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新しいスタッフが加わり、パワーアップした新体制でスタートをきりました。 

本年度も「ひとあかりに包まれたケア」の提供を目指します！ 

《目次》 

★新年度のご挨拶(1.2 面)  ★報告会開催(3.4.5.6 面) 

★病棟医師紹介(7 面)    ★化学療法室紹介(8 面) 

『ひとあかり』…皆から自分が大切にされているという気持ちを持って、その時を過ごすことができた

らとても幸せなことであると思います。患者さんが希望する場所で『ひとあかり』に

包まれて過ごせるように、その願いを込めてこの名称が生まれました。 

平成 25年 5月 13日                地域緩和ケアサポートセンターだより                  第 12号（１） 

セ ン タ ー 長 ( 緩 和 ケ ア 科 科 長 ): 加 藤 佳 子  副 セ ン タ ー 長 ( 病 棟 師 長 ): 黒 田 美 智 子         

麻酔科科長（置賜地区緩和医療研究会会長）:加藤滉 心療内科科長:灘岡壽英 病棟長:川村博司 専

任医師：戸屋亮 東海林正邦 病棟主任看護師：吉田美代子 がん性疼痛認定看護師：渡部芳紀 が

ん化学療法認定看護師;國分恵 専任薬剤師:大石玲児 専任栄養士:伊藤智子               専任

医療相談員:青木砂織 臨床心理士:吉田満美子 音楽療法士:小笠原未希 ほか 

 



 

 

 

 

  

 

地域緩和ケアサポートセンター長  加藤佳子 

2009 年に三友堂病院に地域緩和ケアサポートセンターが開設して、5 年目を迎えました。これまで当センター

は、365 日 24 時間営業の年中無休体制で訪問診療や電話相談等を行い、「在宅緩和ケア」を推進してきました。

昨年度は23人(31％)の患者さんを在宅で看取りました。そうした実績が評価されて、昨年度は平成24年度山形県

在宅医療推進モデル事業に選ばれました。 

今年度はさらに在宅医療支援を推し進め、｢機能を強化した在宅療養支援病院｣として登録し、名実ともに｢地域

緩和ケアサポートセンター｣の役割を果たしていきます。これまでの 4 年間で、在宅医療を実際に支えている訪問

看護ステーションの看護師さんと、「顔の見える関係」が構築されてきていることを実感しています。しかし介護を支

援するケアマネージャーやヘルパーの方々との関係がまだ薄いように感じています。がんの患者さんは自立でき

なくなって介護が必要になると、死亡までの期間は長くありません。素早い対応が求められます。しかし、準備が整

わないうちに亡くなられてしまうこともありました。今年度は、在宅緩和ケアを支えてくださるすべての職種の方々と

より密接な関係が持てるように、直接相談できる機会を増していきたいと考えています。 

 

新年度のご挨拶  

置賜地域の患者さんやご家族は、「在宅緩和ケア」が安心して依頼できる

という事実をほとんど知りません。｢治らない病気になったら家にいたいけれ

ど、そんなことできるはずがない｣と思っている人が大部分です。病人の介

護は家族だけでは無理です。専門家の力を借りなければなりません。病人

や家族を支える訪問看護や在宅介護の制度は整っています。置賜地区で

も医療や介護の専門家の方々が、患者さんの希望に沿った支援体制を整

えています。私ども医療者には、患者さんやご家族にその上手な利用法の

情報を正しく伝えていく役割があります。当センターも今年は開設５年目、

患者さんや家族・市民の方々に「地域には緩和ケアの支援体制が整ってい

る」と、広く正しく伝えていくことを目標にいたします。 

 

三友堂病院では、隔週火曜日に『痛み

教室』を開催しております。どなたでも参

加できますのでお気軽においで下さい。 

 

講師：緩和ケア科科長 加藤佳子先生 

場所：三友堂病院 5階東 

レクレーションルーム 

時間：14:00～15:00 

日程：6/ 4 痛みの治療（帯状疱疹） 

6/18  モルヒネについて 

痛み教室のご案内 季節の一枚 

 

地域緩和ケアサポートセンター 

電   話 0238-24-8355 

ファックス 0238-24-8355 
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緩和ケア病棟では、入院中の

患者さんへ月に一度、グリーティ

ングカードをお渡ししています。

これまでにカードを受け取ってく

ださった皆さんからは「季節を感

じられて良い。」とお褒めのお言

葉を頂きました。 

5月のこどもの日には写真のカ

ードをお渡ししました。 

 



 

 

 

  

去る 3 月 29 日（金）、当院診療棟２階ホールにおいて、平成 24 年度三友堂病院

地域緩和ケアサポートセンターならびに化学療法室活動実績報告会および緩和ケ

ア講演会が開催されました。三友堂病院地域緩和ケアサポートセンターは、これま

での取り組みと実績、および、在宅ケア推進へ向けてのビジョンが評価され、平成

24 年度山形県在宅医療推進モデル事業に選ばれました。このモデル事業計画に基

づき、様々な取り組みを行いました。このたびの活動実績報告会では、まず、黒田

美智子副センター長から、モデル事業についての解説とモデル事業に選ばれるに至

った経緯、次いで、木村彩看護師からセンター活動実績報告、山田里美看護師から、

在宅緩和ケアへの取り組みについて、そして、國分恵がん化学療法認定看護師より

化学療法室の実績と化学療法室のリニューアルについての報告がありました。以下

に、報告内容をご紹介します。 

 

平成 24 年度三友堂病院地域緩和ケアサポートセンター並びに 

化学療法室活動実績報告会及び緩和ケア講演会開催 

 

１．平成 24年度三友堂病院地域緩和ケアサポートセンター事業報告 

―平成 24年度山形県在宅医療推進モデル事業報告―    副センター長  黒田美智子 

 

超高齢化社会の到来と共にがん患者は増加し、病院で最期を迎えることが困難となる時代が訪れよ

うとしています。地域においては、入院から在宅療養への移行、そして、在宅療養と在宅での看取り

を支援する体制作りが急務となっています。市民をはじめ、医療・介護・福祉関係者に対して、緩和

ケアの観点から在宅での生活の質（QOL）の向上を目的とした在宅療養支援とそれを支える体制整備に

ついての啓発をテーマに据えて、平成 24年度の三友堂病院地域緩和ケアサポートセンターの事業を展

開していくこととしました。地域の医療・介護・福祉関係者が協同してがん患者の在宅での療養生活

を支援するために、関係者同士の交流活動や啓発を目的とした講演活動を通して、「顔の見える」関

係を構築していき、がん医療や緩和ケアへの理解を深めつつ、連携を図っていくこととしました。 

三友堂病院地域緩和ケアサポートセンターはがん患者が

安心して在宅で療養できる地域を目指して、地域のコーデ

ィネーターとして機能しています。地域の在宅医療に携わ

る訪問看護ステーション、地域包括支援センターおよび医

師会等の施設・機関との連携が進展しています。 

第一部 

三友堂病院地域緩和ケアサポートセンター並びに化学療法室活動実績報告

会 
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２．平成 24年度三友堂病院地域緩和ケアサポートセンター実績報告 

―早期からの緩和ケアの重要性―                  緩和ケア病棟 木村   彩 

 

地域緩和ケアサポートセンターは、平成 24 年度、『早期からの緩和ケアの実践』、『患者の自律性の回

復と維持』、『地域緩和ケア連携システムの構築』の 3つを目標に掲げました。センター開設後 4年間（平

成 21～24 年度）に患者の自律性を高めるために取り組んだ早期からの緩和ケア（実施した治療、ケア、支

援の内容）について、また、平成 24 年度の緩和ケアチームによる院内外における緩和ケア啓発活動につい

て評価しました。センター開設後の 4年間で、支援日数、緩和ケア科と腫瘍診療科の併科期間、オピオイド

投与期間、リハビリ回数、MSW 介入回数、霊的ケア、退院前カンファレンス、訪問診察、電話サポートが増

加しま 

 

した。その結果、４年間で緩和ケア病棟在棟日数は 18日から 11日に

短縮し、緩和ケア病棟へ症状緩和目的で入棟した患者の在宅移行率は 66％

から 79％に上昇しました。在宅療養日数は 380から 543日に増加しました。

特筆すべきことは、 在宅死数が 5 人から 23人に増加したことです。これは

緩和ケア病棟入棟患者数の 31％にあたります。早期からの積極的なチーム

による緩和ケアの提供によって、患者の自律性を高め、QOLを向上させ、在

宅での生活を取り戻すことが可能となり、患者の意志を尊重した療養の選択

が可能となってきています。 

３．在宅緩和ケア実績報告  

―在宅緩和ケアの実際―                    緩和ケア病棟 山田  里美 

 

三友堂病院地域緩和ケアサポートセンターは地域連携支援を大きな役割として活動しています。その

中で、中心的役割を果たしているのが開設 8 年を迎えた緩和ケア病棟です。緩和ケアについて地域の皆

様に尐しずつ理解していただけるようになり、早期から緩和ケア外来・病棟を利用いただく患者さんも

増え、また緩和的化学療法や緩和的外科治療が選択されることも多くなってきています。今回、QOL の

向上を目指して提供した種々の緩和医療とケアによって、「住み慣れた自宅で過ごしたい」という本人

の思いを叶え、緩和ケア病棟を退院後に在宅療養を続けた症例を紹介しながら、緩和ケア病棟が担って 

 
いる地域連携支援について検討してみました。緩和ケア病棟は、決

して“終の棲家”ではなく、早期に症状コントロールを行い、患者

が望む療養場所で安心して生活できるように、地域の専門職と連

携・協力し合って患者・家族を支えるための拠点であると考えます。

「住み慣れた自宅で過ごしたい」と在宅療養を希望される患者さん

は今後も増えていくと思われ、様々なケースに対応できるように支

援内容をレベルアップしていく必要があります。在宅で活躍する地

域の医療・介護・福祉専門職と綿密に連携して患者・家族を支援し

ていけるように、今後、益々、地域緩和ケアサポートセンターは地

域のコーディネーターとしての役割を果たし、また、自らも質の高

い緩和ケアを実施していかなければなりません。 
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４．平成 24年度化学療法室活動実績と今後の課題 

がん化学療法認定看護師   國分  恵 

化学療法室は、開設 8 年目を迎えました。当院において化学療法は、ほとんどのケースで、術後の補助療

法、また緩和医療としての症状緩和や延命を目的として施行されています。化学療法を行うにあたり、副作

用をマネジメントし、患者が日常生活や社会生活を送りながら治療を継続できるように支援し、残された人

生を自分らしく過ごせるように援助していくことが必要となります。また、年々複雑化する化学療法に対し

て、患者さんの治療が安全、安楽、確実に行われるために、病棟スタッフの高い知識や技術が求められてい

ます。平成 24年 1月から 12月まで外来化学療法患者数は、55人（のべ 855件）、 

 入院化学療法は、79人（のべ 446件）、全体で 234人、のべ 1301件でした。

インシデント報告が 3 件あり、処方忘れや点滴投与時間過誤などでした。現

在、これらの発生防止のため、マニュアルやパスなどの策定を行っています。

一方、化学療法審議会を毎月 1回開催し、新規レジメン登録 3件、また、レ

ジメンの見直しを行いました。さらに、看護師のマンパワー不足の解消に向

けて業務環境の改善を行うため、化学療法室改築工事が進行中です。平成

25 年度は、コメディカルの教育・指導を実施していきたいと考えています。 

報告後には、フロアから活発に質問がなされ意見交換が行われました。 

Ｑ:入退院を繰り返している患者さんの一度退院してから次の入院までの平均の日数はどのくらいですか？ 

Ａ:今回の発表の中に具体的なデータは表示しておりませんでしたが、在宅移行・症状コントロール目的に入棟

された 61名の平均入棟回数は 2-8回でした。その内、初回入院で一度退院してから次の入院までは、1 週間

以内というケースが 8名おりました。要因としては、患者の不安増強や症状悪化などが考えられます。2回目

以降は退院から数日で再入院となるケースや、数か月自宅で過ごされたというケースもありました。その他

入院では、レスパイト目的の患者で毎月 1週間程度ずつ入退院を行っていたケースもあり、それぞれの患者・

家族に合わせて臨機応変に対応を行っております。 

Ｑ:患者の満足度はどのような尺度を用いて評価していますか？ 

Ａ:入院中は、STAS-J のスコアを用いて評価しています。結果として、入棟時と比較し入棟後 1週後には全ての

スコアにおいて改善が認められました。当センターでは、担当看護師が亡くなられた患者さんのご家族にグ

リーフケアとしてお手紙を送らせて頂いています。そのお返事を頂くこともあり、お手紙の中でご家族から

の言葉を私達が行なっている医療の評価として受け止め、日々関わらせて頂いています。満足度はあくまで

も患者・家族の主観であるため医療者が客観的に評価することは難しいです。そのため、今年度は遺族を対

象にセンターで行った医療・ケアの評価を行うためのアンケート調査を行っていこうと考えています。 

Ｑ:近年、老々介護、独居の患者さんが増加しています。そのような患者さんの在宅移行を支援していく上で大

変だったことは？ 

Ａ:家族関係や経済的なことなど様々な社会的背景があり、ご自宅へ帰るという事が難しいケースもあります。

在宅移行後も緩和ケア医の往診・スタッフによる電話サポートを行うなどして継続して支援を行っています。

それぞれの患者・家族において何が必要なのか、社会的背景をマネジメントし、医師や看護師、MSW、ケアマ

ネージャー等と話し合いを行います。外来初診時多くの患者は自宅で過ごしたいと希望されるため、その実

現に向けて支援を行いますが、必ず在宅移行という事ではなく、患者さんの状態やご家族の介護力などの問

題によっては短時間の外出や外泊などを検討するなどして、第一に患者さんの意向を確認しながら支援を行

っています。実際に昨年度の新規入棟患者 81 名中 16 名が独居、夫婦のみの世帯は 23 名でした。施設から

紹介となる患者さんもいるため、在宅だけではなく施設で過ごしている方の支援方法については今後の課題

であると考えます。 
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緩和ケア講演では「緩和ケアと音楽療法」について講演させていただきました。

音楽療法とは何かセッション風景や症例を提示しながら理論的知識を深めて頂き、

後半には実際にみなさんに音楽療法を体験して頂きました。 

 これまで、見たことも聞いたこともない楽器に触れ、優しい音が会場内に響き渡

った瞬間、歓声がわいてきました。参加者皆で一つの大きな輪を作り踊った花笠音

頭では、流暢な踊りと共に鮮やかな紅色の花が咲き誇りました。 

 講演後には「楽しかった」との声が多数聞かれ、実際に体験してもらうことで音

楽の力をより感じて頂けたことと思います。 

 

この度、地域緩和ケアサポ

ートセンター長である加藤

佳子先生より楽器を購入し

ていただきましたので、ご紹

介させていただきます。ここ

では紹介しきれませんが、そ

の他、多数購入していただき

ました。普段なかなか目にす

ることができない楽器もあ

ります。音楽療法に有意義に

活用させていただきたいと

思います。 

（音楽療法士 小笠原未希） 

 

♪音楽の時間

♪ 

 

♪アウリスグロッケン …真ちゅうでできたかまぼこ型の音板を叩くと

透明であたたかく包み込まれるような優しい響

きが広がります。どのように弾いても終わりの

ない、流れるような音楽が奏でられます。「曲

を弾く」のではなく「曲が生まれる」生まれて

きた音色や音律を聞き、心地よさを感じること

ができます。 ♪トーンチャイム 

…アルミ合金製のパイプを叩いて共鳴させる

楽器です。主に集団セッションで使用します。

ひとりでは演奏できない楽器であり、一人ひと

りが自分の音を担当し、グループ全員が一つに

なった時に素敵な音楽になります。その音は柔

らかく心に沁み入るような素敵な響きです。 ♪オーシャンドラム 

…その名の通り、波の音を表現できる楽器で

す。お盆を持つように水平に持ちゆっくりと

回し、中のビーズを転がします。見た目も美

しく、心休まる楽器です。 

第２部 

緩和ケア講演会『緩和ケアと音楽療法』 
音楽療法士 小笠原未希 
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普段見ることができない Dr

の踊る姿、キレのある NSの

踊りがみられました♪ 

 

トーンチャイムのひとこま♪ 

皆さん準備はいいですか？ 

さあ、いきますよ～！ 



 

 

  

 

本年度より当院に心療内科が新設され、心療内科科長として

灘岡壽英(なだおかとしひで)先生が就任されました。優しいま

なざしで患者さんの心の声を聴く、灘岡先生をご紹介します。 

＊お名前の由来は？ 

壽英の「壽」は、父の名前の「壽（ひさし）」の一字を受け継ぎ、父が名付けました。 

＊出身地は？ 

広島県広島市生まれ。妹との２人兄弟。父の転勤で呉や神戸に住みました。千葉県の高校を卒業後は、千

葉の大学で医学を学びました。山形に移ってからは 35年になり、過去に米沢の地にも住んだことがありま

すが、春先の雪の量には驚きました。 

＊医学に進まれたきっかけは？ 

学生時代から、「何か世のためになる仕事に就きたい」という思いを抱いていました。教師や弁護士など

の選択肢もありましたが、悩んだ末に医学部に入学しました。 

＊心療内科に進まれた理由は？ 

医学部を卒業し、１年目は内科で医師としての経験をつみ、２年目から精神科へと進みました。そこで自

分が思い描いていた心身医学に出会い、主に心身医学の臨床と研究を続けてきました。 

＊尊敬する人は？ 

日本の心身医学、心療内科の基礎を築いた池見 酉次郎(いけみ ゆうじろう)先生。九州大学で池見先生か

ら心身医学を学び、哲学者のような先生から影響を受けました。 

＊趣味 

・読書 好きなジャンルは推理小説。好きな作家は夏樹静子、宮部みゆき、東野圭吾、松本清張。 

・音楽 コンサートに出かけたり、家や移動中の車などで音楽を聴くことがあり、クラシックを聴くこと

が多いです。聴くだけでなく、最近ではピアノにも挑戦していますが、まだ始めたばかりで披露できる

ほどではありません。以前、鶴岡の病院に勤務していたころは、土曜会(主に土曜日に活動)という全国

でもトップクラスの合唱団のバリトンパートとして２年間活動しました。 

・庭仕事 庭で花を育てており、今の時期は、水仙やパンジー、チューリップなどが見頃です。一番好き

な花はバラです。 

＊好きな国、場所は？ 

パリです。パリはどこを見ても絵になる場所。日本では京都が一番好きですね。 

＊スポーツは？ 

学生時代に弓道やテニスをしていましたが、肩を痛めてからは休んでいます。ウォーキングの習慣があり、

当院に就任してからは、お昼に病院から上杉神社まで 30 分間のウォーキングに出かけています。 

＊三友堂病院 緩和ケア病棟のイメージは？ 

「病院らしくない病院」、ゆっくりした時間が流れていて医療者も患者もそのなかで関わることができる。

良い意味で「医療くさくない」場所だと思う。 

30 分ほどのインタビューでしたが、先生の横顔をほんの尐し覗くことができました。ぜひ灘岡先生とお

話されてみてはいかがでしょうか。話した後に明るい気持ちになれますよ。（緩和ケア病棟 根津香緒里） 

 

三友堂病院地域緩和ケアサポートセンター 

心療内科 開設 

【灘岡先生の横顔】 
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外来化学療法室がリニューアルオープンしました！ 

 まだまだ寒さの残る米沢ですが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。この

度、当院の外来化学療法室がリニューアルしましたので報告させていただき

ます。以前の病棟は、構造上治療室が何か所かあり、抗がん剤の点滴治療中

に看護師が治療室に不在となることが多々ありました。そこで今年 4 月から

外来の治療室を一か所にする工事を行ないました。そのようにすることで、

看護師が治療室に在駐し、患者さんの治療をしているところから離れず、治

療の最初から最後まで傍にいられる状況をつくることが可能となりました。

患者さんがお困りのときや、具合が悪くなった時など、すぐに迅速に対応で

きる環境が整いました。また、治療室内に調剤室を設けることで患者さんを

お待たせすることなく、抗がん剤の点滴をすぐに交換することができます。

そして、外来化学療法室を担当する看護師を固定することが可能となりまし

た。毎回とはいきませんが、ほぼ同じスタッフが関わらせていただきます。

治療を受けに来られる患者さんに顔なじみになって頂き、安心して治療の受

けられる環境を提供していきたいと考えております。治療室が新しくなり、

慣れない環境で何かと迷惑をかけてしまうこともあるかもしれませんが、

日々頑張っていきたいと考えておりますので、今年度もよろしくお願いいた

します。             （がん化学療法認定看護師 國分恵） 

 
新装した化学療法室 

 
専任薬剤師による調剤 

 
看護師が治療室に在駐します 

スタッフ紹介 
今年度、二名の看護師が緩和ケア病棟の仲間に加わり、さらにパワーアップしました。素敵な笑顔が印

象的な二人が、今後の抱負を述べます。 

岡崎 陽子さん 

今年度より緩和ケア病棟に配属とな

りました。出身は高畠町で、高校は米

沢に通っていたので、地元に再就職と

なりました。スタッフの方々は歓迎モ 

 

 

《編集後記》 

淡い桜が舞い散り、新緑の色増す初夏の季節となりました。この春より、地域緩和ケアサポート

センター便りが新しく生まれ変わり、名称を『ひとあかり』とさせて頂きました。皆様には日頃よ

り地域緩和ケアサポートセンターの活動にご理解、ご協力を賜り、心より感謝いたします。今年度

も地域緩和ケアの推進に一層努力して参りますので、どうぞよろしくお願い致します。 

（根津 香緒里) 

重野 朊子さん 

今年度より緩和ケア病棟に配属となり

ました。高校を卒業してから千葉県で生

活していたので、久しぶりの故郷での生

活になりました。久しぶりに見る 

 米沢の景色は、まだ雪の残る山々が清々しく、と

ても美しく感じました。この美しい故郷の人々の

役に立てる仕事が尐しでもできればいいなと、新

しい出発に気持ちが引き締まる思いです。「信頼

と融和で築こうよい病院」の理念に貢献できるよ

う、日々努力して参りますので、どうぞよろしく

お願いします。 

ードで迎えてくださり、とても嬉しく感激してい

ます。緩和ケア病棟の勤務経験がなくわからない

ことが多いですが、スタッフの皆さんから丁寧な

ご指導を受け、日々学んでいます。地元に根ざし

た病院で、地元の皆さんに喜んでいただける看護

を目指したいと思います。よろしくお願いいたし

ます。 
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