
 
 

 
 

「土橋のおうち」と母の最期 
 

横山 陽子 
 
 
 
 

 
 



 
スタッフの皆さん 
 
グループホームも７～８年経つと、入居されているご家族ともいつの間にか親戚のような

気持ちになっていく。そんな中でともに看取りをした後の別れは、本当にさびしく感じま

す。 
故 立野恵美子さんの娘さん達が最後の挨拶に来られときも涙での別れでした。 
彼女達は「母の死はお産と同じで感動しました。本当によかった！」といってくれました。 
私は「最期を迎えて感じたことを良い事も良くなかったこともそのままを是非書いてほし

い」とお願いしました。 
無理なお願いを快く引き受けてくださり、先日心待ちにしていた手記が届きました。 
タイトルは「土橋のおうちと母の最期」です。是非読んでください 

 

 

 

 

> Subject: 母 立野恵美子が大変お世話になりました。 

> Date: Tue, 12 May 2009 22:45:22 +0900 

>  

> ＮＰＯ もちもちの木 

> 理事長 竹中 庸子 様 

>  

> 過日、貴ホームでお世話になった故立野恵美子の娘の横山陽子です。 

> ご無沙汰しております。 

> 母存命中、また逝去の際には、大変お世話になり、お礼の言葉もございません。 

> こちらは先月、無事四十九日の法要も終え、ひと段落したところです。 

> ご挨拶が遅れましたこと、申し訳ございませんでした。 

> また、ご依頼いただきました、母の介護に関する手記の件ですが、やっと書きあがり 

> ました。 

> つたない文章でお恥ずかしい限りですが、添付資料にて送付させていただきます。 

> 文中、誤字脱字等ございましたら、ご容赦ください。 

> 送付が遅れましたこと、お詫び申し上げます。  

> もちもちの木の皆様のご健康と益々のご発展を祈念いたしております。 

> 敬具 

 
 



 

Sent: Sunday, May 17, 2009 1:08 PM 

Subject: RE: 母 立野恵美子が大変お世話になりました。 

横山 陽子さま 

  

皆様いかがお過ごしでしょうか？ 

日を重ねるごとに良き思い出が色鮮やかになっていきますね。 

新しい世界に旅立っていかれた・・・・と思いながらも、さびしいなぁ～と思う今日この頃です。 

お母様の介護に関する手記、読ませていただきました。 

ご家族の気持ちやお母様の容態の移り変わりが手に取るように感じることができました。 

本当にありがとうございます。 

昨日、「認知症の人と家族の会」の方が是非読ませてほしいとの要望がありました。 

できましたら、メールで頂いたありのままを読んでいただきたいと思っているのですが、 

お名前等の公表が可能か、などお知らせいただければと思っています。 

最後までお願いばかりで申し訳ありませんが、これから１０年後は今の１．７倍の方が亡くなられる時代

になります。 

ほとんどの方を在宅で看取っていかなければならない時代がやってきます。 

この手記で多くの方が勇気付けられると思っております。 

どうぞよろしくおねがいいたします。 

竹中 庸子 

 

 

Subject: RE: 母 立野恵美子が大変お世話になりました。 

Date: Fri, 22 May 2009 19:29:15 +0900 

竹中 庸子 さま 

メール拝読、お返事が遅くなり申し訳ありませんでした。 

私の手記が、土橋のおうちの皆様やそこに係わる皆様のお役に立てるようでしたら、 

望外の喜びです。実名のままでご公表いただいても差し支えありません。 

竹中さまとスタッフの皆様のご健康とご活躍を心よりお祈り申し上げます。 

横山 陽子 

 

2009年 5月 22日 



「土橋のおうち」と母の最期 
 

横山 陽子 
 
  
■ 「土橋のおうち」に母が入所して 
 
「土橋のおうち」に伺うと、「ありがとうございます」と挨拶される。母の介護をお願いし

ているのはこちらなのに。こちらこそ「いつもお世話になり、ありがとうございます」と

言わなくてはならないのに、と思う。 
 
 認知症の入居者を代弁しての言葉なのかもしれないが、「ありがとうございます」の言葉

は何故か気持ちが和らぎ、心が温かくなる。ここにいると、怒鳴り声やらイライラした金

切り声やらとは無縁だ。 
 入居者が誤ってお茶をこぼしても、イライラしながらそれを処理することは無い。これ

が我が家なら、厳しい叱責の声のひとつも出そうなものだ。 
 そんな不快な波動とは無縁に過ごせる入居者にとって、ここはどんなに居心地の良いと

ころかと思う。90 歳、100 歳のご高齢の入居者の方たちが、未だ健在で表情豊かなのは、
この「土橋のおうち」の雰囲気によるところが大きいのではないだろうか。 
 植物だって、怒りやイライラの波動に満ちた場所では、すぐかれてしまうと聞く。まし

て人ならば、否定され続けるところでじっとしていなければならないのなら、心身に変調

が起こるのも当たり前ではないかと思う。イライラしない、人を責めないという心根をも

ったこの仕事にピッタリの人たちがケアしているからなのか、仕事として自覚を持って行

動するからこの雰囲気が維持できるのか。「土橋のおうち」を訪れるたびに、そんな疑問が

湧く。 
 
 また、いつも頭をもたげる疑問がある。未来のある子供たちの世話ならば、成長を見守

る、という楽しみもあろうが、枯れてゆく人たち＿それも認知症という病をもった老人た

ちのお世話を、若い人たちがするというのはどうなのだろうか。 
 夜勤は２時間ごとにトイレ誘導、体位変換、日中は食事介護や整容、入浴介護など、身

内として本当にありがたく思う一方、このような重労働で若いエネルギーを不毛に費やさ

せているようで申し訳ない気持で一杯になる。 
 
 ところが、あるとき、マザーテレサのこんな逸話を目にした。 
＿どうしてインドの貧しい人々、街で野垂れ死にしそうな人々を、手厚く保護して看取

るのか、という質問に対して、「人間らしく死なせてあげるため」と答えたという。 



 
認知症の老人には、社会の第一線で一生懸命働き、その後老いて病気になった人たちも多

い。しかし、「土橋のおうち」に働く人たちは、今でこそ人並みにできないことも多くある

かもしれないが、以前は皆立派に社会を支えてきた人たちなのだ、という敬意の念をもっ

て、介護に当たっていることが良く分かる。 
 残りわずかな時間、最後まで人間としての尊厳を保ち、敬意を以って手厚く介護されな

がら、静かに人生を閉じていく＿マザーテレサの言葉に通じるものが、この「土橋のおう

ち」にはあると思う。 
 
 
■ 「土橋のおうち」と母の晩年 
 
 私の母は大正生まれだが、元々強情な性質で、そのため夫婦仲も険悪となり、老境に差

しかかって孤立していた。そこに認知症の症状が表れたのだが、この母の病と向き合うに

は、私たち子供姉妹は若すぎた。昔日の母の面影と病状が進んだ母の今の姿とのギャップ

に苦しみ、嫌悪感だけが募ってしまい、結局「土橋のおうち」に７年間預けっぱなしにし

てしまった。それは、罪悪感にさいなまされる７年間でもあった。 
 
 しかし、母は、入所後、まだ元気な頃、こんなことを口にしたことがある。 
＿「この病気になって、よかった、と思うこともある。皆に優しくしてもらえる」 
 「土橋のおうち」での心づくしの美味しい食事、また入浴･整容もきちんとしていただき、

母の肌艶もよかった。それだけでなく、ここの皆さんには、実の子供のようなスキンシッ

プを絶えず母に向けて下さり、それを衰えていく脳の働きの中であっても母は強く感じ取

っていたのだと思う。 
 母が、７年間「土橋のおうち」で大切に介護され、尊厳ある最期を迎えることができた

ことが、親不孝な私たち姉妹にとって、唯一の救いであったのだ。 
 
 
■ 母の最期 
 
 母は、歳を取ってから産んだ子供であったせいか、子供に心底尽くした半生だった。ま

た、自分の老いの頃が、子供たちにとって子育ての真っ最中になるから、迷惑を掛けたく

ない、というのが日頃の口癖であり、信条でもあった。 
 
 準備の悪い私たちに向けて、そろそろ考えろ、と提案するかのごとく、昨年１１月肺炎

で緊急入院、39.4℃の熱はこの歳の老人にとっては命取りになるものであったが、10 日間



で退院、無事生還することができた。この間、「土橋のおうち」の竹岡さんのおかげで、市

民病院→記念病院と緊急医療措置を受けることができたことが幸いだった。 
 ただ、そのときの経験から、今後は、病院より「土橋のおうち」で看取るほうが良い、

と判ったり、竹中さんから終末医療機関も紹介されたりで、私もぼんやりではあるが、こ

れからの母の最期を思い描くことができた。そして、このたび母の最期を大勢の家族で看

取ることが出来たのも、あの経験が大きかったと思う。今思えば、あれも、母の計らいだ

ったのかもしれない。 
 
 私の仕事が最も多忙となる 11月・12月、ここは何とか乗り切って欲しいと思う気持もあ
り、母を力づけるために 10月に一度「土橋のおうち」に訪れた。年末は、妹が京都に用事
が出来たので、その足で広島に帰郷するように頼んだ。 
 そして年明け 1月 20日、竹岡さんより、また肺炎を再発、との報が入る。私は翌々日新
潟に行く用事があったため、すぐに帰郷することが出来なかった。その後、容態が落ち着

いたとの連絡もあり、暫く様子を見ることになった。ただし、入院はしないことにして。 
 
 2月に入り、私の仕事もひと段落着いたため、休みを多めにはとっていたものの、下の娘
がインフルエンザにかかってしまったため、千葉から動けずにいた。その頃は、父からも

元気そうだ、との電話もあったのだが、2月 11日に思い立って急遽広島に帰郷することに
した。 
帰ってみると、ここ数年痩せてきていた母ではあったが、12 月に見舞った時に比べ、そ
の痩せ衰え方は一層であった。枯れた小枝のような手足となり、体重も 28キロ、皺も多く、
血色も良くない。普段は眠っていることが多く、咳き込む場合は食事を無理に与えるなと

いう医師の指示も在り、高カロリーの流動食に代わることが多くなった。ただ、そんな状

態でも、私は、3 月の春休みまでは持ってくれるような気がして、16 日月曜日に帰宅する
つもりでいた。 

 
しかし、13 日金曜日、母の様子が怪しくなった。この日は、森元さんを除き、スタッフ
全員が鯉城会館の近くで勉強会があるとの事で、彼女一人の夜勤の日だった。 
食堂 2 階から３階のベッドに母が運ばれたとたん、母の視線がゆらゆら宙をさ迷う。座
らせると肩でハアハアと大きく息をするので、これはおかしいと、終末医療をお願いして

いるピースさんに連絡していただく。すぐにピースの方が駆けつけるのかと思ったら、そ

うではなく、電話による指示だけであった。森元さんは、ここのベテラン介護士さんなの

で、心強かったものの、医療関係者がいない、というのは不安で仕方が無かった。 
 
臨終というのは、お産と同じではないか、と思う。 
初産のときは、それはもう不安で看護師さんをしきりに呼びたくなるが、時期がくるま



では、相手にされない。臨終を目の前にした私も、これは初めての経験であり、不安で一

杯だ。「まだまだ」という素っ気ない対応には、心細さが募る。熱は、３７℃あったが、そ

れでも血圧は 107 位あったので、ひとまず安心だろう、ということだった。その後、竹岡
さん、竹中さんも勉強会の帰りに立ち寄ってくださった。一人ぼっちの不安、おまけに看

護師さんのいない不安の中で、お二人のお見舞いは、どんなに心強かったか。 
 
翌日の夜勤は、上田さん。 
夜寝る前に、上田さんは、母をおまるに座らせた。私はもうオムツをしているのだから、

あえてこのような重労働は申し訳ないと思ったのだが、このときは、大量の尿がでた。 
今までも、トイレ誘導を２時間毎にするというのは、母も心得ていたのか、条件反射な

のか、おまるに座らせると、排尿があった。母も、オムツにもらすのは、いやだったのだ

ろう。これが、母の人生最期のトイレとなった。 
上田さんは、シーツをそれはそれは丁寧にまっすぐ皺ひとつなく敷いて下さった。寝巻

きも丁寧に着させてくださる。褥創に当たらないように、との心遣いからだ。認知症にな

る前の母は、布団を敷くにしても、畳に対してまっすぐでないと気がすまなかったし、シ

ーツの扱いも丁寧なものだった。そんな母にとって、こうした心遣いは、きっと伝わって

いたし、本当に嬉しかったのではないかと思う。 
上田さんのお母様は、６０代の若さで癌のため他界され、四十九日が終わって間もない

とのこと、上田さんは、母の枯れた身体を見るにつけ療養中のころのお母様を思い出させ

る、とおっしゃる。その想いを母に重ね、優しく介護してくださる姿に、心温まる思いが

した。 
 
医療的な処置をされないまま、食事もせず、のどの渇きをわずかな水で湿す程度。何の

手立ても無く、衰弱して死を待つばかり、という状況に不安が募る一方であった。医療関

係者からは、あとどのくらいの命かという説明も無く、ただ、間近に死がせまりつつある、

という事実だけは呑み込めた気がした。 
 
とはいえ、北海道旭川に住む妹はそう何度も往復できる訳もなく、最期を看取るタイミ

ングで呼び寄せしるか無いのだが、それがいつなのかがはっきりしない。とりあえず、母

が生きているうちに３人の娘に会わせたい、という想いから、自宅の夫に手配してもらい、

娘たちを呼び寄せた。これは、母にとって、それ以上に私たち家族にとって、最良の判断

だったと思う。 
これまでは、旅費がかさむため、子供をつれてくるよりも、私自身が多く帰広したほう

が良い、という判断から、子供たちが見舞いに来る機会は余りなかった。更に、母の徘徊

が始まった頃、子供たちにつらい思いをさせてしまったので、これ以上、母と疎遠になる

のも困る、との配慮から、接点を極力少なくしていたこともあった。思えば、昨年のフラ



ワーフェスティバルの頃に二女が見舞いに訪れたことが、母とその孫たちの最後のふれあ

いだった。 
一方、子供たちにとっては、母が私のお産を四度も手伝ったことも在り、少なくとも、

上３人は、元気だった頃の母とよく遊んだことを覚えていたようであった。また認知症の

ことで、母につらく当たったことのある長女は、そのときの祖母の寂しそうな背中を覚え

ており、今回は、そのときの埋め合わせをしたい、と決意してやってきたとの事だった。 
 
３人の娘を、母の臨終に付き添わせたことは、本当に正解であった。 
母がこの世を去るまでの５日間、母の臨終の部屋は母の思い出話と音楽にみち、暖かな

笑いと涙が溢れる幸福な時間だった。これは、病院での臨終では決して実現できないこと

だったと思う。 
長女が来るなり、ヒーリングミュージック、加湿器とユーカリ精油が準備され、心地よ

い音楽と、ユーカリの清潔な香りで母の部屋は満たされた。それは、臨終の恐れと悲しみ

とに痛む私たちの心すら癒してくれるかのようであった。 
父が毎日来てソファに座ると、長女のバイオリンの生演奏が始まり、あたかもライブハ

ウスのよう。周囲へのご迷惑も母の臨終に免じてお許し頂き、おばあちゃんの思い出話に

花を咲かせ、笑い、泣き、そして音楽に耳を傾ける。静かだった母の部屋は、若いエネル

ギーに満たされ、この７年間の中で最も活気付いたのだった。 
YouTube でダウンロードした、母の好きな美空ひばりの「悲しい酒」をながすと、母も
画面をみながら口ずさむ。ここにいたっても、母がこんな反応を見せてくれるのが、たま

らなく嬉しかった。 
 
その後、旭川の妹にも至急帰広するように連絡したが、天候不良のため、札幌－広島直

通便が欠航となった上、のんびりしたような事まで言い出すので、私の判断で、乗り継ぎ

便で来るように無理矢理言って、こさせることにした。子供たちは、「おばあちゃんは、貴

子おばさんが来るのを待っている」と、しきりに言う。また、母にとって生き残っている

たった一人の姉妹が名古屋に住んでいるため、この叔母も同時に呼ぶことにした。そして、

子供たちのいうとおり、この二人の到着を待っていたかのように、その翌日 20日、母は逝
った。 

 
20日金曜日、朝からずっと母の目は開いたまま。 
その日も叔母、妹も含め全員で、母が一番喜んだことを言い合っていた。夕方帰るはず

の父が、その夜はとどまり、８人で母の手や足を握ったりさすったりしながら、思い出話

に花を咲かせ、みんなで母に「ありがとう」「人生完走、よく頑張ったね」と声を掛けた。 
目がどうしても閉じないので、妹がしきりに目を閉じるよう瞼をさすっている。 
 



18時頃、いよいよ母の顔色が変わってきたため、皆母の最期が近づいたことを覚った。 
顎を動かしての呼吸になり、皆、母の息が止まってしまうかと息を呑んで見守り、声を

掛ける。 
 
19 時前、一瞬母の瞳がパッチリと開いた。それは、瑞々しいという表現がピッタリの聡
明さを感じさせる瞳、まるで元気だった頃の母が戻ったようにさえ思えた。その次の瞬間、

母は自分の意志の力で瞳をピッタリと閉じ、息を引き取った。 
ちょうど１９時のことだった。 
 
そのときの母の様子を、長女の表現を借りるなら、次の世界へ旅立つ潔い決意に満ちた

表情だったという。 
 
ある本に、新しい世界に旅立つ人は皆不安で、昔、船で海外に渡航する際は家族親戚一

同で見送ったのと同じように、あの世への旅立ちも大変寂しいものなのだから、みんなで

見送ってあげるのがよい、とあった。殊に「土橋のおうち」に母を預けっぱなしにしてし

まった私としては、母一人の孤独な旅立ちだけはさせるまい、と思っていた。 
号泣する妹のそばにあって、私は、皆の母への思いに溢れた温かい声と優しい音楽に満

たされた中、手を握られ、足をさすられ、励まされての旅立ちだった母の姿を見、悲しみ

の中にも深い満足感につつまれたのだった。 
そして、肉体は滅んでも母の魂はその抜け殻を脱して、この部屋の天井で皆を見ている

と確信して、私は天井に向かい、私たちを守って頂戴、と手をふって母にお願いしたのだ

った。 
 
 
■ 逝く母を送る 

 
19時 20分、知らせを聞いて駆けつけた医師により、母の死亡が確認され、ピースさんに
よる遺体の処置の準備が始まった。 
ピースさんの手伝いを長女が率先して行い、化粧好きの長女が、洗った母の髪を丁寧に

ドライヤーで乾かし、セット、そして死化粧も下地から丁寧に施した。何故か、皺が無く

なり、死の寸前より美しく見える。若い頃、器量自慢だった母の死に顔もやはり美人だと

思った。そして、こんなに丁寧に孫にお化粧をしてもらった母は、嬉しかっただろうと思

う。 
 
死に対する心の準備がなかなかできず、行き当たりばったりで、遺影も死に装束も納得

できるものが用意されぬまま、段取りを考える暇もなく通夜・告別式をしなければならな



くなった。ところが、竹中庸子さんのご好意で、通夜と告別式をこの「土橋のおうち」で

営むことが出来ることになった。おかげさまで、ごくごく内輪のつつましい式ではあった

が、家族で温かく、母を見送ることが出来た。 
 
死に行く時の母の瞳を思い出すと、この「土橋のおうち」で受けた、7年間の母に対する
献身的な介護を思わずにはいられない。本当に大切にしていただき、母は、人間としての

尊厳を失うことなく、命を全うできた。そして、最期の 5日間は、「土橋のおうち」ならで
はの計らいで、私が望む以上に、こんなに素敵な見送り方が出来たのだった。 

 
たいした親孝行も出来なかった娘であったが、最期の最期で寄り添ってあげることが出

来たことを幸福に思う。そして、それを叶えてくださった「土橋のおうち」に深く感謝し

たい。 
 
＿本当に、ありがとうございました。 

 
 
■ この手記の最後に 
 
 志半ばにして、若くしてお亡くなりになった、前理事長、故竹中寛様、そしてその志を

真摯に受け継ぎ実践されている、奥様の竹中庸子様、娘さんの宏美様、そして、スタッフ

の皆様。 
 この「土橋のおうち」の皆様との出会いが無ければ、母の晩年はひたすら暗く寂しいも

のだったと思います。 
良き出会いに恵まれ、人様からこれほどいたわられ、愛された母は、本当に幸せでした。 
 
この手記の終わりに、今一度皆様に重ねて御礼申し上げます。 
 

（了） 


