
一般市民 103

介護支援専門員 46

看護師 18

保健師 9

社会福祉士 9

介護施設管理者 7

介護福祉士 4

病院管理者 3

医師 2

その他介護関係者 12

その他医療関係者 4

合計 217

参加者数 217名

アンケート回収数

アンケート回収率

186枚

85.7%

平成30年10月31日（水）

第４連携市民セミナ－

「写真が語る、いのちのバトンリレー」
   (和歌山県勤労福祉会館プラザホープ）

  アンケート結果
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考える機会になった 178
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2.本日の講演会はいかがでした？

3.本日の講演会を通して最期の過ごし方や在宅での看取りについて考える機会になりましたか？
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　れました。

・在宅の様子などよく分かりました。ホームホスピスについてもっと知りたいです。

・あかの他人を看取り、その人が一番食べたいといった桃を食べさせて差し上げました。一日中朝～晩（夕方）

　まで側に居た。5日間行った日から全くナースコールを押さなかったそうです。（側に居ることの大切さ）

　今まで色んな講演会に山程参加したが一番心に響いた。

・久しぶりにみなさんのやさしい気持ちにふれて感じました。最後まで出来る事をやろうと思った。

・あまり家族に世話をかけたくない。でもそうなるかも・・・

・在宅看取り、誰もが希望すると思うが、病院、地域など協力体制、大変難しいと思う。

・生老病死。死に関して身近ではありませんが、今後の生き方を考えていく機会を頂きありがとうございました。

・人生について考えさせられる講演会となりました。今後自分にも起こりえる事例等を写真を通して考えさせら

　戦争の実状、不戦を深く願う。又次の時には、必ず参加したいです。

・これから先、多くの人々にお世話になる事かと・・・

・妻が先か？自分が先か？娘二人やはり家庭が有るから、前もって話し合っておくべきです。

・人間は死を待つ事ではなく、出来る事をやってみようと考えさせられました。でも、実際自信が持てません。

　親を思い出し自分を考えさせられた。

　また体験したいです。

・人のあたたかみ、感動しました。

・「さいごまで自分らしく」本のとおりに終わりたいと思った。

・最後まで自分の看取りを考えさせられた。

・大変な人達の事を知って、現在の自分の幸を強く感じ、その反面少しでも人の悲しみに添えたらと思った。

・私の在り方シートを書いてみます。

・みとりを通して命の大切さ、生きる力を感じ、これからの人生に深みを加えて命をまっとうできると思います。

・画面で観せて頂いた在宅看取り、こういう事も出来るのだなぁと思った。私は体が弱いため10年位前に義母を

　ホームで看て頂いたので、今でも後悔しています。

・まだまだ先の様に思っていたが、すぐ近くに迫っているみたいでした。残された人生、毎日楽しく、動く間に色々

・家で死を迎えたい。

一般市民 NO1

・今後このような機会があれば聞きたいです。

・もしもの時を考えて早い目に子供達に話すか、書き留めておこうと思います。

・写真は真実を語っていると思いました。私自身反省する点もありました。勉強させて頂きました。

・地域のつながり、家族との看取りの話や写真を見てとても感動しました。今後、両親の看取りや自分の過ごし方

　など、大事に考えていきたいと思いました。ありがとうございました。

・命の大切さ生まれてきたことに感謝。あたたかい最期を迎えられるように！！今日の講演の内容を家族で話し

　合うきっかけにできました。ありがとうございました。

・とても良かった。

・家族に看取ってもらいたい。家で最後を迎えたいと思っています。自分らしく楽しく過ごせるように努力したいと

　思っています。

　　　４．本日の講演会に参加して、あなた自身が新たに気付いたことや、今後こうして

　　　　　みようと思ったことなどについてご自由に記載してください。



・今後、医療・介護の連携をとりながら、あたたかい、いのちのバトンリレーに繋いでいって欲しいと思います。

一般市民　ＮＯ2

・最期の迎え方を考えておこうと思う。

・自分の最期を、どのようにするか家族にも伝えていますが、今日の講演を聞いて、より深く考えてみます。

・最後は自分の家で終わりたいが、娘たち二人共、離れて住んでいるため、なかなか自分の思う様にはいかない

　と思う。人の生き方にも随分考えさせてもらいました。近所づきあいが仲良しでほんとにうれしいし、心強いです。

・考える機会を頂きありがとうございました。

・在宅看取りについて考えさせられた。

・自分の事として考える。すぐそこにきていると思うが、ありがとうございました。

・これから考えていかねばと、人事ではなく真剣に具体的に考えていかねばと思いました。

・私も娘に迷惑かけないように死ぬということばかり思っていたけど間違っていますね。死ぬま希望を持つこと

　心から思いました。主人にも一緒に見てほしかったです。

・自宅で最後を迎えるのが理想ですがむずかしい事と思います。

・ボランティアに参加したく思います。市内のボランティアについてＰＲしてもらいたい。

・私自身、14年間義母の介護をいたしましたがほとんど一人でした。色んな介護の方法がある事を知りました。

・1日1日大切に生活したいと思った。

・周囲の人々を笑わせて死ねるそんな終焉を迎えたいものです。

　出来ればしたいけど年なので・・・

・ホームホスピスを知って、友人達と話をしていきたい。

・今後、人、家族にやさしくしたいと思います。

・親を家で看取りましたので、さて自分はと云うと色々迷います。孫を二人見て、親を見送ってこの5年程、

　自分の時間として自由に使っています。この今の時間がなるべく長く続く様に、いのるばかりです。

　ありませんでした。残念です。子は親を選べません。戸籍を外したい。

・私の在り方シートに今の気持ちを書いておきます。

・この講演会で紹介してくれたような事例はあまり聞いた事がありません。又このような機会があればもっと紹介

　していただきたいと思います。

・もう少し若い時に考えられればいいけど、この年では残念です。でも少しづつやられる人があればうれしい。

・命の尊さについて改めて考えさせてもらえる機会が頂け感謝です。人間一人では生きていけないということを

　常に心の中に忘れないようにしたいです。

・こんなに家族や皆様に支えられている事がうらやましいです。私の子供達は土地を離れ生活しているので、

　この様にはいかないと思います。

・家族の絆が大切だと思います。残念ながら我が家はいざこざがたえぬ両親の元で心が晴れる日は、ほとんど



　ありました。将来を見ているようでした。

・生命の尊さを学ぶ中で、自分の今出来る事とは・・・生かされていることに感謝致します。

・色んなことにチャレンジしてみたいと思いました。

・～看取りの現場に想う～体験談非常に勉強になりました。

・今の活動に活かせたら良いなぁと思いました。

・最期について、自分自身で考えることはもちろん、家族とも話す機会を持つことも大切だと思った。

・私自身いつも思っている事は、自宅で最後をと希望していますので、色々の方々にお世話になりご迷惑をかけ

　ますが理想の終わり方に感動しました。日々近隣の人々、友達とも仲良くしている事が大切と思いました。

・約10年前、母が亡くなりました。その前1ヵ月入院して普通の体になり退院して3週間後、息をひきとりました。

　亡くなる時は自宅で私（娘）や私の娘に看取られ、私がほっぺたをつつくと手で払いのけて、何秒かたった後

　娘が「お母さんもう息してないでぇ」と、ほんとうに眠るようにお別れをしました。家で子供、孫、ひ孫に

　囲まれ看取り、母も幸せでした。今日のビデオに目と耳をそむけたくなるようでした。涙が出て下を向いてた時も

・世代を超えた命のつながりが写真から伝わってきて、あったたかいいのちのバトンリレーにとても感動しました。

　義両親は近くにいて、いつも子供を預かってもらっていますが私自身の両親は遠方で年に数回しか会えません。

　生まれてきてからの子供の写真をデーターで置いたままにしていますが、両親と子供の写真、親戚と子供の

　写真をアルバムにしてずっと愛情をかけてもらっていることを子供達に伝えていきたいなと思いました。

　介護機関等とうまくやっていくには双方の理解と協力が必要であると再確認しました。

　とてもいい講演を企画して下さりありがとうございました。

・リアルな看取りの状況を知ることができて良かったです。看取りで患者とその家族について、医療機関や

その他

・命の大切さ知りました。長生きしょう。100歳まで生きる。

・ホームホスピスが気になった。

・家族の協力があって最期の過ごし方があるので、自分ひとりでは出来ないと思います。とても難しいですねぇ。



　気付きました。

・介護の仕事をしていて命のつながりを感じていました。在宅医療に心からの力を入れてくれる医師がまだまだ

　少なく思います。私達介護職もまだまだ勉強していかなければなりません。

　3年前まで在宅介護をしていました。その時國森先生の『みとりびと』の写真本と出会わせてくれた岡地Ｄｒに

　瞬間を思い出し改めて大切な経験をさせてもらったと思いました。看取りをする人の顔や表情がとてもキラキラ

　していて、赤ちゃんがうまれる瞬間ににていることを感じました。

　人は命と向き合う時、生であれ死であれ、相手も自分も輝くことを感じました。ありがとうございました。

・自分の命は自分だけではなくて家族みんなのもの

・家族と過ごしたいと願う気持ちを施設でどのようにしていく事が一番か、施設でも在宅での看取りのように最期を

　迎えてもらえる様に寄り添うよう考えていきます。

・やっぱり最期は自宅でという思いを強くしました。

・これまでにない新しい講演を聞かせて頂いた様に思います。自身の命と向き合う活動に大いに照らし合わせ

　考え見つめ直す素晴らしい機会となりました。

・在宅でのみとりについてもっと学んでみたいと思いました。

介護関係者ＮＯ1

・最期の時の過ごし方について、もっと希望を聞けるような寄り添いが出来ればと思いました。

　地域での取り組むの大切さ

・色々と考えさせられました。ありがとうございました。

・他者の死を前にして自分の生き方を考えるとても大切なことと感じました。ありがとうございました。

・いのちのつながりを感じることのできる素敵な講演でした。自分に何ができるかわかりませんが、その時々に

　できる精一杯のことをしていきたいと思いました。

・どうしても病気しているし・・・治らないし・・・と聞くと、本人の思いや希望に目を向けるのが、おろそかといおうか

　気付きにくくなることを新たに思いました。自分らしく、人生を終えたい思いは元気な時も同じなんだと

・今何をすべきかを考えさせられた。

・あたたかい死について考えてみたいと思います。

　感謝致します。

・今生きている人を大事にしたいと思いました。

・自分の最期、いつか来る必ずきっとくる最期の仕舞い方を考えて生きたいと思うし、又誰かの、その人らしい

　仕舞い方を支えたいと思う。支える人に支えが必要。支える人の支えになりたい。そうやって自分の最期に

・本人の意志にどこまで対応できるであろうか?　認知症の方は自宅は生まれ育った所になっており、現在の

　家ではない為、どのような対応がいいのか色々と考えることになった。

・グループホームで介護の仕事に関わっています。ターミナルケアもさせて頂いています。最後は家族との大切な

　時間にと思っています。あたたかく最後を迎えられるよう支援させて頂きます。

・介護の現場で働いています。私にとって、このセミナーは私の施設での利用者様との看取りをもっと深く考えて

　いきたいと思う機会となりました。

・自分の地域での顔の見える関係作りが出来ればいいと思いました。

・自宅での看取りは昔、訪問看護で一度経験したことがあり、病院の死ばかりしか知らなかった私は衝撃を受け

　ました。こんな死に方があるんだ、こんな死に方をしたいと思うきっかけでした。この先、担当した方が自宅での

　看取りを望まれれば、その手助けが少しでもできるよう、関わっていければと改めて感じました。

・祖母を自宅で看取ったときのことを思い出しました。息が止まり何度もふきかえし声をかけ、最後に息が止まった

　思いだせるといいな。



　られました。

・在宅のケアマネジャーの仕事をしています。本日の講演会に参加し、たくさんの写真を見せて頂いて國森先生

　のお話を聞いてやはり在宅での看取りはあたたかみがあって良いと思いました。今後もこの仕事を続けて

　いきたいと強く感じました。

・写真で伝える・・・すばらしかったです。本人の望む暮らしや終末期のお手伝いが少しでも出来ればと思います。

・たいへん重い内容で、心がとてもゆれました。

・人と人のつながりが、いかに大切であるかよく分かりました。私の父も、主人の父も病院で亡くなりましたが、

介護関係者ＮＯ2

　もっとこうした方がよかったのではないかと思い出してしまいました。

・ひとりでも多くの人があたたかい死を迎えられる様に、私も仕事をしていきたいと思います。

・毎日当たり前に生活しているけど毎日大切に生きようと思いました。

・最後まであきらめず、自分自身、家族の生きたい様に、その人の人生の最後の在り方、生き方を考えさせ

・看取りの現場に遭遇する機会も多い仕事がら、更に命の大切さを学ばせて頂きました。

・人とのつながりを今まで以上に大事にし、少しでも笑顔の多い介護に役立てていきたいです。

・訪問看護師として働いています。ご本人はもちろんですが、残されたご家族のためにも、その人らしい看取りを

　考えていかなくてはいけないと思いました。

・命についてあらためて考える時間をいただけました。

・聞いていて辛い話ばっかりで落ち込みました。

・介護の現場で日々出来ないことが増える利用者様と向き合いネガティブになっていましたが出来る事を探して

　取り組みたいと思うようになりました。

・貴重な写真を見せて頂きありがとうございました。命の尊さについてあらためて考えさせれました。

・“あたたかい死”　“やさしい死”が見守れるような地域作りに少しでも手伝いができればいいと思った。

・延命処置を選択した人しなかった人も一生懸命、生き抜いた姿を映像で見せて頂き、生きている感謝と感動を

　与えてくれました。世界中の人々が温かい命のバトンリレーが出来るようこれからも伝えていって下さい。

・死そのものについての考えを表面に出して話する事が大事だと感じた。当たり前の事を当たり前に出来るように

　なりたい。

・素敵な看取りでした。ありがとうございました。看取りができるよう地域資源の充実を期待します。

・包括の皆様おつかれ様でした。ただの講演会ではなく、写真で伝えるということはストレートに伝わり感動

　しました。私の命も、あらためて、命はバトンであることを確信いたしました。國森先生、包括の皆様

・感動しかありません。ありがとうございました。

・ケアマネージャーとして在宅での看取りを行う機会もあります。その経験からも、もっと在宅で看取りができる

　地域作りに取り組みたいと思います。

　お疲れ様でした。



医療関係者

・自分にできる事は何かを考え、一歩踏み出したい。

・日頃から「いのち」について家族や友人と話をしたいとあらためて思いました。また専門職としての自分の姿勢や

　今後の在り方を見直したいです。

・「いのち」の尊さ、「いのち」とは人生観、死生観を考えるきっかけとなりました。「あたたかい命」「つめたい命」

　色んなことを感じる事ができました。

・冷たい死の出合いから、あたたかい死を求め、多くの現場の写真であたたかい死のいのちのバトンリレー

・今、自身をとりまく環境のなかで、「看取り」を考える機会に直面しているため、大変、考え方の参考になりました。

　本人、家族の思いに沿った気持ちの持ち方、気付き方を学べました。

　それを可能とする家族や地域の人々、関係者、ボランティア等、多くの人のつながりに感動しました。

　ありがとうございました。人々の心のつながりがある地域づくりに少しでも尽力できればと思います。

・ボランティアをしてみたいと思いました。みんなが笑顔になれるような・・・

・訪問看護を長く（20年程）していますので自宅での看取りはたくさんの方々をお見送りさせて頂きましたが本日

　本当に心に残りました。今までも心に残ることは、家族と共に準備し着物を着せたり、化粧もその人にぴったりな

　姿に・・・家人も笑顔で送ることができたことです。これからも、心よりの送りをしていきたいと思います。

・人とのつながりをより大切にしようと思いました。今ある交流関係も大事に一歩一歩人生を歩んでいこうと

・生命の誕生は奇跡であり、命は大切なものであると改めて認識し、人とのあたたかな繋がりが心を育み生きて

　いく力になることが写真を通して分かり心に積もりました。この講演で生きていくこと、仕事においても、

・最近ちょとした事に憤怒してしまう自分がいて、その感情を持ったまま数日間を過ごすこともあります。今日の

　ご講演を拝聴して、これからはもっと前向きに毎日を無駄なく過ごしたいと思います。又85才の母と同居して

　思いました。

　大切なものを頂きました。

　おりますが出来れば母の最期は自宅でと強く思います。

・命の大切さ、看護・介護の大切さ感動致しました。元気をもらいました。

・写真は訴えると感じました。

・病気になったり、年齢を重ねていくと出来る事よりも出来ない事が増えてくる。自分の思いを貫くことで命が短く

　なるかもしれないけれど、本人にとってそれが幸せならば、その思いを尊重して、協力することも必要。

・どういう最後を向えようかと考えながら、精一杯生きようと思いました。

・わたしの在り方シートに、今の自分を書いてみようと思いました。



5.今後の「市民セミナー」開催について、望むことなどご記載下さい

・ホームホスピスの現状と今後の見通しを知りたい。

【一般市民】

【その他】

【介護関係者】

　【医療関係者】

・終活等について

・始まりを早く、遅くても13時30分からの開始にしてせめて15時30分には終わるように

・今後もこういう機会を与えて頂いたらうれしい。初めて参加してよかったです。ありがとうございました。

・機会があれば参加さして頂きます。

・どのようなものであれ、いける事が可能ならば参加したいと思います。

・セミナーに参加して自分を大きくしたいと思いました。

・認知症やフレイル対策についての講義（対策やなってしまった後）

・これからも出来るだけ学んでいきたいと思います。

・小学校や中学校等に今後地域を担う人達に在宅介護、医療の大切さ、大事さを根付かせて頂きたい。

・次代と良く向き合う機会となる開催内容を期待します。本日のセミナー、大変学び多き内容でした。

・市民セミナーに何度か参加しましたがこんなに市民の方が参加しているものは初めてだったのでびっくりしました

・本日のような看取りのセミナーとても関心や今後自分の家族、自分自身について考えることができとても

　よかった。

・現在の在宅介護の実態（和歌山）

・看取りの方法について

・認知症の方が最後まで自宅で暮せるようなテーマで開催してほしい。

・今回のようなわかりやすく、市民レベルで、専門レベルでないもの

・在宅医療について（和歌山市での）

・独居高齢者の孤立化の問題

・介護予防について、終活について

・とてもいい講演を企画して下さりありがとうございました。

・看取り、介護等うまくいかなかったケースを紹介してください。

・いつもありきたりな講演でなく、写真でという所にひかれ、きてみて、本当にいい時間でした。

　被災地のことや災害時の医療等の話も聞きたいです。

・映像を通して、写真を通して講演を学ぶことができとても新鮮でした。可視化されたものを通して五感への

　働きかけ、大変感動できました。今後もこのような講演会を通して「あたたかい命」のバトンを継承して

・とっても心に残る映像でしたので、また友人や知人にもみせてあげたいので、是非また機会をお願いします。

　いければと思います。

・機会があれば参加したい。

・また、次の時には参加したいです。

・再度またお願いします。

・海南市にも、講演にきてほしい。

・また、セミナーをしてほしいと思う。

・国森さんのみとりの本、以前よりとても好きな写真絵本でした。和歌山に呼んで頂きありがとうございます。



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【当日風景】

　

　　　　　　　　　　　　　　【会場全体】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【講師　國森　康弘氏】

　　　　　　　　　　　　　　　　【講演】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【質疑応答】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　和歌山市第４在宅医療・介護連携推進センター

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　和歌山市地域包括支援センター和佐

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　和歌山市地域包括支援センター名草

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　和歌山市地域包括支援センター雑賀

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　和歌山市地域包括支援センター宮前


