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緩和ケア病棟 
 

  

夏祭りは緩和ケア病棟に入院中、また在宅で療養されている患者

さんとそのご家族の皆さんに、季節を感じて頂ければと毎年企画し

ている行事です。今年もたくさんの方に参加頂き、皆さんに楽しん

で頂ける催しやお食事を準備しました。 

 まず、夏の代表曲である『海』の大合唱でお祭りのスタートです。

緩和ケア病棟の音楽療法士が演奏するピアノの伴奏に合わせ、全員

で合唱しました。爽やかな音色と共に、笑顔が会場に広がりました。

歌うことは気持ちを晴れやかにしますね。上々のスタートを切りま

した。 

そして、次に盛り上がったのは輪投げ大会。旦那さんよ

りも奥さんが高いスコアを出したり、初めは調子がよかっ

た先生は後半空振り続きだったり、最後まで勝敗がわから

ない展開になりました。声をだして応援したり笑ったり、

イキイキとした表情を見せて頂きました。 

 恒例のスイカ割りでは、タオルで目隠しをしてスイカを

めがけて進みます。皆さんから、「前、前！もっと左！」

と声が飛びます。一致団結して割れたスイカはとっても甘

く、格別においしかったですね。 

 先生が力を込めて削ってくれたかき氷や、食事を摂りにくい方に尐しでも召し上がって頂けるように、

軟らかく手作りしたデザートを召し上がっていただきました。普段はみることのできない患者さんやご家

族の皆さんの新たな表情にも元気を頂き、楽しく和やかなひと時となりました。秋には芋煮会を開催する

予定です。                          【緩和ケア病棟看護師 岡崎陽子】 

                ※写真は患者様・ご家族様の許可を頂き、掲載させて頂いております。 
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今回の研究会のテーマは、「患者を支えるチーム力」でしたが、一般演題にはこのテーマに沿った演題が

4題集められ、活発な討議が行われました。 

 はじめに、多職種スタッフによる多角的なアプローチが有効であった乳癌症例について市立病院乳腺外科

橋本敏夫医師より報告がありました。長い経過を辿ることが多く、治療も多岐にわたり、その中で様々な苦

痛が出現する乳癌ですが、そのような乳癌患者に対してリハビリスタッフや精神科の介入が身体的、精神的

苦痛の緩和、QOL の向上に結びつきました。乳癌患者を支えるには、乳癌専門医だけでそれをやり遂げる

ことは不可能です。さまざまな専門職の介入が必要であることを再認識しました。 

  

第 9 回置賜地区緩和医療研究会が、去る 7 月 20 日（土）、伝国の杜（置賜文化ホール）で開催されま

した。今回の研究会のテーマは「患者を支えるチーム力」としましたが、それは次のような理由からです。 

現在、厚労省は、「超高齢社会、多死社会」、「医療費抑制」への対策として、「医療」から「介護」へ、

そして「病院から在宅」へと医療改革を推し進めています。緩和ケアの領域でも在宅緩和ケアを充実させ

ていかなければなりません。療養の場を入院から自宅や施設に替えた後も安心して療養生活を継続するた

めには、居宅でも入院中と同等かそれに近いレベルで医療やケアを維持できることが前提になります。そ

のためには、さまざまな専門性を持つ多職種の人々がそれぞれの実力を発揮してできあがる「チーム力」

が必要と考えます。何よりも癌と診断され、人生最大の危機を迎えた患者さん、そしてご家族は、身体や

心の苦痛のみならず、多くの問題を抱えています。その問題を解決して支えていくためには病院の医師や

看護師の力だけでは限界があるのです。忘れてはならないことは、当センター緩和ケア病棟の山田里美看

護師が発表しましたように「家族も重要なチームの一員である」ということです。また、一般演題では、

このほかに様々な視点からチーム医療の重要性について発表がありました。それらを通じて、患者・家族

にいかに向き合い、そして支えるかということが、緩和ケアに携わる私たちが目指すものであるいうこと

を改めて学ぶことができました。特別講演では、今や当センター緩和ケアチーム医療の中心的存在といっ

ても過言ではない音楽療法について、認定音楽療法士の小笠原未希さんが実演しながらわかりやすく解説

しました。 

 当日は 26 名の方がお見えになり、研究会が開催されて以来最高の参加人数となりました。本研究会が、

参加していただいた皆さんにとって常日頃抱えている問題解決の糸口となり、さらには今後の置賜地域に

おける緩和医療推進の一助になれば幸いです。最後に研究会開催にご協力いただきました世話人の先生

方、関係職種の皆様、共催のシオノギ製薬様に感謝いたします。 

 

 

 

第９回 置賜地区緩和医療研究会開催 

第一部 一般講演        座長：三友堂病院地域緩和ケアサポートセンター 

緩和ケア病棟長 川村博司 

第 9回置賜緩地区和医療研究会当番世話人 

地域緩和ケアサポートセンター副センター長  黒田美智子            



 平成 25年 9月 30日                 地域緩和ケアサポートセンターだより第 13号 

3 

  

紹介した症例のように、緩和ケア病棟は自分の生活を取り戻す

手助けをする場所であると考えています。国の方針としても、在

宅医療を勧めているなか、この米沢でも今後はさらに在宅で最期

まで過ごしたいと思われる患者・家族が増えていくと思われま

す。多くの患者さんの希望に応えることができるように今後も在

宅医療を推し進めて行くことの必要性を参加いただいた皆様と

共有できたのではと考えます。 

【一般講演】  患者・家族を支える切れ目のない地域連携チーム 

緩和ケア病棟看護師 山田里美 

研究会において「患者の希望を叶え、長期間の在宅療養を実現した切れ目のない支援」として患者症例

を提示して、地域緩和ケアサポートセンターが地域の医療・介護・福祉専門職と連携して行っているチー

ム医療について報告しました。 

 未だに緩和ケアという言葉に抵抗感をお持ちの方がいらっしゃるように思いますが、緩和ケア病棟は決

して“終の棲家”ではありません。今は、患者・家族を中心に地域の専門職が連携し協力することで、一

見、在宅療養が難しいと思われる症例であっても在宅で看取りまで行うことも可能です。 

また、同じく医師の立場から、不安・焦燥・混乱の後、躁状態を呈したがん患者症例について市立病院

精神神経科白田稔則医師より報告がありました。これについては三友堂病院心療内科灘岡壽英医師より、

がん患者に対しては身体的苦痛に伴って必ず精神的苦痛が生じており、これら両方の苦痛に対する治療と

ケアを同時に行っていくことが、患者らしさを維持し、患者本人の自律性を保つのに必要であるとのコメ

ントがありました。 

 ついで、『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』を目標に事業を展開している三友堂病院地域緩和ケアサポートセンター山田里美看護師から、

在宅療養と自宅での看取りを希望した患者に対して早期から症状緩和を行い、病院から在宅へ切れ目のな

い支援を行って長期在宅療養を実現した症例が紹介されました（後述）。  

 最後に、置賜総合病院高石純子医療連携相談員から、地域連携における Oki-net の活用について紹介が

あり、すでに i-PAD を導入した在宅療養支援ネットワークの構築に取り組んでいる米沢市高橋秀昭医師

会長からも発言を頂き、インターネットメディアを利用した緩和ケア連携の実現に向けて、有意義な意見

交換の場となりました。地域の多職種スタッフとの連携、すなわち、一人の患者に対して複数のスタッフ

が関わることが、がん患者の在宅療養を支えていく根幹にあります。これらのスタッフが確実にそして迅

速に連携できるように地域の情報連携管理システムの速やかな構築が望まれます。 

 今回の一般演題はテーマを決めて演題募集を行ったことにより内容に一貫性が生まれ、理解しやすく、

我々が日常診療の場で抱えるさまざまな悩みを解決する糸口を見い出せたのではないかと思われます。チ

ームとして多くの専門職が関わり、計画的に医療・ケアを提供すること、また、正確な情報共有、迅速な

対応が、患者の苦痛を早期に緩和して、患者が自分らしい生活を維持できる基礎となるのだということを

改めて考えることができたのではないかと思います。一般演題の討議内容を今後の日々の業務に生かして

いっていただければ幸いです。 



 平成 25年 9月 30日                 地域緩和ケアサポートセンターだより第 13号 

4 

  
第二部 特別講演                 座長：当番世話人 黒田美智子 

特別講演では地域緩和ケアサポートセンターの日本音楽療法学会 認定音楽療法士の小笠原未希さんに

よる「緩和医療における音楽療法」を拝聴しました。音楽が持つ力は偉大であることはいうまでもなく、

患者さんと向き合う小笠原さん自身の人間性が音楽と融合し合うことにより患者の心を動かすのだと感じ

ました。楽器が奏でる美しい音色と小笠原さんの透き通る優しい唄声に会場の皆さんも癒されたことと思

います。 

【特別講演】      ～緩和医療における音楽療法～ 

日本音楽療法学会認定音楽療法士 小笠原未希 

三友堂病院は 2005 年に緩和ケア病棟を開設しました。開設当時は、緩和ケアという言葉が社会に認知さ

れずに、緩和ケア病棟はがん終末期の患者の療養、看取りの場所という位置づけでした。 

 2007 年 4 月にがん対策基本法が施行され、がん医療の均てん化と質の向上を図ることが求められ、特に 

平成 25 年 7 月 1 日緩和ケアチーム始動！！ 

ベッドサイドでのチーム回診の様子 

がん患者の療養生活の質の維持と向上を目的とて、緩和ケアを

推進していくことが法律で定められました。2009 年 4 月の時

点で全国のがん診療連携拠点病院が整備され、がん診療連携拠

点病院のすべてに緩和ケアチームの設置が義務づけられまし

た。同年、当院では「早期からの緩和ケア」、「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」を活動

の 3 つの柱として、地域緩和ケアサポートセンターを設立しま

した。当院では緩和ケア病棟開設時より、多職種チームメンバ

ーによるチーム医療の推進を行い、身体的苦痛だけでなく、精

神的、社会的苦痛に対してもアプローチを行い、本人、家族の 

三友堂病院緩和ケア病棟では音楽療法を導入して６年目を迎えました。最近では、医療の現場で音楽療

法が尐しずつではありますが、浸透し始めてきていることを実感しています。この会においても、音楽療

法に興味・関心を持っている方が多くいらっしゃいました。 

 音楽療法の対象者は乳幼児期から高齢期まで広範囲であり、一般に障害や病気を持つ人達です。医療や

ケアにおいて、痛み治療の補完療法として、また、心理療法として、あるいは口腔ケアやリハビリの一手

法としてなど、音楽の有効性を生かせる機会は多岐にわたり存在します。当院の緩和ケア病棟では談話室

で行うセッションと個室にお伺いしてのセッションの２通りの方法で行なっています。勤務の都合上、対

応できない場合もありますが、基本的には患者さん、ご家族の希望時いつでも介入しています。童謡、唱

歌、演歌、歌謡曲など様々なリクエストにできる限りお応えし、CD は使わず生の音楽をお届けしています。 

 ある日の音楽療法のセッションで、音楽が流れた途端、普段は車椅子生活の患者さんがスッと立ち上が

り、ダンスを披露してくれた姿に、家族も私も感動したことがありました。私自身、音楽の力に驚かされ

ることが多くあります。音楽療法士として、その音楽の力を通じて患者さんの入院生活に尐しでも潤いが

与えられるように、また、患者さんと看護師、あるいは患者さんと医師の架け橋になれるように、チーム

の一員として、役割を果たして行きたいと思います。 
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希望に応じた療養の実現を目指してきました。これまで緩和ケアチームは、がんと診断された時から緩和ケ

ア科が介入する必要性と有効性を腫瘍診療科医師、看護師等の医療スタッフに訴えかけてきました。その結

果、確定診断から緩和ケア科が介入するまでの期間は年毎に短縮する傾向にあります。 

 がんの患者さんは、がんと診断されたとき、または治療や生活を考える際に、眠れない、不安、気持ちが

落ち込むなどの症状が出現します。また、抗癌治療によって身体のだるさ、吐き気、食欲不振などの副作用

が起こることがあります。不快な症状や痛みを抱えると、治療や療養への意欲を保つことも難しくなります。

早い時期から身体とこころの辛い症状を緩和することは、がんという病気を受け入れて治療を続ける上で重

要なことです。今年 4 月に心療内科医師の着任を機に、緩和ケア診療加算を算定可能な緩和ケアチームが 6

月に発足し、7 月より本格的に活動を開始しました。緩和ケアチームが発足したことで、チームメンバーが

組織横断的に積極的に活動することが可能となりました。チームの主な活動は、週 2 回のカンファレンス、

週 4 回の各専門外来と回診です。活動を開始し、約 2 か月経過しましたが、これまで以上に患者、家族に出

会う機会に恵まれ、緩和ケアを提供することができるようになり、また、抗癌治療中の身体やこころの辛さ

に対しても積極的にアプローチすることができるようになり、抗癌治療に取り組む意欲が高まるようにお手

伝いをできるようになりました。 

 緩和ケアとは QOL を改善するアプローチであり、緩和ケアチームは、患者の生活、療養先の選択、最期

を迎える時に向けての心の準備が行なえるように支援します。専門性を有する多職種が活動することによっ

て、がん患者、そして家族にとっては、緩和ケア科は特別な診療科でなく、がんと共に生きていく上で身近

な存在になりつつあると感じています。また、各腫瘍診療科、看護師等の医療スタッフにも、緩和ケア科の

必要性、有効性が認知されるようになりました。現在、緩和ケアチームへの紹介患者は 1 か月 10 名程度で

す。緩和ケアチームの介入によって、緩和ケア外来の新規受診患者、緩和ケア病棟への新規入棟患者も増加

しています。 

 これからも多くの患者、家族に出会い、緩和ケアや緩和ケア病棟についての情報提供を続け、患者の自律

性を高める支援に邁進してまいります。 

                            【緩和ケアチーム 専従看護師 渡部芳紀】 

暑さが厳しい夏から一転、季節は秋へと変わりました。入院中の患者さんへ尐しでも季節を味わって頂け

るように、7 月にはスイカ、8 月には打ち上げ花火、9 月には秋の風景と季節に合わせたグリーティングカ

ードを作成しました。 患者さん一人ひとりにお言葉をかけながらカードをお渡しさせて頂くと、「ありが

とう」、「もうすぐ秋だな～」と笑顔で言葉を返してくださいます。その笑顔をまた見せて頂けるようにと、

次のカードの作成に取りかかっているところです。 

                         【緩和ケア病棟 フットケアセラピスト 平美紀】 

季節の一枚 
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病棟スタッフの休日 

平成 25 年度山形県在宅医療推進モデル事業  

事例検討会ならびに情報交換会 
三友堂病院地域緩和ケアサポートセンターは今年で開設 5 年目を迎えました。当センターは、患者さんと

ご家族が住み慣れた家で過ごす「在宅療養」の推進に向け日々取り組んでいます。緩和ケア病棟では痛みを

はじめとした様々な症状の緩和のお手伝いをしています。症状が緩和されると、多くの患者さんは在宅で療

養されるようになります。 

 在宅療養をしている患者さんとそのご家族の皆さんは、自宅での療養をコーディネートするケアマネージ

ャーや、体調の確認や点滴などの医療行為を行う訪問看護師、自宅での介護をするヘルパーなど、様々な職

種の人々に支えられ在宅で過ごされています。在宅療養が円滑に行われるには、地域で活動するケアマネー

ジャーや訪問看護師、ヘルパーなど専門職の活動が必要不可欠です。昨年度より当センターは「山形県在宅

医療推進モデル事業」を展開しています。その事業の一環として、さらなる連携の強化と地域における緩和

ケアの質の向上を目指して、『事例検討会ならびに情報交換会』を開催しています。これは、地域で働く専

門職との連携を強化し「顔の見える関係作り」の構築に向けた取り組みの一つとして行われています。今回、

8 月 20 日には訪問看護師、ケアマネージャー、ヘルパー、福祉用具事業所スタッフ、病棟医師、病棟看護師

など 36 名が参加しました。在宅で療養された患者さんのケースを振り返り、各々の立場からの意見を交換し、

新たな課題が抽出され、とても有意義な会となりました。 

 今後、在宅で療養される患者さんとそのご家族はさらに増えていくと思われます。患者さんの個別性に合

わせた支援が行えるよう、地域スタッフと強い連携を作り、地域緩和ケアに取り組んでいきたいと思います。                                               

【緩和ケア病棟 看護師 根津香緒里】 

6月 13 日、14日に病棟の仲間と共に尾瀬に行ってきました。

清々しい空気と可憐な花に癒されて、とてもリフレッシュでき

ました。山道は時に険しく、体力不足の私には過酷なところも

ありましたが、登り切った後のおにぎりのおいしさは格別でし

た。普段は山に囲まれた米沢に住んでいる私達ですが、山に登

ってみるととても清々しい気持ちになりますよ。 

           【緩和ケア病棟 看護師 重野朊子】 
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この度、緩和ケア病棟の音楽療法士である小笠原未希さんが、日本

音楽療法学会認定音楽療法士の資格を取得しました。これまで小笠原

さんは入院中の患者さんやご家族の皆さんへ音楽を通して勇気や元気

を届けてくれています。今後も幅広い活動に期待しましょう。  

 今年度から始まった『いきいき音楽広場』について紹介します！ 

「～いきいき音楽広場へようこそ～」   緩和ケア病棟 音楽療法士 小笠原未希 

 

 

 

 

６月から月に１回、全病棟の入院患者さんを対象とした集

団音楽療法を始動しました。“いきいき音楽広場”の名には、

参加した患者さんに「嬉しい」、「楽しい」、「懐かしい」

と心地良さを感じ、いきいきとした気持ちを持って頂きたい

との願いが込められています。 

 約 40分のセッションの中で、季節の歌や懐かしい歌謡曲、

誰にでもできる簡単な楽器を使ったアンサンブル、軽い運動

を軽やかな歌にのせて行うなど、活動内容は様々です。 

横浜で開催された日本緩和医療学会学術大会に参加してきました。「いきいきと生き、幸せに逝く」と

いう学会テーマの元、当院地域緩和ケアサポートセンターの取り組みについて報告した「早期からの緩和

ケアの重要性」が優秀演題に選ばれ、ポスターと口演両方で発表させて頂きました。 

 今回、早期からの緩和ケアの実践に向けて、当サポートセン

ター開設以来過去 4 年間の取り組みによって得られた成果と、

今後の課題について報告を行いました。早期から積極的に症状

コントロールを行うことで、身体的苦痛の軽減につながってい

ることが示されました。そして、緩和ケア病棟在棟日数の短縮、

在宅療養期間の延長、在宅移行率の上昇、在宅での看取りの増

加に結び付きました。早期から緩和ケアが行われることによっ

て、療養の場が入院から在宅へシフトしてきていることが示唆

されました。 

認定音楽療法士誕生！！ 

参加した患者さんからは「楽しかった」、「また参加したい」、「昔の歌で懐かしくて良かった」、「リ

ラックスできた」などの声を頂いております。興味のある方は是非、足を運んでみてください。多数のご

参加をお持ちしております。               

第 18 回日本緩和医療学会学術大会 

「早期からの緩和ケアの重要性」         緩和ケア病棟看護師 木村彩 

6 月 21、22 日に横浜で開催されました日本緩和医療学会学術大会において、緩和ケア病棟の木村彩看

護師と市川歩看護師がサポートセンターの取り組みについて発表を行いました。2 名の発表とも大会で高

い評価を受け、優秀演題として表彰頂きました。 

優秀演題に選ばれる！！ 
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発表後の質疑応答では、地域との連携、特にがん診療拠点病院との連携はどのように行っているのか等

の質問を頂きました。在宅療養の支援体制は整いつつありますが、地域連携についてはまだまだ多くの課

題が残っています。当院では今年度から緩和ケアチームが発足し、早期からの緩和ケアの実践と患者さん

の自律性の向上に向けて、充実した体制で臨むことができるようになりました。また、地域のネットワー

クの構築『愛のネットワーク』を進めていますが、今後も地域規模での患者・家族への教育・指導、医療

者への啓発活動、医療機関・介護施設・訪問看護ステーションとの連携をさらに強化して体制整備を推進

していく必要があると考えられました。 

「在宅療養支援型緩和ケア病棟における看護師のストレス」 

                       緩和ケア病棟看護師 市川歩 

りました。ストレスは人間の成長にとって必要なものであり、専門職として向上するための糧とはされてい

るものの、ストレスが強すぎるとバーンアウトにつながることもあるため、今後、ストレスを軽減するため

の対策が必要と考えられました。 

当院の緩和ケア病棟看護師は、入棟患者に対して早期からの徹

底した症状緩和と在宅療養環境の整備を行うとともに、様々な苦

痛や喪失感によって心身の苦痛を抱える患者さんとご家族に関わ

るなど、日々負担の多い状況下で働いています。今回、緩和ケア

病棟看護師と一般急性期病棟看護師を対象に、看護師のストレス

に焦点をあてたツールを用いて質問紙調査を行い、病棟毎・勤務

経験年数別毎に比較検討しました。その結果、緩和ケア病棟看護

師は一般急性期病棟看護師よりもストレスの程度が高く、特に経

験の浅い看護師は大きなストレスを抱えていることが明らかとな 

 

【編集後記】 

 厳しい暑さから一転、過ごしやすい秋の季節を迎えました。地域の皆様には、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。センタースタッフ一同心を合

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

季節の変わり目ですので、ご自愛くださいますように。    【編集員 小笠原未希、根津香緒里】 

講師：緩和ケアサポートセンター長  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：10月 22日 医者にかかる１０箇条 

11月 5日終末期医療（リビングウィル） 

11月 19日 悪い知らせを聞いたとき 

 

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。 

 

痛み教室のご案内 

地域緩和ケアサポートセンター  ℡：0238-24-8355   FAX：0238-24-8355 

棟内散歩 

緩和ケア病棟では季節ごとに様々な趣向が棟内

を彩ります。棟内にも秋の訪れが感じられます。 


