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葬儀社として、グリーフケアを活用する

第 10 回「明日死ぬと思って生きなさい。
永遠に生きると思って学びなさい」

Gandhi

後悔のない生き方を実現するには
暗闇。
突然目の前がシャッターで閉ざされたように暗く

なり倒れた。
27 歳、幼稚園から高校まで一度も休まず、スポー

ツに明け暮れていた私の体にそれは突然起こった。
幸い、実家の居間で倒れたため対処が早かったが、
周囲がどんなに大きな声で私を呼んでも反応は全く
なかったそうだ。

それから３日間意識は回復せず、家族や親族がも
う駄目かと思っていたとき奇跡的に意識が戻った。
私はその３日で三途の川らしき場所に立つ自分を体
感し、その映像は鮮明に今も脳裏にある。原因はス
トレスと言われ、明確な病名は分からなかった・・・。

意識回復後は三半規管が不調で正常に歩行ができ
ずリハビリを要した。そして、記憶がとぎれとぎれ
であることも分かり始めた。13 年後、似たような
症状を感じ、今度は MRI（13 年前はない）を行い、
前に倒れた原因が脳梗塞だということが分かった。
すでに首の動脈の１本が閉塞していた。
「死生観」。いのちは有限であり、いつかは自分の

命も尽きるのだということをまったく考えもしな
かった 27 歳時に、私の死生観ともいうべきコアが
できた。そして、40 歳時の MRI 結果で自分の命が
有限であることをより現実的なこととして許容し、
自分のライフデザインを考え始めた。

それは日々後悔ない自分が考え思う生き方をどう
実現するかであり、まさしく私の QOL（Quality of 
Life）を高めるためといえる。終末期に QOL という
ことはよく言われるが、それは健康な時から自らが
意識し創り上げていく人生そのものであり、終末期
周辺のみ意識するものではないと私は思っている。

私はたまたま自分のいのちがいつか尽きることを
知り、自分のエンディングをイメージしながら後悔
がないよう日々生きているが、本来全てのひとが自
分のエンディングを考えその実現を尊重されるべき
と思う。そういう意味で希望する看取りの場や看
取りのシーン、看取りまでの生き方をどうデザイン
するかは大切であり、その実現は本人とその家族に
とって大きな満足となる。またその満足は残された
家族のグリーフの低減に繋がると思っている。

政府の推計では１年間の死亡者数は年々増加し、
2030 年には全国で約 160 万人近くの方が亡くなる
とされている（図 A 参照）。僅か 17 年後。葬儀の
喪主が 55 歳前後とすれば現在 38 歳の方々は大量の
葬儀や看取りを経験することになる。

図 A は医療施設視点で捉えているが、葬儀社や
看取りをする側の立場でみると、より事態は深刻で、
一人っ子が増加する今後は残された親族の葬儀予算
負担額も増加し、葬儀社はそのマーケットに対応す
べく葬儀場所の地域密着型小規模会館増・葬儀時間
短縮化・スタッフ少人数化などを考えながら故人や
ご家族に寄り添わねばならない。

片方で家族は葬儀予算の減額を模索しながら、大
切なひととのお別れをしっかりしたいと思うととも
に、家族や親族同士間でも皆がしっかりお別れでき
たと確認できるお見送りをしたいという要望が強ま
る。

双方の思いで共通するところは「納得できるお別
れ」であり葬儀社は故人とご家族・親族がしっかり
としたお別れをしていただく為に、経験値に加えて、
今一度グリーフケアというものの基本を緩やかに学
ぶことが必要と感じる。グリーフケアを学ぶことで
家族や会葬者の方々に語りか掛ける言葉も変わるで

看取りまでのシーンをデザインする 京都グリーフケア協会　副理事長　三上良次
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あろうが、それ以上に日々、葬儀式施行に従事して
いる普通感を排除し、葬儀ひとつひとつにグリーフ
ケアを考えて従事することの大切さや使命感のよう
なものを感じることがグリーフケアを学ぶというと
いう大きな意味になると思う。

上記に書いた葬儀場所の地域密着型小規模会館
増・葬儀時間短縮化・スタッフ少人数化などが現実
起こったとしても葬儀従事者のそのスタンスがあれ
ば、よりよい納得感あるお別れをサポー
トできるのではないかと考える（図Ａ）。

現在、看取りの場所として機能して
いるのは医療機関（89 万人）、介護施設

（９万人）、自宅（20 万人）とされ、そ
れらがそのまま推移するとしたら、42
万人以上（一説 47 万人）は看取りの場
が無い。

他に考えられる看取りの場は、高齢者
住宅・老人ホームだが、高齢者人口 3,074
万人に対する現在の供給数は、要介護者
向けが 143 万７千戸（4.67％）、自立者
向けが 19 万７千戸（0.64％）と言われ
ておりまったく及ばない。

今後は、看取り場所の確保に加え、認

知症高齢者の増加、介護職員の不足、75 歳以上の
要介護認定者が増加、一人暮らし世帯が約４割に達
するという課題もあり、先行きはまったく見えない。
このような状況は自宅での療養、自宅での看取りを
促進するが、在宅医師、訪問看護師の支援なしでは
現実的でなく、ことは簡単ではない（図Ｂ）。
図Bの質問は自分の病気が治る見込みなく死期が

迫っている（６ヵ月程度あるいはそれより短い期間

平成 24 年度診療報酬改定説明会 ( 平成 24 年 3 月 5 日開催 )
資料・厚生労働省の中にある平成 24 年度診療報酬改定の概要より

平成 20 年 3 月調査「「終末期医療に関する調査」」厚生労働省の終末期医療のあ
り方に関する懇談会資料 [ 終末期における療養の場所 ] より

図A

図B
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を想定）と告げられた場合の療養場所を聞いている。
（詳細な条件データは厚生労働省HPから参照のこと）

自宅で最後まで療養したいひとがほぼ 11％であ
り、自宅で療養して必要になれば医療機関を利用
したいという人を加えると 60％以上になる。また、
健康な人を対象にした場合は医療を必要としないわ
けで更に数値は高くなると思われる。この自宅で看
取られたいという願いの裏には「自分らしく死にた
い」「できるなら大切な家族に看取られたい」とい
う気持が強く表れている。

この自分らしくというささやかな思いの実現がラ
イフデザインの根幹であり、その尊守こそがひとの
命の尊厳にも当てはまるのではないかと思う。高齢
者の人口増や看取りの場不整備などの要因で、自宅
での看取りが増加するのは避けて通れないが、葬儀
は自宅でできない事情が特に都心で多く発生し葬儀
社がそれを担う。

そのときに葬儀社と葬儀従事者が何を整備し、ど
のような思いで葬儀をすることができるかが今後の
大きな課題と思われる。また、自宅で看取られるこ
とが最良ではない場合も発生する。自宅で看取られ
るのが希望でそれが実現したひと、医療機関で看取
られたかったが場所なく止むを得ず自宅になってし
まったひとなどが混在し、その終末期の迎え方によ
りご家族や周囲の方々のグリーフも異なる。

葬儀従事者は真摯にグリーフケアを学ぶことで来
るべき時代に備え、傾聴を重んじ細心の思いでご家
族に寄り添うことが今後必要となる。

超高齢化国、日本
総人口が減少するなか 65 歳以

上高齢者が増加することにより、
平成 25（2013）年には高齢化率が
25.1％で４人に１人。平成47（2035）
年に 33.4％で３人に１人。平成 72

（2060）年には 26.9％で、４人に
１人が 75 歳以上の高齢者になる
と言われている。当年 56 歳の私
も含まれることになる。残される
家族の高齢者に対する葬儀を含め
た生涯支出、さまざまな負担は想
像できず、親は早い段階で積極的
QOL 創造をスタートし、残され

た家族の負担を軽減することを考えねばならない。
親は、自分の人生をデザインしながら健康で食生

活も含めた自立を継続することが子供孝行とも言え
る。

私が懸念するのは高齢者の増加総数だけでなく都
道府県別高齢化率だ。

2025 年の東京、神奈川、大阪、埼玉、愛知、千
葉、北海道、兵庫、福岡での全体高齢者増加数は全
国の60％を占めると言われ都市部に集中する。また、
2011 年の上記都道府県高齢者人口は全国総数凡そ
2,974 万 8,000 人の内 1,296 万 1,000 人で 43.57％にあ
たる（図C参照）。

しかし、注目すべきは別にある。都道府県別総人
口に対する高齢化率である。2035 年の高齢化率の高
い都道府県を見ると秋田県 41％、和歌山県 38.6％、
青森県 38.2％、岩手県 37.5％、北海道 37.4％、山
口県 37.4％、高知県 37.4％、長崎県 37.4、島根県
37.3％である。

北海道を除くと総人口が少ない都道府県ばかり
で、若者の人口数もほとんどいないということを意
味する。これは過疎化の加速を意味する。行政の縮
小、飛行場や大学の閉鎖、病院の閉鎖、働き手を必
要とする大手工場の閉鎖などその勢いは止められな
いだろう。このような現象のほとんどは中長期を見
ない行政の在り方に問題があり、東京など都市部に
企業や大学などが集中し、それに伴う消費の拡大と
働く場所を提供したことによる地方からの人口流動
が大きな原因と考えられる。

図C
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ただ片方で、自分の住む地域への
愛着信や、家族や親族の絆の在り方
にも大きな課題があると感じる。先
祖のお墓がある故郷、自分の子供に
さまざまなことを教えてくれるおじ
いちゃん、おばあちゃんのありがた
さを果たして自分はもちろん、子供
たちに十分伝承してきたかは疑問
だ。

独居高齢者が増加する日本で、高
齢者に寄り添うことができる葬儀
社や医療機関、介護・福祉機関、
NPO 法人、地域行政などは起こり
うる現実に対して高齢者に寄り添う
のはもちろん、その周辺のお子さまや孫たちに何ら
かの訴求をし、地方から都市部へのひとの流出を止
める動きをしなければならないと感じる。それが本
来地方にあった支え合い、寄り添う「家族」の再構
築になるかもしれないと思っている。

リクルート時代に全国を走り回り地方企業求人を
集め、都市部からの U ターン、I ターンを促進させ
ていた私にとって大切なテーマと言え、さまざまな
金銭支援や人道支援には及ばないが、京都グリーフ
ケア協会に携わる者として、親や大切にしてくれた
ひとに対する「看取り」前後の寄り添いの大切さを
若者や子供たちなどに教えることで貢献できるので
はないかと考えている。
図Dは高齢者が増加する日本において、葬儀社

が従来の葬儀式前後に携わるだけでなく、看取り前
後に携わる職業者として新たな社会貢献ができない
かと考えた図である。

医療は看取りと看取り前のケアを行うが、病院を
出た後は、葬儀社や他のひとにグリーフケアを委ね
る。葬儀社は看取り直後からご家族と接し、大切な
お別れはもちろん、仏壇・仏具の相談から法要に携
わる場合も多く、残されたご家族が独居かどうかも
分かり得る。

そのような背景をうまく活用し医療や介護・福
祉、行政の方々との協調を持ちながら、葬儀従事者
ならではのグリーフケアが行えないものかを考えて
いる。この葬儀社のグリーフケアをベースにした活
動を通じてご家族、地域の方々に「ひととひとが関

心をもてる社会づくり」の大切さを訴求できたらと
思う。47 万人の方々が看取られる場がない社会が
来るまでに少しでも整えておきたいテーマではない
だろうか。
「明日死ぬと思って生きなさい。永遠に生きると

思って学びなさい。」Gandhi
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株式会社日本リクルートセンターに入

社（現株式会社リクルートホールディ

ングス）

中途採用ビジネスが定着していない時

代に中途採用誌 B-ing やとらばーゆ創

刊に従事。その後新卒採用、人事制度

構築、研修、会社経営などの支援を行う HR 事業部（Humann 

Reasouce）に従事。また通信自由化でスタートした新規事

業 INS 事業にも携わる。その間、神戸・京都・本町・横浜・

新宿・銀座所長などを経て独立。その後、メーカーや流通、

商社を中心に経営コンサルテインングを行う株式会社コア、

ヘッドハンティングの CORE　EXECUTIVE を平成 9 年に

設立。近年は葬儀社コンサルティングを中心に中堅企業・上

場企業への成長支援、また、自身の体験から人のいのちにつ

いて思いを持ち、一般社団法人京都グリーフケア協会の設立

に参加。現在副理事長。

●㈳京都グリーフケア協会

メールアドレス：mikami@kyoto-griefcare.or.jp

http://www.kyoto-griefcare.or.jp/

●株式会社コア

メールアドレス：partner-mikami@core-consul.co.jp

http://www.core-consul.co.jp/indexs.html

http://www.core-consul.co.jp/funeral/
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