうっ滞し 

たため、これによる黄疸などの緩和を⽬的とし 

た経⽪経肝胆道ドレナージをしていました。こ 

れは⽪膚から直接肝臓内の胆管にチューブを挿 

⼊し、体外に胆汁を排出する⽅法です。この際 

排出した胆汁は、バッグ内にためられますが、 

患者は常にチューブの閉塞や逸脱に注意が必要 

です。） 

必要な処置ではあるのだが、ただでさえ世間が 

狭くなり、動きが鈍く寝たきりになりがちなの 

に、トイレに⾏くにもトイレを使うにも障害に 

なるドレナージのチューブは、僕を滅⼊らせ 

た。そんな気持ちで10⽇間も過ごしただろう 

か。 

そんな折である。緩和ケア病棟の看護師さん 

が、これを⼈⼯肛⾨のように脇腹にはりつける 

⽅法はないだろうか、とひらめいてくれた。 

嬉しいはからい この病棟は「治療はしない」けれど、患者の⾝になっ 

て「世話はしてくれる」。 

 こうして病棟から医師と看護師が呼ばれトライア 

ル＆エラーがはじまった。 

 「⽪膚排泄看護認定看護師」という、主に⼈⼯肛⾨ 

や⼈⼯排泄のことを専⾨にしているナースや「ガン化 

学療法看護認定看護師」という⽅もいて、彼⼥らは通 

常のケアの他にさまざまな専⾨知識を患者個⼈の状 

態にあわせて⽤意してくれた。 

 3、4度つけてははがれるという失敗はあったが、僕 

の右脇腹に200ccの胆汁を貯める「パウチ製」をとり 

つけることに成功した。 

 結果、僕の左右の⼿はフリーになった。半径3メート 

ル男は、半径3kmくらいの⾏動半径をイメージできる 

ようになった。 

 これは⼤げさでも何でもなく⾰命的なことだったと思 

う。外出の⾃由。外泊の⾃由。散歩の⾃由。談話室で 

のコーヒータイム。間もなく死ぬべき⼈間にこんな気 

づかいをしてくれるスタッフに感謝した。 

 感謝と⾔えば、こんな嬉しい出来事もあった。朝⾷の 

セットに、折り紙で作った節分のカードが⽴ててあっ 

たのだ。「洒落たことをする」と思っていたら、ナース 

から「本⽇は午後、⾖まきの⾏事があります」という 

案内があった。 

節分



 ベッドに横たわっていると、⼆時半ごろ、⽚⼿ 

に花がほころびはじめた桜の枝（梅ではない） 

とさかきの枝をもったナースを先頭に5、6⼈の 

ボランティアの⼥性が⼊ってきた。 

「本⽇は節分です。⾖をまいて頂けますか？」 

と、⼤きなシーツを広げた。シーツの中には左 

に五匹の⿁、右に3⼈のお多福の似顔絵が貼り付 

けてあり、僕は桜の⼩枝を左⼿に持ち、右⼿で 

⿁退治の⾖を投げた。 

かけがえのない友⼈たちのこと  

  ある⽇病棟に旧友の⼀⼈が、胸に桜の花束を 

抱えて、九州からやってきてくれた。来るやい 

なや靴を脱ぎ、病室に⼤きな⾵呂敷を広げ、持 

参した器に桜の枝を剪定して剣⼭に⽴て始め 

る。 

 なんでも品種改良した桜で、その花⽊が「今 

朝⼊⼿できた」のだと⾔う。この男にとっては 

桜の⼊⼿が⾶⾏機のチケット購⼊より先であ 

る。 

「⿁は外、福は内！」 

投げた⾖はシーツの下辺でまとまるようにな 

る。 

 参加者全員が笑い、喜び、僕は幼稚園児のよう 

な気持ちになれた。そこにドクターやナースも 

加えて記念写真を撮った。これが緩和ケア病棟 

をシンボライズするムードであり、⼼が晴れ 

た。 

 ⼆⼈は、これまた彼が⼤切に紙に包んで持っ 

てきた奥⽅特製のぐい呑で、隠し持ってきてく 

れたポケットウィスキーボトルから⽇本酒を注 

いで乾杯した。「如⽉の桜」だと⾔う。それか 

ら3時間半余り、⽇没まで僕たちは息つく間もな 

く語り合った。この男とは数年⼗年と会わなく 

ても「まるで昨⽇の続きのような話」ができ 

る。それが50年来の友情を育んでいた。 

 中でも僕を喜ばせたのは、この桜の⽊の名前 

である。「啓翁（けいおう）」。なんと素敵な 

名前だろう。翁を啓発する、翁を⾼みに導く。 

美しい名前をつけたものだ。 



  思わず「花咲か爺」を想起した。この啓翁は、 

⾶⾏機に乗ってきたので⽔切れしていたのだろ 

う。話し込んでいる3時間余りの間に枝にぐんぐ 

ん⽔が上がっていく様が⾒えて、花の表情に張 

りが出てきた。翌朝には⼋分咲き、さらにその 

翌⽇には満開になった。よいお爺さんが枯れ⽊ 

に⽊灰を撒くと花が咲く、花咲か爺。これは⽇ 

本⽂化の思考の典型を⽰す物語だと思う。 

50年から100年へ。⼈⽣の時間配分が2倍になっ 

たからといって、僕たち⽇本⼈の死⽣観がいき 

なり変わることはないだろう。農業が発明され 

稲作⽂化が始まる何万年も前から、僕たちの祖 

先は⾃然を敬い、春夏秋冬と72⽇間の⼟⽤とい 

うきめ細かな季節感をもとにしてこの列島に暮 

らしてきた。 

⼈⽣の時間配分が2倍になったら、むしろ還暦あ 

たりを前倒しして、もう⼀度後半⼈⽣の春夏秋 

冬と72⽇間の⼟⽤を想定し、⼈⽣をリセットす 

るという思想が⽣まれてくるのではなかろう 

か？ 

つまり40代、50代でもう⼀度⽣まれなおすとし 

たら、僕たちはどんな70代、80代、90代を⾃⼰ 

イメージするだろうか？ ⾃分の内なる声に⽿を 

傾ければ、きっとユニークな世界が広がってい 

るに違いない。 

 例えば⽥舎でいえば⾕⼭さんという友⼈がい 

る。彼は⽥舎の休耕地になって虫くいになった 

⽥畑に、⽇本蜜蜂の蜜源となる栗や梅やきんか 

んを植えつけて来て、⽇本蜜蜂の巣箱を100個設 

置しようとしている。⽥舎でも年齢をとったこ 

とを理由に離農する農家がふえている。 

  彼はそこに⽬をつけ休耕地を蜂の蜜源にし栗 

林、梅林、きんかん林で⽥舎を再⽣しようとし 

ているのだ。この動きをみて賛同する年寄りが 

集まり新しいコミュニティが⽣まれつつある。 

これまで⾏政も農協も農業委員会も⾒向きもし 

なかった考え⽅である。 

 また例えば東京郊外では⼤塚さん。彼は⾃宅 

を開放して、知的障害者のための学童保育、学 

習塾を聞いている。奥さんと娘さんをまきこん 

で。⼆⼈に共通していることは、⼆⼈ともかつ 

てのギラギラしたところがなく＜私有·所有＞ 

の観点から⾃由になりつつあることだ。⾦や名 

誉が欲しくてやっていることではない。 

さらに別の友⼈は福岡で、⽼幼サークルをはじ 

めているし、先⽇の⾒舞客古内君は、彼には⼤ 

学受験の息⼦がいるのだが、若い世代·⼤学⽣ 

たちの地域再⽣やコミュニティ作りへの関⼼の 

⾼まりは想像をこえる広がりを⾒せているらし 

い。有名⼤学、⼀流企業、⼤プロジェクト志向 

というかつての勢⼒は影をひそめ、若者たちは 

かつて官も財も⼿がけなかった領域への関⼼と 

興味と学習をはじめているらしい。 

ガンと共に⽣きることを余儀なくされている僕 

は、そんな壮⼤な試みには⼿をだせないが 

「今、ある、ここ」にかけがえのない⼀⽇⼀⽇ 

を感じながら、この世界の輝きをみておこうと 

⼼がけている。20世界型開発·成⾧の時代が終 

わったことだけは確かで、21世紀はまた新しい 

希望の世紀になりそうである。 



 ⾏政は今、病院以外で亡くなることを在宅死 

とカウントしている。緩和ケア病棟は病院だけ 

れど、ここでの死亡は在宅死の領域である。よ 

くTVのニュースで「慣れ親しんだ⾃宅で死ぬこ 

とを希望する⼈」が70%近くもいるのに、実際 

に⾃宅で死ぬ⼈は20%にも満たない等というニ 

ュースを流しているが、あれは⾏政広報の⼀翼 

を担っている。病院が満床でベッド数が空けら 

れないのである。こうなると⽼⼈を受け⼊れら 

れるのは⾃宅しかない。 

 僕の祖⽗の時代は、近代的なビルの⼤病院で 

末期を向えられるは誇らしいことであったし、 

それだけの⼿当てをしたのだからと家族の満⾜ 

も得られた。ところが時代環境が変わり「在宅 

医療、在宅死」が奨励されるようになってい 

る。こういう事情があってのことだから、僕は 

「馴れ親しんだ⾃宅」であれば何処でもいい 

か、と⾔えば、必ずしもそうでもないと思って 

いる。 

 「畳の上で死にたい」と⾔葉があるように、 

⼈間の死は闇討ちや不意打ちのように迎えるの 

ではなく、ある程度落ち着いた環境で互いに 

「ありがとう、ありがとう」の⾔葉をかけあえ 

るような環境がのぞましい。できたら愛する者 

が⾒届け、残された者が思いっきり泣くことも 

その後の⼼傷を考えれば必要だろう。 

 ホスピス、緩和ケア病棟は、慣れ親しんだ⾃ 

宅ではないが、僕にはそれ以上に落ちつける場 

所である。これは、よい気づきであった。 

落ち着ける場所で最期をむかえたい  

 ある⽇、四半世紀前に別れた元妻が、僕が 

「元気なうちに」と娘と⼀緒に⾒舞いに来てく 

れて、この緩和ケア病棟に3⼈で泊まることにな 

った。 

 昔なじみの重箱や輪島塗の取り⽫を持ち込みワ 

インで乾杯し、贅沢な贅沢な最後の晩餐を開く 

ことが出来た。緩和ケア病棟ならこんなことも 

できる。その夜は夜中まで3⼈で天井を⾒つめな 

がら、来し⽅⾏く末を語り合って多幸感ひとし 

おであった。 

 ⼈⽣70年も職業の転遷も、⼦育ても「これで 

よかったのだ」と確認しあい、現在の境遇にそ 

れぞれ⼼からの感謝をすることができる夜とな 

った。宮沢賢治の「コワガラナクテモイイ」と 

いう⾔葉が彼⼥の⼝から聞かされ「先に⾏って 

待っててね」という⾔葉に癒された。僕はどち 

らかと⾔えば空海や西⾏や良寛に親しんできた 

者である。とてもハッピーな末期の⼀夜を過ご 

せて微笑んでいる。 



 鎌倉室町安⼟桃⼭から戦国時代の数百年間の 

⽇本⼈に与えた影響は多⼤である。今でも我々 

の暮らしのほとんどはこの頃に根っこを持つも 

のばかりである。ここで取り上げたいのは信⾧ 

が最後に舞ったとされる「⼈⽣五⼗年、夢幻の 

如し」という謡のフレーズだ。この⾔葉の⼒に 

⽀配されて、僕たちは今でも⼈⽣は50年と思い 

込んでいるのではないか。 

 僕たちの⽣涯は⾧くなった。信⾧の50年に⽐ 

べれば2倍。⼈⽣100年の時代である。にも関わ 

らず、年⾦に対しても仕事に対しても家族に対 

しても、僕たちはただただ⾧寿化しただけだと 

思っている節がある。 

 年⾦ひとつとっても50代でリタイアし、それか 

ら10数年定年後の⽣活があり、⼈は死ぬことを 

前提として設計されている。この年⾦と現実と 

のズレはみんな⽬をつぶっている。これでは⼈ 

⽣が2倍になっても、その密度は1/2に薄まった 

ことになるのではないだろうか。彼は⼈⽣をた 

だ⽣きただけになってしまいかねない。 

 ⼈の⼀⽣は古代インド哲学にあったように、 

学校に⾏って学ぶ学業期があり、⾃分の仕事に 

打ち込む就業期があり、社会に貢献する林業期 

があって、ブラブラと遊ぶ遊業期から成り⽴っ 

ているという⼈⽣が四業期という区分は今でも 

変わらないかもしれない。 

  

⼈⽣ 100年時代を⽣きるライフマネジメント  

 しかし⼈⽣100年の時代には、これがワンパタ 

ーンで済むわけがない。 

 学業期の直後に遊業期があり、また学業期に突 

⼊するということもある。最近は20歳、30歳に 

なってもまだ就業しない⼈が結構多い。50歳60 

歳になって⼤学に⼊ったり学び直したり、新し 

い仕事についたりすることも稀ではない。「古 

希」と⾔えば古来稀だったのに、今では70歳ま 

で⽣きない⼈の⽅が稀である。この現実を明確 

にしっかり⾒なければならない。 

⾧寿化が進んだという現象ではなく、元気な⽼ 

⼈が、働く⽼⼈が、100歳を超えて⽣きる⽼⼈が 

確実に急増していくだろう。ましてや環境は想 

像を絶する形でロボット化、AI化していく。そ 

の時僕たちは、どういう80歳、どういう90歳を 

イメージしておけばいいのか。 



定年後が単に伸びたという⽣き⽅だけでないこ 

とは確かである。今こそ80歳になった⾃分はど 

のような80歳を迎えたがっていたかをチェック 

しなければならないし、90歳になった⾃分はど 

のような社会と社会資本を形成しているか、問 

い直さなければならない。まず、⼈⽣の時間配 

分が違って来るはずだ。僕はそれが⼈⽣100年時 

代の死の捉え⽅の基本だと思う。 

緩和ケア病棟への転院を機に、⾃分が死を前に 

して、死の現在進⾏形をどのように過ごした 

か、その思いを記録しておこうと思った。でき 

れば多くの⼈の⽬に触れてほしい。それを基に 

次の⼈、次世代がさらに考えをすすめることが 

できれば、記録者としてはうれしい。 

⽵永睦男 

（２０１７年３⽉１４⽇逝去） 

PROFILE  

 1971年獨協⼤学外国語学部卒業。株式会社資 

⽣堂に⼊社。コピーライターとして化粧品の宣 

伝制作、マーケッターとして商品企画、経営改 

⾰業務として企業の⾧期ビジョン(コーポレート･ 

デザイン)等を担当。その後1994年ビューティ･ 

サイエンス研究所に異動、⽇本⼈の美意識と⽣ 

活研究およびアジア·プロジェクトでのアジア 

研究など研究マネジメントに従事。1996年4⽉両 

親介護のため資⽣堂を希望退職し、帰郷する。 

このUターン介護の経験を「男の介護」(法研)と 

して著わし、介護プロデューサーとして福祉の 

現場からの発信に⼼がけている。1997年コンサ 

ルタント会社｢(株)オフィス·タケナガ｣を設⽴。 

仕事と介護を両⽴させるため、東京―⿅児島を 

往復しながら、企業の倫理委員や⼤学の⾮常勤 

講師などに従事して来た。 



家族の思い  
T H E  F A M I L Y ' S  
A C T U A L  F E E L I N G S



⽗のゴール

尾⾕⼀葉  I c h i y o u  Ot an i（⾧⼥）

⽗を亡くして約半年が過ぎようとしています。 

最近の私は、あえて⽗を思い出さない様に、深 

く考えない様に過ごしています。 

哀しみに沈むのが⾟い···というのも⼩さな 

理由のひとつですが、⼼の中の⼤半は、⽗との 

お別れに納得できているからだと思うのです。 

⽗に直接病気の話を聞いた時、私の返事は 

「（病気と余命を知れて）よかったね。」でし 

た。 

⽗は、私が取り乱し泣き出すのではないか?と、 

⾊々気を配り、⾔葉を選んでくれていた様でし 

たので、鳩が⾖鉄砲を⾷ったような顔···と 

はこういうものか。と思う様な⽗の顔を、今も 

覚えています。

 私の発⾔は冷静冷酷な意味ではなく、仕事で 

癌患者さんの美容ケアなどに携わり、様々な経 

験をするなかで、亡くなる準備ができること、 

⼤切な⼈に「ありがとう」と⾔えることはとて 

も幸せな事だいう思いがあり、⼼では涙を流し 

ながらの「良かったね。」だったのです。 

  

 ⽗もすぐにそれを理解し、笑いながら「本当 

にそうだな。」「⼀葉は凄いな···。」と、 

その後の会話中にも何度も何度も呟いていまし 

た。 

⽗に直接病気の話を聞いた時、私の返事は「（病気と余命を知れ  

て）よかったね。」でした。

あの⽇、⽗と2⼈だけでお寿司を⾷べながら飲ん 

だビールが、⼀緒に美味しく飲むことができる 

最後のビールになるだろうと、私なりに覚悟を 

決めました。 

  

 闘病中は、時間と気⼒の無い中で選択と覚悟 

の連続です。どんな治療をするのか、どこです 

るのか、本当にその選択で良いのか？決めたか 

らには覚悟を…⽗本⼈はもちろん、⽀える家族も 

みんな、病院だからと安⼼できず、⾃宅だから 

と安⼼できず、どこにいてもピンと張り詰めた 

空気の中での⽣活でした。



「ホスピスを紹介された。」 

「ホスピスを選択肢に⼊れる。」 

 ⽗からこう聞いた時は、なんとも複雑な気持ちに 

なりました。最終段階なんだな…と思うと、返す⾔葉 

に迷いました。 

 実際にホスピスでの⽣活がはじまると、その穏や 

かで安⼼できる環境と、スタッフの皆さんの⼼から 

の対応とケアに、これまで味わうことのなかった安 

堵感を、家族みんなが味わうことができました。 

 ⽗本⼈の表情も本当に穏やかで、会いに⾏くのが 

楽しみでした。 

 病気がわかってからは、⽗の髪のシャンプー、カッ 

ト、髭剃り、マッサージや保湿ケアは美容師である 

私の役⽬になりました。 

  

⽗の専属美容師でいられた、闘病中の約2年間 

は、私にとっては宝物の様な時間でした。 

 ⽗は、私がカットに⾏く⽇はホスピスの看護師さん 

に「今⽇は専属美容師が出張に来るんです。」と、 

⾃慢げに話していたそうです。 

  

 カットの間、⾧い時間（といっても数分ですが） 

同じ体勢が⾟くないかな？と、「⼤丈夫？⾟くな 

い？痛くない？あと少しだからね。」と声をかける 

と、「⼤丈夫、痛くないよ。⼀葉が居ると不思議と 

痛くない。」とよく⾔ってくれました。 

 こんな時間が持てたのも、ホスピスだったから 

です。痛みなどで苦しい時は、信頼できるプロが 

側にいて、家族の不安も、カウンセリングルーム 

で親⾝になって話をしてくださいました。 

病院のお⾒舞い帰りには、必ず涙していた私で 

すが、ホスピスの帰り道は、とても満たされてい 

て、涙というより温かい笑顔でスタッフの⽅々に 

「今⽇は帰ります、またすぐに来ますね！」と、ご 

挨拶できていました。 

カウンセリングルームで、「お⽗様のゴールはあ 

と少しだと思います。」と⾔われた時は、さすがに 

涙をこらえられませんでしたが、「お⽗様のゴー 

ル」と表現して下さったおかげで、⽗の死が闘病 

の末の〝負け〟ではなく、勇敢に闘い抜いた末 

の〝ゴール〟なんだとイメージできたこと、⾔葉 

のお気遣いにとても助けられました。 

⽗の死後、時折〝もっとこうだったら良かったの 

では？〟と、後悔の気持ちにのまれそうになる度 

に、ホスピスのベッドで笑う⽗の笑顔を思い出す 

様にしています。 

「ありがとう。」と⾔い合うことができたあの時間 

を、ありがとうございました。と、⾔いたいです。 

                 尾⾕⼀葉



⼼に旗を

⽵永  中   A t a r u  T a k enag a（次男）

 この本は⽗ ⽵永睦男の膵臓がんとの闘病およ 

び、ホスピス、緩和ケア病棟への転院の体験記 

をもとに当社が加筆修正を⾏い発⾏に⾄ったも 

のであります。 

 緩和ケア病棟での⼊院期間を通して、⽗が感 

じ、まわりに伝えたかったことは「死はこわい 

ものではない」という感覚だったのではないか 

と思います。 

 これはとてもデリケートな問題です。だから 

こそ、⽣涯を⾔葉に関わる職業に⽣きた⽗は、 

⾃らの体験として記録し、その感覚を⽂字に起こして 

世に出したい、伝えたいと思ったと思います。これは 

紛れもない事実の感情だと思います。  

 ⽴正佼成会附属佼成病院 緩和ケア病棟（ビハーラ 

病棟）での⽗の⽣活空間は広く、あたたかく、静かで 

した。⼤都会の喧騒にもまれ、⽇々を必死に⽣きてい 

る私としては、本当に「俺が住みたいよ！」と何度も 

思ったほどです。

 また、⼊院中の⽗は我々に接している時、末 

期がんの疼痛に顔をゆがめるような素振りはほ 

とんどありませんでした。あれほどの⼤病です 

から、痛みが無いということはあり得ないわけ 

ですが、適切なケアによって、「⼆⽇酔いの頭 

痛」程度のことで収まっていたのかな？と、今 

は勝⼿に想像しています。 

 少し不謹慎かもしれませんが、かなり端折っ 

た⾔い⽅をしてしまえば、痛くもなく、寒くも 

なく、寂しくもなければ、「死」というものは 

それほど恐れるものではないのかもしれませ 

ん。 

⽣涯を⾔葉に関わる職業に⽣きた⽗は、その感覚を⽂字に起こして  

世に出したい、伝えたいと思ったと思います。

そんな気にさせる雰囲気というか、現代医療の到達 

点がこの病院にはあったような気がします。  

 「死は思っているほど怖くない」この事実と感覚を、 

少しでも多くの⼈に知ってほしいということが本書の 

⽬指すところだと思います。 

 そしてもうひとつ、「死が怖くなければ「⽣」も怖くなく 

なる。」ということをいつもの睦男節で伝えたかったの 

かもしれません。



 いま世界に先駆けて超⾼齢化社会を体験して 

いる我々は、死の受け⼊れ⽅を問われているの 

かもしれません。そしてそれは⽣のあり⽅を問 

われているのと同じことなのです。そういう意 

味では「今回」⽗が⽰した本書にもいくばくか 

の影響⼒というか、世に⼀⽯を投じるものがあ 

れよ！！と念じてやまないのです。 

 バブル華やかりし頃、広告業界全盛期。コピ 

ーライターだった⽗は、⼦である私達に、多く 

のことを伝えたいと思ったことと思います。 

 しかし「娘の部屋は外国より遠い」と⾔うよ 

うに、いかに「⾔葉のプロ」でも、息⼦に親の 

気持ちを伝えるといことは苦⼿で、思春期の親 

⼦の壁というのはメキシコとアメリカの国境に 

築かれようとしている、ありもしない壁よりも 

⼤きな壁だったのです。しかし、伝わるものが 

全く無かったというわけではありません。⽣前 

⽗が⾔っていたことの中で、印象に残っている 

⾔葉があります。 

そしていま⽗は、このホスピス体験記を通して、「死」 

そして「⽣」という⽂字が表と裏に書かれた旗を振って 

いるような気がします。 

 さて、残念ながら⽗にはもう「次回」執筆の機会や講 

演や表現の機会はありません。死後の世界とは、こ 

れほど科学やら⽂明やらが発達した世の中でも、こ

れだけはわからないもの、不明なもの不確実なもの 

はずです。あの世、天国、はたまた地獄や来世という 

ようなものがあるのかないのか、それがわからないこ 

との不安が、痛み·後悔·孤独という負の感情と相 

まって、⼀般的に「死」は怖いもの、恐ろしいものとい 

うことになっています。 

 しかし、現代の医療と⽂化的な成熟によって、それ 

は「和らげる術」があるということ。そして、和らげる術 

を⼼得ていれば、死という「ゴール」は、好奇⼼に満ち 

たものとして受け⼊れ得るものではないだろうか？と 

いう提案を、⽗は⾝をもって⽰したのかもしれません。 

この「ゴール」という死の捉え⽅を、私はホスピス病棟 

での最初の家族説明の際にはじめて知り、感銘を受 

けました。 

 ⼋分⽬という彼の雅号のとおり、およそ⼈間のすべ 

ての煩悩というか欲望のようなものを⼋割⽅かなえ、 

酔客が眠るように息を引き取った⽗は、あの世で、は 

たと⽬覚めて、⾃分の⽴てた旗を⾒ているのかと思い 

ます。 

 ⽗の最後の旗振りに関わってくださった、本当に多 

くの皆様に感謝します。 

          ⽵永 中

「コピーライターの仕事は旗を作って振る仕 

事」というようなことを、事あるごとに⾔って 

いたのを、よく覚えています。単にキャッチー 

な宣伝⽂句を考えるのではなく、組織でも顧客 

でも、⼀定の⼈々を意図した⽅向に導き、団結 

させるための「旗」をデザインし、誰からも⾒ 

えるように⼤きく振る。男性⽤化粧品というジ 

ャンルを確⽴するために、化粧品メーカーがバ 

イクレースに参戦するという破天荒なプロジェ 

クトも、この理論から導き出された解だったの 

だと、理解できるようになったのは本当に最近 

になってからのことです。

「コピーライターの仕事は旗を  

作って振る仕事」
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