認知症ケアコーナー

去る４月 日、僕にとって大
きなニュースが報じられました。
『認知症の徘徊で鉄道事故。 歳
＊

の妻に賠償命令』
。
僕だけでなく、この業界にか

思うところは多くありました
が、僕らは評論家ではなく、実践

族は、鉄道会社に対し、振替輸

故の原因となってしまった人の遺

とも考えました。
一般的には、
事

なニュースになったのだろうか？」

を起こすことが役割だと改めて

う何ができるのかを考え、
行動

同じような悲劇が起こらないよ

く、今後 自分の身近なところで

らが良い・悪いと評価するのでな

この事 故、判 決に対し、どち

ります。

尾キクエさん
（仮名）
のことがあ

忘れられない出来事として、村

になりますが、
そのなかで決して

僕は介護の仕事について 年

キクエさんは、当時 歳だった

送や人件 費 等の損 害に応じた
理解していたからです。

考えています。

忘れられない出来事

認知症になっても、
自由に暮らせる
地域へ

費用を支払って和解するものと

者です。

鉄道事故裁判の行方と筆者の忘れられない出来事から
改めて私たち介護職の役割を見つめます。

事で皆とそうめん流しに出かけ

と思います。デイサービスの行

85

に１度のイベントを喜 び、そう

た日、キクエさんはお元気で、
年
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もう一度庭や隣の畑も見渡しま

クエさんはいません。外に出て、

屋にも、トイレやお風呂にも、キ

家に入りました。しかし、
どの部

「失礼します」と大きな声をかけ

何度呼んでも応答がなく、僕は

の鍵はかかっていませんでした。

錠されておらず、その日も玄関

キクエさんのご自宅はいつも施

けているのかなぁ」
。

ん。「おかしいなぁ、どこかに出か

行くと、
キクエさんが出てきませ

です。
いつも通りデイのお迎えに

それから１週間後の朝のこと

した。

僕はそれが少し気になっていま

に来る度に探す様子が見られ、

ら、「鞄がない」
と、デイサービス

した。ただ、その１か月前ほどか

めんを美味しそうに食べていま
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＊認知症の鉄道事故：2007年に愛知県で認知症の男性（当時91）が電車にはねられ死亡した事故。JR東海が男性遺族に損害賠償を求め、昨年の一審判決は介護にかかわった妻
と長男に、請求通り720万円の支払いを命じた。今年４月の名古屋高裁控訴審判決では、JRが駅で十分に監視していれば事故を防止できる可能性があった
ことも指摘し、賠償責任を５割にとどめ、妻（91）
のみに約360万円の支払いを命じている。

かわる人なら誰もが関心をもっ
たニュースだったと思います。２０
０７年の事故をめぐる訴訟の二
審判決が下されたのです。

判決に改めて思う
現場の役割
一報を聞き、「この判 決で一般
の人は『もう 認知症の人は外に
出てはダメだ』『認知症の人が地
域で暮らすのは危険。施設が安
心だ』
と思わないだろうか？ 一
生懸命介護していたはずの妻に、
なぜ賠償命令なのか？」
などと不
安が頭をよぎりました。
一方で、「事故にあった人が認
知症でなかったら、
このような裁
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判になったのだろうか？ 大き

最期まで﹁生ききる﹂暮らしの支え方

11
認知症の人が

24

認知症の人が 最期まで
﹁生ききる﹂暮らしの支え方
図 HITOCOCOとは

り、行方 不明ということで一斉
線路脇の草むらで亡くなってい

徘徊模擬訓練や認知症サポー

近、
取り組み始めたのが「ＨＩＴ

したがやはり見当たりません。
い
体の一部が腐敗し、
一部は白骨

ＯＣＯＣＯ
（ヒトココ）
」
という位置

ター養成講座の開催等のほか、最

１００人以上が集まり、手分
化していました。キクエさんがキ

情報発信機を活用した見守り

ました。死 後３か月が経 ち、身

車もなく、僕は友達の家や買い
けして探し回ったと思います。し

クエさんでないよ うで、「本当に

ネットワークです
（図）
。

捜索が始まりました。

物にでも行ったのだろうと、
一度
かし、
数時間経っても手がかりす

長い時間を苦しく、寂しい思い

つも外出のとき使っている押し

引き揚げました。
ら掴めません。捜索開始から３

で過ごされたのだろうな ……」

しましたが、状況はまったく変化

１時間後。気になって再び訪問
「キクエさんはまだ見つかってい

はいったん打ち切られました。

解を得て、警察や消防団の捜索

道がわからなくなり草むらに入

持って行こうと出かけたものの、

の人の推測では、時計を修理に

掛け時計が乗っていました。警察

隣に倒れていた押し車には、
壁

するのでなく、逆に自由に地域

ように、「自 由 な 暮 らしを抑 制

悔いが残る最期を繰り返さない

かし、
キクエさんのように悲しく

ないかと僕たちは悩みました。し

の自由を奪うことになるのでは

こういった機器の使用は本人

日が経ち、
１週間が経ち、
次第に
と思いました。

がありませんでした。
これはおか
ないじゃないか」
。そんな思いでし

した。そして 日後、
ご家族の了

しいと、
職場の仲間や役場にも連

を効果的に捜索できることです。
。僕にとって忘れられな

─

使用目的を誤らないよう行政、

家族、本人、
ライフサポートワー

か

い、また忘れてはならない出来

地 域 包 括 支 援センター、警 察、

「ＨＩＴＯＣＯＣＯ」の特徴は

でその人らしく暮らし続けてい

変わり果てた姿

事です。
間や終業後に、
ご家族と心当た

催し、皆で使用目的を確認して
活用しています。

は、地域密着型サービス事業者

現在、僕の活動する霧島市で

み重ねで、認知症の人が安心し

ねていきたいと思います。その積

コツコツと仲間と共に実践を重

まだ始まったばかりですが、

連合会で、「認知症になっても安

て身 近な地域を徘 徊できるよ

「徘徊」
と呼ばれなく
なる地域づくり

僕たちができること

カーで地域ケア会 議を必 ず 開
たが、
やはり見つかりません。
「キクエさん、
一体どこに行って
しまったのだろう。今、何をして

３か月が過ぎたある日、
警察

心して暮らし続けられる地域」
を

うになれば、それは『徘徊』とは

らっしゃるのだろう」
。気になら

から連絡がありました。
キクエ

目指し、さまざまな活動をして

呼ばれなくなるのでしょう。

ない日はありませんでした。

さんが見つかったのです。
キクエ

います。

─

りの場所を何度も探し回りまし

その後も、僕たちは仕事の合

こんなにご 自 宅から 近かっ

り込んで、
転んで動けなくなった

行方不明者

軽くて電池が長持ちし、広範囲

たが、
聞き入れてはもらえません

距離表示

絡をしました。
役場の職員がご家

方向表示

電波

たのになぜ見つからなかったの

ただくために」と始まったのです。

いなくなった
キクエさん
捜索体制の規模は小さくなりま

救助者

のでは、
とのことでした。

子機

10

さんは、自宅から３００ｍほどの
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親機

遭難者の方向と距離を表示

でした。

発信機までの距離と方向を表示。携帯する人間を探すことができる

族や警察、消防団にも連絡をと
広範囲な飛距離で捜索時間の短縮を実現した
＂位置情報発信機＂

