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My Journeyは、「私の（人生の）旅」と題して日本介護事業連合会の関わりのある

著名な方々にインタビューをして、その経験を文字データ、動画データとしてより多く

の人に提供できるようにしたものです。文字データとしては本冊子、動画データとして

はサイト上で閲覧できるようにしております。

実は、このようなことを実施することとなったきっかけがありました。本会は政界、

官界、実業界など日本で枢要な地位を占める方々とのお付き合いが数多くあります。そ

こでは大変興味深い話を伺える機会も多く、会員の皆様にその一部分でもお伝えするこ

とができないものか、ということがあったからです。

それに本会の目的としてもそのような各界を代表するような方々と全国の多岐にわた

る会員の皆様を結び付ける役割も負っている、ということもありました。

人は「目」から「耳」から「経験」からと三つの方法によってしか学ぶことはできな

いと言われています。日本介護事業連合会は、その目から、耳から学び、仮想体験し、

情報収集できる内容を提供することも事業領域の一つと考えております。

この冊子や動画をきっかけとして、本会とのご縁が拡がることを祈念しております。

一般社団法人 日本介護事業連合会

事務局長 堀田 慎一

「My Journey」動画版

MyJourney YouTubeで公開中

日本介護事業連合会 YOUTUBE
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【経歴】
1935年広島県生まれ。1961年慶応義塾大学医学部卒業。外科学教室に入局後、1970年ドイツの

フェルディナント・ザウアーブルッフ記念病院で血管外科医として勤務。1972年東京都済生会中央病
院勤務。30年にわたって頚動脈内膜剥離術など血管外科の発展に寄与する一方、慶應義塾大学医学部
兼任講師として血管外傷を講義。東京都済生会中央病院副院長を経て、2005年12月より現職を務める。
執筆やメディアを通して「老衰という自然の摂理に医療行為がどこまで必要か」を問い続け大きな反
響を呼ぶ。また芦花ホームのスタッフや入所者家族とともに実践してきたことをもとに、「看取りの
心得」の提案も行っている。診療のかたわらこの8年間に公演を800回以上行う。
著書に『「平穏死」のすすめ 口から食べられなくなったらどうしますか？』（講談社）、『看護

の時代 看護が変わる 医療が変わる』（共著・日本看護協会出版会）、『「平穏死」という選択』
『こうして死ねたら悔いはない』（ともに幻冬舎ルネッサンス）など著書が多数ある。
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石飛幸三（いしとびこうぞう）

特別養護老人ホーム・芦花ホーム常勤医
一般社団法人日本介護事業連合会理事
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「穏やかな死のために」は
こちらのQRコードより
参照・購入ができます。
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愛知 どうも先生、今日はお忙しいところあ
りがとうございます。
石飛 こちらこそありがとうございます。
愛知 日介連の事業の一つで始めたばかりな
んですけど、小冊子を作って、それに理事の
先生方に次々登場いただこうということなん
ですけど、介護っていうことだけじゃなくて、
もっと広く人生そのものみたいなもので、皆
様方に学んでいただくところもあるんじゃな
いかと、こんな発想で事務局が考えた企画な
んですけど。今日は石飛先生のお話を聞かせ
ていただきたいと。また石飛先生に思う存分、
思いの丈を語っていただければと、こんなふ
うに思いますので、どうぞよろしくお願い申
し上げます。
石飛 こちらこそ、光栄でございます。

1.石飛先生のこれまでのご経歴についてお聞
かせください。

愛知 石飛先生を私は昔から存じ上げてるん
じゃなくて、この日介連がご縁で、最近です
から、ここ3年ぐらいでしょうか。その間に
私はものすごく大きな影響を石飛先生から受
けまして、目が開かれるような思いを何回も
いたしました。
石飛 いえいえ。
愛知 私の人生、終わりが近づいてますけど、
こんな幸いなことはなかったと、つくづく
思っておりますが、ぜひ1人でも多くの方に、
石飛先生っていう方を知っていただく。先生
の主張されることを知っていただくというこ
とが、ものすごく意味があるんじゃないかな
と、こんなふうに思っております。

愛知 早速ですが、先生のご経歴を伺いたい
と思うんですが、もともとは外科の先生。血
管外科っていうんですか？
石飛 もとは消化器外科としてスタートしま
したけど、抗生物質ができて、結核もストレ
プトマイシンができて、20代ぐらいで結核で
夭折(ようせつ)されるような方がいなくなっ
てきて、感染症が減ってきて、しかし結局、
がんは増える一方でございました。
ありゃ体に取りついたゾンビだって。結局、
体から切り離さなきゃ、治す方法はそれしか
ないという、私が外科の医者になった頃、今
から約半世紀以上前でございますが、その頃
の考え方がまさにゾンビ扱いでございますね。
体に取りついたゾンビ。とにかく体から離す。
これは外科手術だって。じゃあ、それならば
外科の医者になれば、少しでもお役に立てる
かなあということで、外科の医者になったわ
けでございますが、当時の基本的な考えがそ
うですから、一粒でもがん細胞を取り残すと、
残ったのがはびこって、母屋を食い荒らすと。
怪しいところは全部取らなきゃならない。そ
うなると、とにかく周囲の臓器も含めて、拡
大根治術。結局は血管があちこちで寸断され
まして、患者さんにあとをちゃんと生きても
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らうためには、体のいろいろ寸断された血管
をつないどかなきゃいけない。結局、血管外
科を始めなければ、前へいけなくなりまして、
それでドイツに行きました。当時、血管外科
も始まっておりまして、血管外科医として、
当時の西ドイツで働かせてもらいました。そ
れで、（日本に）帰ってみると、日本はがん
が減るどころか、がんがますます増えていて、
同時にメタボの時代にもなっていまして、動
脈硬化も増えていました。結局、血管外科医
としての仕事が増えてきたと。そんな状況で
ございました。
愛知 今おっしゃいました、がんは取っちゃ
わなきゃなんないと。というのは、今でもそ
うなんじゃないですか。
石飛 実はこういう経緯がございました。慶
應の研究室で、われわれはだんだん外科の医
者として、何というか「俺たちは治してん
だ。」なんて、偉そうにしてましてですね。
そうしましたら、研究室の先輩から、5年先
輩だった山田先生っていうのが、おまえたち
は調子に乗って、手術だ手術だなんてやって
るけど、本当はがんはゾンビじゃないんだっ
て。
結局、人間が生きていて、だんだん人生も

終わりになってくると、免疫力が落ちるんだ
と。若いうちは、体の細胞は次々と細胞分裂
して、その中には異常な細胞が次々できてん
だけど、体は元気だから、免疫力があるから、
T細胞でそういう変な細胞は皆、処理してる
んだって。ところが、老いてくると、それが
処理できなくなる。すると、別な株が結局
育ってくいんだって。それががんなんだって。
がんは言うなれば個体の別株であって、全く

そんな異常、ゾンビじゃないんだと。老化の
一つの表れだという、そういう考え方を教え
てくれましたね。それは今でも忘れられない、
最初のパンチでございました。一発食らわさ
れたが、これは、医療の本質を考えなきゃい
けないなと思いだしたきっかけでございまし
た。

2.直接的に医療に関わる話だけではなく、当
時の病院内で抱えていた問題などをお聞かせ
ください。

愛知 そうですか。そういうご経歴で、病院
の幹部になられて、全く別なご苦労もされた
時期があったようですけど。世の中のいろん
なご苦労をされて。直接医療の話じゃなくて
も、病院の問題なんかで大変な苦労をしたと
いうお話を伺いますけど、それがこんにち、
非常にある意味で言うと生きているというか、
今のような人生を歩むことになった大きな
きっかけの一つなんだというお話もされてお
られますが、ちょっとその辺のところを聞か
せていただけますか。
石飛 単純に言いますと、我々人間が集まっ
て一つの組織を作って、それを運営していく
わけですけど、よく言われます組織のガバナ
ンス。今も報道で日産などそういうのが出て
いますが。
愛知 そうですね。
石飛 私が元々いた済生会というのは、天皇
陛下の明治天皇の命令で、貧民救済。そうい
う使命を帯びてできた組織でございました。
ただ戦争に負けました。そして資金がほとん
ど無くなってしまった。職員が帰ってまいり
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ました。戦後、働くうえで、職員に給料を払
わなきゃならない。ところが親のすねをかじ
ろうと思っても、すねがもう無くなっていま
して、で、息子達（当時の職員）いろいろ暴
れまして、日本でも一番急先鋒の労働組合に
なったんでございますね。全国済生会労働組
合っていうのが、全済労っていうのが、一番
の急先鋒でございました。
愛知 メンバーはお医者さんですか？
石飛 いえ、もうそれはあらゆる職種の者が。
その一部、相当急先鋒で旗を振っていた医者
も一部おりました。
そして私はドイツから帰って、そんなこと

は全くわからないものですから、慶應に近い
ところで、もう慶應の宮仕えもちょっとその
前から少しどうかなあというところもありま
して・・・。じゃあ、慶應に、図書館に近い
とこっていうことで、済生会へ就職しました。
それが何とそういうところで、代々木系の旗
が屋上に翻るようになりまして「院長。今週
も全身麻酔の手術がありませんでしたね」っ
て。「あんまり稼ぎのない状態になると、わ
れわれの給料はどうなるんですかね。」なん
て言ってたら、案の定、銀行がもう金を貸さ
ないって。済生会中央病院、あの歴史のある
病院は、ついに身売りかっていうことになり
ました。それこそ朝日、読売、毎日、三大新
聞、でかでかと出ました。そのうち代々木系
の幹部のその労働組合の中枢が、革マル派に
取って代わられましてですね。そら、こうい
う日本でも有名な病院の一つや二つがつぶれ
なきゃ、日本の政治は変わらないなんてね。
わからないわけじゃないけど、俺たちは医者
だって。もう一生懸命、良い医療をやってこ

そ意味があるっていうことで、慶應からそう
いう意味では、血の気の多いのが済生会にお
りましたから、図書館の図書室の奥のほうで、
医療を守る労働組合っていうのもあっていい
んじゃないか。で、相談を始めて、結局2年
半かかって、いろんな職種の人に、我々は良
い医療をやる王道をいこうじゃないかと。皆
さん、だんだん納得してくれて、それでとう
とう4分の3、みんなが賛成してくれたってい
うところで、旗揚げやりました。
愛知 4分の3っていうのは？
石飛 職員の4分の3ですね。職員の数を全部
数えてましたから、中枢は。
愛知 前の労働組合、過激なことをやってた
ところから、抜き出したんだ。
石飛 そう。みんながみんな、我々は良い医
療をやってこそ、本来そのためにわれわれ医
療人になったんだっていうことで、これは正
論でございますね。六本木のほうで毎晩飲ん
で、借金だらけになりましたけど。
愛知・石飛 （笑）
石飛 そして旗揚げしたっていうところで、
実は朝日の当時、顧問だった衣奈さんという
方がいらして、その人の大動脈の詰まったの
を治しまして、そうしましたら衣奈さんが、
まあ、鎌倉に住んでらっしゃいましたけど、
いやあ、足が鎌倉の山へ登ったという名文を
書いてくれまして、要するにもう歩けなかっ
たのが、自分の足が自然に登ったぐらいに思
われたんでしょうね。それでこっちもずうず
うしいですから、患者さんにとにかく衣奈さ
ん、あなた有名だから、旗揚げの記念講演を
してくれませんかって電話したんです。ずう
ずうしいですね（笑）。
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愛知 いやいや、勇気ですよ、ある意味で言
うと。
石飛 そうしましたら衣奈さんが、いやあ、
俺よりいいやつがいるって。岡本太郎だって。
当時、太陽の塔とか、
愛知 万博でしたっけ。
石飛 万博のときの。でもみんなの評判はあ
まりよくなかったんですよ。あれはでかいば
かりで、あれでも芸術かい、なんて（笑）。
ただ済生会のすぐ近くの広尾でしたから、ご
自宅が。で、衣奈さんに一筆書いてもらって
行きました。で、行きましたら、暗い部屋か
ら酒臭いのが出てきて、「何？俺にやれ？
しょうがないな、衣奈さんから言われたら、
しょうがないな。」って、それで講演を始め
られたら、しょっぱなに、「大体な、病院な
んて名前やめろって。病の院なんて、あらあ、
牢屋の名前だ。」って。
愛知 なるほど。
石飛 そうじゃないんだって。人生途上で病
というピンチに立たされた人が、広場で落ち
合った者たちが、それが少しでも先にいける
ように支えてあげる、あれはホスピスなん
だって。いやあ、われわれ当時30代でござい
ました。岡本さんは70歳を超されてて、頭を
叩かれたような気がしましたね。
ああ、そうか。医療というのは、そういう

役割なんだっていうことを、本当に今から考
えるとありがたいですね。で、岡本さんが
おっしゃったのが、「みんなは俺のことを天
才だ。きちがいだって言うけど、俺は天才で
も、きちがいでもどっちでもないんだ。」っ
て。「ただただ努力しただけなんだ。」1回
しかない人生で、こうしたいと思うことをし

ないことを恐れたとおっしゃいましたですね。
それは大きかったです。だからその後も我々
の医療の意味といいますか、役割を常に考え
ながら、やってきたような気がします。その
火をつけていただけたような気がしますね。
愛知 そうですか。すばらしいお話ですね。
石飛 いえいえ、そこへ例のちょうどバブル
の時代で、みんな医療人、一生懸命やって、
右肩上がりの時代でございましたから、医療
費が稼げ、収入も入りました。もう済生会、
身売りしなくてもいい状態だ。そうしたらた
またまバブルの時代で、いや、そんなみんな
が苦労しなくても、もっと儲かるといって、
仕手株に中枢のほうが手を出して、そしてバ
ブルが弾けて、えらい損失を出して、それが
内部告発で告発されて、表に出て、我々は王
道を行って稼いだんだから、もう一回襟を正
して、ちゃんと良い医療やりゃあいいんだっ
て。で、私は院長に言われて、調査委員長を
やって、もともと医療を守る労働組合が立ち
上がったときに、最初の労働組合の委員長が
私でございましたから、そんな因縁もあって、
ある程度の発言権ありましたから。もう一遍
ちゃんとしたことやりゃいいんだって。そう
しましたら、当時の理事会が、いやあ、天皇
陛下の明治天皇の貸金でできた名誉ある済生

7



Kouzou Ishitobi

国際福祉医療経営者支援協会8

会で、そんな不細工なことがあったことは、
表に出てはいけないって。調査委員長、クビ
だって。それはもう黙ってられませんで、身
分保全の裁判。3カ月もありゃ、こんなばか
な話はもう蹴りがつくと思いましたら、10年
かかりました。
愛知 10年も。
石飛 でも私は脳梗塞の予防治療では、そう
いう意味ではそれなりに評価されてましたか
ら、誰も妨害っていうか、辞めさせるわけに
いかないんですね。それは手術でいろいろ妨
害っていうか、嫌がらせはありましたけど。
で、何とか耐えてやってて、結局、裁判は何
かわけのわかんないことで、、、。一審は勝
つんですよ、必ず。7人、私と外科の同僚が
一緒に戦ってくれまして。みんな一審は勝つ
んですけど、二審はわけのわかんない、裁判
官が変わったり、変な理由で負けて、最高裁
は個人の問題だなんて。いや、こんなの個人
の問題じゃないはずだぜ。って思うんですけ
ど、結局ダメでした。それで結局はそんなこ
とは無い事にされてしまって、つらい思いも
しましたけど。しかし、ああいう道があった
から、真剣に医療の意味をずっと考えてる。
ただ私ももう70（当時）になりましたし、

医療の先がどうなっているかも知りたいと思
いまして、それでちょうどそこへ世田谷区が
やってる特別養護老人ホーム、芦花ホームの
常勤の先生が病気で倒れて、誰もいかないと
いいますので、これは医療の先、結局は治っ
た人も、治らなかった人も、いずれ年取って、
老いて、衰えていく。そういう深いふちのと
ころで、いったいどういうことが起きてるの
か、それを見てみたいと思いまして。

ましてや常勤の医者となると、これは楽屋裏
から全部見えるに違いないと思って、行って
みて、結局、そこでやはり組織というのが、
本来こうあるべきだと、役割があるはずなの
が、全くただただ命を延ばさなきゃいけない
と。結局ガバナンスを失っておりまして、
どっちも、前のところもガバナンスの問題で
したし、今度行ったところも、その組織の使
命がきちっとできてるかっていうと、そう
じゃなかったわけでございまして、結局そこ
へどうしても黙っていられなくなってしまい
ました。
愛知・石飛 （笑）
愛知 そうですか。でも先生、普段お話を
伺ってますと、非常に穏やかな先生がもうい
ざとなると大変な闘士におなりになるんです
ね（笑）。
石飛 いやいや。あれですかね。広島の血が
あるんですかね（笑）。
そら確かに変なことが時々ありました。あ

んまり駅の端っこへ立たないようにしようと
かですね（笑）。
愛知 それはそれは（笑）。
そういう何か危険をお感じになったこともあ
るんですか。
石飛 立川駅へ11時半、立川駅のどこそれの
場所へ来いって。そう言われまして、行って。
「天皇家の縁のあるところで、そこに直訴す
ることをするようなやつは、打ち首だ。」っ
て。それで大人しくすりゃいいんですけどね
（笑）。
愛知・石飛 （笑）
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3.介護の現場に実際に触れてみてから見えた
景色

愛知 先生の今までの人生の大きなポイント
になるところをお話しいただきましたけれど
も、それで芦花ホームにいかれて、それでそ
の介護という問題にお触れになったのは、そ
れが最初なんですか。
石飛 そうでございますね。
愛知 これは医療と違いますよね随分。
石飛 そうでございます。もう老いて、衰え
て、最終章の方でございますね。結局、がん
でも死なない、メタボでも死なないと、結局
はぼけてくるわけでございますよ、みんな。
それこそ神様が、いやあ、もう少しこの世で
苦労してこいなんて言われてるのかどうか知
りませんけど。そういう人。夢の中でござい
ますから、それを果たして治せるのか、治す
意味があるのかと。しかしどういう生活をさ
れてるか、見てみたいと思っていってみまし
た。
結局一番のショックだったのは、本当にそ

の人のためになる組織であるはずなのが
「しっかり食べていつまでも生きなきゃいけ
ない。無理やり1500キロカロリー食べなきゃ
いけない。」ノルマを課して、そして誤嚥さ
せて、誤嚥苦しいですから、放っとくわけに
いかない。ここは救急車だ。タダだって。
送っとけば、自分たち今晩面倒見る必要がな
いと。第一、特養っていうのは、医療をやる
場所じゃない。医療は別な場所だ。もうそう
いうふうに介護保険上も分けてありますから、
どんどん病院へ送っちゃうわけでございます。
病院は突然運ばれてくる人を、これ結局そ

の人の人生なんて見てませんから、もう肺炎
で苦しむ人をとにかくこれは病気しか診ませ
んから。90で認知症であろうと、治しちゃい
けないっていうことは無いので、毎週（病院
に）入れて、肺炎は治してくれるかもしれな
いけど、その人が若くは戻らないわけで、結
局は食べられない。食べられなきゃ死んでし
まう。何かしなきゃいけない。いい方法があ
る。内視鏡で胃の中を照らして、胃ろうの
キットをはめ込めば、へその上に直接胃に達
する井戸ができる。これは便利な方法だ。こ
れで胃の中に直接、宇宙食のような栄養剤を
入れとけば、もう喉を通らないんだから、誤
嚥するはずがないって。全国で、食べる力も
なく、食べたくもなくなって、最終章を迎え
てる方が、ただただ生きろという形で、結局
生かされてるわけでございますね。
そういう状態に対して、入所者のご家族の

方で、18年間、アルツハイマーの奥さんを在
宅で介護されたご主人が、これがなかなかや
はり一つの大きなヒントを、我々に与えてく
れました。「女房は生きてるんじゃないん
だって。ただ生かされてるだけだって。」そ
んな胃ろうをつけて、ただ生かせるなんて、
そりゃ本人のためになるはずの組織が、意味
の無い事をやってることになるわけです。こ
れは大きい、大きなヒントでございました。

9
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石飛 もう1人の家族は、三宅島に住んでい
た方でした。20年に一度は火を吹く山のあの
島に、人間は永々として生きていた。4500万
年前の地層からも土器が出るんでございます
から、あんな火の吹く山の島に人間はずっと
生き続けてる。そこには大変な文化が残って
おりまして「人間食べなくなったら、おしま
いなんだ。」って。「食べなくなったら、も
う仏間に寝かせておいて、野良（仕事）から
帰ってみれば、みんな静かに息が止まって
る。」と。ただそれだとあまりに不憫だから、
水だけはそばに置いといてやる。まだ生きる
力があるんなら、水だけ自分で手を伸ばして、
それだけでも1カ月は生きられるんだ。そう
いった文化のある島から84歳のアルツハイ
マーのおばあさんが、三宅島の噴火のときに、
避難してこられてて、息子さんが、お母さん
がいよいよ食べなくなった、病院が胃ろうを
つけなきゃいけないって言ったときに「いや
あ、そんなことは三宅島では考えもしない。
とんでもない。やめてくれ。」って。それも
やはり我々は学ばせてもらいましたね。
私は済生会で脳梗塞の予防治療をやってま

したから、脳梗塞の人でダメな場合は、簡単
に鼻から管入れて、胃の中へ経鼻胃管をやっ
たり、中には胃ろうをつけて、ただ生きても
らうというようなことをやってたわけでござ
いますが、それに対して息子さんがお母さん
が鼻から管を入れられていらっしゃる姿をご
覧になって、我々の前で泣かれたのを見て、
初めて私たちも医療をして、ただただ部品修
理をやって、生きてるからいいじゃないかっ
て、偉そうにしてたことが本当、恥ずかしい
と気づかせていただきましたね。

愛知 なるほど。
石飛 人のためになってこその医療なのに、
「俺たちは偉いんだ。」「医者だ。」「治し
てんのに。」「医療を文句言うな。」なんて
いうようなことで、医療を押しつけてたわけ
でございますから、初めてその辺を気づかせ
ていただきました。
愛知 なるほど。でも同じ場面を見たり、遭
遇しても、遭遇した先生が石飛先生のような
方でなければ、そういう学びはそこから学ば
ないですよね。
石飛 いえいえ、そんな。
愛知 だから先生にそういう素地があったん
ですかね。
石飛 もしあるとすれば、私が生まれた辺り
は安芸門徒でございますから、出雲から広島
にかけてですね。真言宗でございますね。私
は一番末っ子で、親父が40のときの子どもで、
幼児の頃から、とにかく親父の膝の上で、親
父は朝からお経を唱えて、蓮如さんの「朝に
は紅顔ありて、夕べには白骨となれり」って
いう、お経を読むんでございます。それを
こっちは意味はわからなくても、その抑揚ま
で、一字一句全部読めるような、いつの間に
か、何かそういうものを教わったような気が
しましたですね。子どものときに一緒に釣り
に行って、やっと一匹釣れたら、もう殺生は
やめようなんつって、川に魚離すのを見て、
何かそういうことを身につけたような気がし
ます（笑）。
愛知 それは大きいですよね。そういう精神
を日本人は皆、共有するようになりたいです
ね。何かそういうことを忘れてしまったよう
な時期がありましたですよね。そういう中で、
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愛知 その平穏死というようなことをお考え
になるようになったんですか？
石飛 はい。で、結局は介護施設で、しかも
ただ栄養を人工的に入れて、生かしてる。そ
りゃあ、本人は生きてんじゃないんだって。
「ただ生かされてるんだ。」それは本当のケ
アじゃない。本人のために、本人の1回しか
ない人生、どうあるべきかっていう、そうい
う最終章の人の人生の広場でございますから、
そこにかかわるものも、その人の一生の最期
を本当に人間らしく、ゆっくり坂を下って
いっていただく。どうせ先は長くなくても、
残り少ない時間を人間らしく、幸せにそこで
生活していただくこと。それが最終目的だっ
た、それをする組織なんだ、それがガバナン
スだと。まさにそれは誰も反対のしようがな
い話でございますね。
愛知 そうですよね。
石飛 それを三宅島の息子さんも、18年在宅
で愛する奥さんを介護したご主人も、結局は
同じことを言ってるわけでございますよ。
それで、職員もそれまでは何かしっかり食

べて、いつまでも元気で、食べさせなきゃい
けない、1500キロカロリー食べさすのがノル
マだって、そんな文化がまだ続いてたんでご
ざいますね。それは結局は、組織の意味を、
使命を、踏みはずしてるわけでございます。
済生会がかつて本当に良い医療をやって人

生途上のピンチをどうみんなで支え合うかっ
ていうのは、それがそこの組織のガバナンス
だと。それはちゃんと守らなきゃいけないっ
て。それに疑いを持って特養に行ったら、特
養もまたガバナンスを失ってる人たちに正論
を言ってるご家族の人がいまして、結局私に

してみれば、波長が合ったわけです（笑）。
愛知 なるほど。そうですか。「平穏死」と
いう言葉、最近はだいぶ広がってまいりまし
たけど、これが先生が言いだされた。それは
何かきっかけがあったんですか。
石飛 それは、三宅島の話もそうですし、18
年在宅で介護して、本当に人間のケア、最終
章をケアするっていうのはどういうことかを
知ってるご主人。私も組織の意味を追いかけ
て、そこで一致したのが何かって言うと、結
局は人間は最期は食べなくなるんだと。食べ
なくなったら、自然の麻酔がかかってきて、
眠って眠って。そして最期は静かに逝きます。
それは三宅島の人も知ってた。18年介護し

たご主人もその先をわかってた。それから教
わって、私たちも見てて、いや、いずれ今は
食べてる人たちも、いずれはだんだん食えな
くなる。いつまでも食ってたら、いつまでも
生きてたら、そんなの化け物ですから。あり
得ない話で、結局は食べなくなる。もうその
ときになって、家族の人、それこそ100人の
入所者ですから、たくさんのご家族がいらっ
しゃいます。家族会で、100歳の人に賞状を
渡してお祭り騒ぎもいいけど、それを機会に
その日の午後3時から、みんなでちょっと考
える会をやろうって。
それはその18年介護してた人たちも、ぜひ

やろうということになりまして、私が黒板に
大きく、食べられなくなったら、どうします
かって、いずれそういうときがきますよとい
うことを表題に掲げて家族会をやったんでご
ざいます。その下地には、いずれは食べない
と、静かに眠って眠って、本当に夢の中で穏
やかに最期を迎えられますから、それは初め
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て私、芦花ホームに行って見たわけでござい
ます。病院ではそれは知らないわけですね。
何かやりますから。せめて点滴ぐらいしよう
よって。
愛知 そうですね。
石飛 かえって苦しめるわけでございます。
がんも手術で再発したら、今度はもっと頑張
れ頑張れって、放射線治療だ、抗がん剤だっ
て。いや、治ればいいです。そら、治る場合
もございます。そら、治る場合か、そうでな
いものは、本当に介護していればわかります
から、その人の人生に伴走してればわかりま
すから。それを杓子定規に、いや、とにかく
方法があるのにやらなきゃ、保護責任者遺棄
致死罪だなんて、そんなばかな話はないわけ
で、結局、家族会でそういうことを黒板に掲
げてやったのがスタートで、それをあとに
なって名前をつけたのが平穏死ということで。
愛知 今から何年ぐらい前ですか。
石飛 今から約8年になります。振り返って
みますと、とにかく生かさなきゃいけないっ
て、死んだら、死なんてそんな縁起でもない
ことを言うなとか、第二次太平洋戦争でたく
さんの同胞をなくして、大和魂は、特攻隊は
危険だなんて、そんな戦後になってて、みん
な死を排除するっつうか、だけど一方、だん
だん世の中が豊かになって、高齢者が増えて
て、ついに美濃部都知事が高齢者の医療はタ
ダにするって言ったら、みんなが拍手喝采し
たんでございますよね。死んではいけないっ
て、死なないようにしようって、そういう文
化でございまして、結局妙な迷い道にいつの
間にか突っ込んでいる事を自覚しないで、老
年医学会まで声明書の最後に、死んではいけ

ないっていうようなことを実際に書いてた時
代が、20年前にあるんでございます。
われわれ医者も、だいぶ前からそうでござ

いましたけど、死にそうなもう最期だと思っ
ても、何か儀式しなきゃいけないんですね。
もう息が止まってんのに、心臓に長い針を刺
して、そしてボスミン注射して、例え心臓だ
けぴくぴく動いたって、それで生き返るわけ
ないのが分かっていても、みんな延命治療を
やっていたんです。そして、日野原先生この
前、106歳目前にしてあんな立派な方がとう
とう「命の使い方」という事までおっしゃっ
た、大事に大事に、自分の体を使って、世の
ため人のためになった方が、その方がいよい
よ亡くなられる前におっしゃってた言葉が
残ってます。
日野原先生が京都大学を出て、最初に医者

になって、主治医になったのが聖路加病院。
あそこで16歳の女工さんが結核で死にそうに
なるわけでございます。主治医が若いころの
日野原先生だった。そしたらその16歳の女工
さんが、結核でもうお亡くなりになりそうな
時に、日野原先生に「先生、一つお願いがご
ざいます。もういよいよ、私も最期のように
思うので、お母さんに一言、私は感謝をして
るということを伝えていただけませんか。」
日野原先生は何を言うんだって。頑張れ頑張
れって。ところが少女は亡くなる。亡くなっ
た少女の心臓に、カテラン針でボスミンの注
射をした。そのことを日野原先生は、自分が
いよいよ人生が終わる頃になって書いてらっ
しゃいますが、「どうしてあのときに、あの
少女に、いやあ、わかった、必ず俺はお母さ
んに伝えてあげるからって、どうして言えな
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かったんだろう。」ということを書いてらっ
しゃいますね。日野原先生自身が、現代のみ
んなの心を代弁してますよね。
愛知 そうですね。
石飛 そういう時代になったわけでございま
すよ。みんなの、本当に医者も変わってまい
りました。もうあんな儀式みたいなのは、誰
もしやしません。でもまだ一部の医者は、迷
い道に入ってんのがいるんですよ。「死は不
吉だ。」って。家族の中にも「1人しかない
私のお母さんと旅行に行けたと。またお母さ
んと一緒に行きたい。」そら、気持ちはわか
りますよ。わかるけどできない。最終章は必
ずくるんでございます。それに本当はみんな
が、それぞれ自分の一生、せいぜい100年で
ございます。親から命をいただいて、子ども
に孫につないでいく、それぞれの個体は1回
しかない人生。それをどう舞って、そして最
期をどうしまうか。それをみんなはわかって
るはずなんですが、ちゃんとそこらが認識で
きてないと、どうしても、ただただ個人のエ
ゴが前へ立って、今、芦花ホームで私なんか
が一番苦労してんのは、そう言っちゃ何です
けど、お母さんと別れたくないって。それを
あんた、お母さんも死ぬんだよっていうこと
を言わなきゃならないわけでございますよ。
それは多くの人はわかりますけど、わからな
いエゴの、家族エゴってのは、これは、特に
日頃介護してない人にはわかりませんですね。
愛知 なるほどね。先生は最近でもいろんな
ところで講演をされてますよね。それから本
も出されました。講演はどれぐらいおやりに
なられているんですか？
石飛 大体年間100回ぐらいやってます。

愛知 年間100回。
石飛 はい。もうこれまでで800回は超えた
だろうと思いますが、もう途中まで数えてい
ましたが、もうわかりません。（笑）
愛知 どういう方々が対象なんですか。
石飛 最初は訪問看護師が対象でしたね。訪
問看護師の人が、自分たちが在宅で一生懸命、
最終章の方、家族の方を観てて、もう余計な
医療を押しつけないで、在宅でそれじゃあ、
最期を送りましょうっていうことで大体話が
まとまってるのに、若い先生が来て、若い先
生か、年寄りの先生か知りませんが（笑）
愛知・石飛（笑）
石飛 何でそのまま何もしないで、医療をし
ないで逝かせるのかって、すぐ病院へ送れっ
て。そういう時代が結構、私がちょうど8年
前始めた頃、在宅の看護師さんが一番矛盾に
感じてましたから、さっそく講演の依頼がき
ました。中にはもう泣きだす看護師さんがい
まして、どうして医者はそんなことを、勝手
なこと言うのかっていう。
愛知 お医者さんは、何ていうか、理性が働
く方々だと、基本的にしますと、最終的には
おわかりになるんじゃないかと。でもその家
族っていうのは、一番大変じゃないかなって
いう気がするんですがね。
石飛 結局は、先生、そうですね。医者は、
まあ中にも、どの世界にもそうですけど、
ちょっと変わった人がいますけど（笑）。
大体、特に最近は若い医者こそ、その辺がわ
かってきております。ところが家族は、これ
は家族と申しますか、家族となると、これは
医者にも家族はいますし、法律家も家族はい
ますし、政治家も家族はいますし、どんな職
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業の人も、みんな家族はいます。
愛知 そうですね。
石飛 ところがそれが家族という立場になる
と、がらっと変わりますよ、これ。人間です
ね。看護師さんだって、それこそ看護師さん
という立場では話がわかってんですよ。でも
本人の親がいよいよ最期が近いとなると、こ
れまたややこしいことを言いだすわけですよ。
このまま何もしなくていいのかって。そうい
うことの繰り返しでございますね、人間。と
ころが比叡山の千日回峰行を2回もやった酒
井さんなんていうのは、本当にこら人間のあ
れじゃないですけど、大変な苦労を、千日回
峰行をやった人は言ってますですね。「もう
情念なんて捨てろ。」って。そら、そういう
人だから言えるんですけどね。
愛知・石飛 （笑）
石飛 もう普通の人間はみんな情念の塊でご
ざいますから。
愛知 そうですよね。でもまあ、そこを何と
かして普通の一般の家庭っていうか、ごく普
通の一般の人たちに、そういうの（平穏死）
を浸透していくっていうのは、なかなか簡単
じゃないと思いますけど。
石飛 簡単じゃないですね。でも結局みんな
少しずつは、動いてきましたですね。
愛知 そうですか。どういうところで、それ
をお感じになります？
石飛 それはもう800回もやっておりますと、
最近のある程度、わかった人が聞きに来るこ
ともあるのかもしれませんが、そこでバイア
スがかかってるかもしれませんが、皆さん、
特に介護施設で看取りをしないなんていうこ
とは、もうそりゃあり得ないと。それは看取

りをやるのが、介護施設の本当の、本来の役
割だということを、普通に言いだしますね。
それから地域包括ケアということで、厚労

省なんかも盛んに言ってますし、地域ごとに
地方自治体がやはりそれを推進するような助
成をしておりますから、それこそジャーナリ
ズムも盛んにそういうことを流してますし、
これは良い事だと思います。特に若い先生、
医者が、率先してそういうことを、動きを始
める時代にもなってきたと思います。
愛知 なるほど。非常に遠回りのようだけど、
結局は教育の問題になるんじゃないでしょう
か。
石飛 全くそうだと思います。
愛知 小さいときから何らかの、言い方はい
ろいろ違えるの当然ですけど、やっぱりそう
いう、何かそういうようなことを、生かされ
てるっていうか、人生というか、そういうよ
うなものとかね。それを教えていくというよ
うな事についてはどうですか？
石飛 戦後の、戦争に負けて、そして食うか
食わないの、戦後のどさくさがあって、しか
し思わぬ朝鮮戦争、隣のけんかで金もうけを
して。で、こっちは豊かになって。何かあれ
がそもそも間違い道の始まりのような気がし
てしょうがありませんが、金がもうあるから、
老人医療はそりゃタダだなんて。
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愛知 そうですね。
石飛 そりゃ理念のない話でございますよ。
愛知 そうですね。できるわけないですから
ね。
石飛 そらもう、本人の人生のためになって
こそ、医療でございます。今度はこうなりま
すと、いくら金があっても、そんなことに無
駄遣いしたら、無駄な医療でございますから。
愛知 そうですね。先生のここ7、8年のご活
躍は、大変もう特筆すべきことで、その路線
をぜひまた進めていただきたいと。先生の話
となると、みんな聴く人はちゃんと聴きます
から、ほかの人がしゃべるのとわけが違いま
すのでね。それをぜひやっていただきたいと
思います。
愛知・石飛（笑）

4.日本介護事業連合会の役割について

愛知 私ども、この日介連の役割っての、い
ろいろあるかもしれませんけど、やっぱりそ
ういうような面での役割っていうのは、一般
の啓蒙といいましょうか。あるような気がす
るんですね。何か日介連に対して、こういう
ことしたらどうかとか、何かございましたら。
石飛 それこそ多くの企業の、最近は人間の、
生き方、働き方ということが一つの言葉に
なっておりますが、企業のこれも一つのガバ
ナンス。その中には、そこで働く人たちが生
きがいを持って働いてこそ、その人の一生に
なりますから、ああ、これでよかったと思っ
て、最期を迎えるためには、その人の企業と
してどういう使命、どういう役割をするのか
ということ。これは王道だと思います。

結局は自然の摂理の老いて、衰えての最終章、
必ずくる。どの職業の人もみんな同じに、そ
こにはフラットに問題がつながりますので、
みんなで人間として最期を、1回しかない人
生をどう送るか。結局は、その問題に尽きる
ような気がしますが。
愛知 そうですね。本当に今日は貴重なお話
をありがとうございました。先生のお話を会
員のみならず、なるべく広く伝わるように、
その一つの手段として、こういうようなもの
を考えたっていうことですけど、これに限ら
ず、先生のようなお考えをぜひ多くの方に
知ってもらいたいと。
石飛 ありがたいことでございます。
愛知 ぜひ一つ、お元気でご活躍をいただき
たいと、ご指導をまたいただきたいと思いま
す。今日は本当にありがとうございます。
石飛 ありがとうございました。
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石飛先生は本当に世の中に対して大事なことを啓蒙することができる稀に見る人だ、と私は
思います。「穏やかな死のために」という著書を出版されたばかりですが、これからの我が国
においてとても重要なこととなると思います。

先生は、お話の中でもあったように若い頃は血管外科医として医療界においても知られた存
在でした。どんどん手術をして多くの患者さんを助けてきたわけです。当時、先生は「俺たち
がしてるのだ」とうぬぼれていた、とおっしゃいます。

中国古代の医学書の記述に「上医医国、中医医民、下医医病」とあります。わかりやすく言
うと「上位の医師は国を医（診）、中位の医師は民を医（診）、下位の医師は病だけを（民や
人を診ることなく）医（診）する、ということになります。先生はそのような点でいうと若か
りし頃は、下位の医師で病気ばかりを見ていたが、今は人を診ることをも超越して、この国の
医療のあるべき姿について語ることのできる人になっているということかと思います。

働き盛りのときに、病院経営の点でも色々とご苦労をされたようですが、「我々は良い医療
をやってこそ、本来そのためにわれわれ医療人になったんだ」と語っておられたことは、イン
タビュー内で触れましたが、その価値観こそが、患者さんのため、引いては国民のため、とい
うことにつながったのではないかと思えるのです。

三宅島の噴火のときに、84歳のアルツハイマーのおばあさんが、避難してこられていた話が
ありました。息子さんが、お母さんがいよいよ食べなくなった、病院が胃ろうをつけなきゃい
けないって言ったときに「いやあ、そんなことは三宅島では考えもしない。とんでもない。や
めてくれ。」っておっしゃった内容です。先生は元々、脳梗塞の予防治療をやっていましたか
ら、脳梗塞の人でダメな場合は、簡単に鼻から管入れて、胃の中へ経鼻胃管をやったり、中に
は胃ろうをつけて、ただ生きてもらうというようなことをやっていたわけです。それに対して
息子さんがお母さんが鼻から管入れられていらっしゃる姿をご覧になって、我々の前で泣かれ
たのを見て、初めて私たちも医療をして、ただただ部品修理をやって、生きてるからいいじゃ
ないかって、偉そうにしてたことが本当、恥ずかしいと気づいた、とおっしゃっていました。
これこそが、医療の前に大事な謙虚さや人間力ではないかと感じます。実際、今このようなこ
とに対して気づいている人がたくさんいます。真正面から立ち向かい対応している若い医師を
はじめ医療業界、介護業界からの新たな胎動があることに私は大いに期待をしております。

私と同年代である石飛先生の話を通じて何らかのメッセージを受け取っていただけることを
切に願っております。

編集後記

一般社団法人日本介護事業連合会

会長
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