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苦痛に対する治療も行っています。
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者さん自身が、自分の病気についてしっかり理解することです。認知障害などで、無念にも自律性

が失われた場合であっても、代弁者である

師や看護師、薬剤師などの医療者側も、正確な説明を行う役割を果たさなければなりません。がん

のような重大な病気に遭遇してしまった場合など、病気や病状、診断や治療、たとえば、手術を受

けるのか受けないのか、抗

             

 

れた時から提供されるとともに、診断、治療、在宅医療など様々な場面で切れ目なく実施されるよう

重点的に取り組むこと」が目標とされました。

2005年から緩和ケアに取り組んできました。強い痛みにはモルヒネを使って、“苦

痛を緩和して生活の質をよくする医療”を行っています。

ーを中心に、置賜地区の病院や介護施設と連携して、「早期からの緩和ケア」を推進しています。昨

年からは「心療内科」も開設され、がんの診断や治療に伴う多くの不安や抑うつなど、精神的心理的

苦痛に対する治療も行っています。

がんの治療とともに痛みや不安も治療しましょう。体力のあるときに、がんと共に生きていくた

めに生活設計を見直し、リビング・ウイルを作成しましょう。米沢では介護支援センターや訪問看護

ステーションが充実しており、患者さんの希望に添って在宅療養が安心してできるような支援体制が

整っています。がんになっても“早くから上手に”緩和ケアを利用して、「質の高い生活」を送りま

患者中心の医療について考える

地域緩和ケアサポートセンター

今、「患者中心の医療」が叫ばれています。これまでの医療が患者中心の医療ではないとすると、

いったい何が足りなかったのでしょうか。患者さんもご家族もそして我々医療者も目標とするとこ

、患者さんの命を守ること、病気が治ること、治ら

できるだけ苦痛が取り除かれることです

ことは、診断や治療を進めていく上で、主役は、医師ではなく、患者さんであり、患者さんがすべ

ての決定権を持っているということです。この認識を一人の患者さんに関わる全

とが必要であると考えます。関わる人々は患者さんがその権限を発揮できるように支えることが大

 

では、そのために何が必要でしょうか。それは、病気のこと、現在の病状、そしてこれからどう

なるのかということ、これらのことについて、主役である患者さんはもちろん、患者さんを支える

人々全員が、正確に理解し、同じ認識を持つことであると思います。患者中心の医療の基本は、患

者さん自身が、自分の病気についてしっかり理解することです。認知障害などで、無念にも自律性

が失われた場合であっても、代弁者である

師や看護師、薬剤師などの医療者側も、正確な説明を行う役割を果たさなければなりません。がん

のような重大な病気に遭遇してしまった場合など、病気や病状、診断や治療、たとえば、手術を受

けるのか受けないのか、抗がん剤治療を受けるのか受けないのか、そして、未来のことについて、

      地域緩和ケアサポートセンターだより

 

れた時から提供されるとともに、診断、治療、在宅医療など様々な場面で切れ目なく実施されるよう

重点的に取り組むこと」が目標とされました。

年から緩和ケアに取り組んできました。強い痛みにはモルヒネを使って、“苦

痛を緩和して生活の質をよくする医療”を行っています。

ーを中心に、置賜地区の病院や介護施設と連携して、「早期からの緩和ケア」を推進しています。昨

年からは「心療内科」も開設され、がんの診断や治療に伴う多くの不安や抑うつなど、精神的心理的

苦痛に対する治療も行っています。 

がんの治療とともに痛みや不安も治療しましょう。体力のあるときに、がんと共に生きていくた

リビング・ウイルを作成しましょう。米沢では介護支援センターや訪問看護

ステーションが充実しており、患者さんの希望に添って在宅療養が安心してできるような支援体制が

整っています。がんになっても“早くから上手に”緩和ケアを利用して、「質の高い生活」を送りま

患者中心の医療について考える

地域緩和ケアサポートセンター

今、「患者中心の医療」が叫ばれています。これまでの医療が患者中心の医療ではないとすると、

いったい何が足りなかったのでしょうか。患者さんもご家族もそして我々医療者も目標とするとこ

、患者さんの命を守ること、病気が治ること、治ら

できるだけ苦痛が取り除かれることです。その目標に向かって、心にとめておかなければならない

ことは、診断や治療を進めていく上で、主役は、医師ではなく、患者さんであり、患者さんがすべ

ての決定権を持っているということです。この認識を一人の患者さんに関わる全

とが必要であると考えます。関わる人々は患者さんがその権限を発揮できるように支えることが大

では、そのために何が必要でしょうか。それは、病気のこと、現在の病状、そしてこれからどう

なるのかということ、これらのことについて、主役である患者さんはもちろん、患者さんを支える

人々全員が、正確に理解し、同じ認識を持つことであると思います。患者中心の医療の基本は、患

者さん自身が、自分の病気についてしっかり理解することです。認知障害などで、無念にも自律性

が失われた場合であっても、代弁者であるご家族が正確に理解することです。一方で、説明する医

師や看護師、薬剤師などの医療者側も、正確な説明を行う役割を果たさなければなりません。がん

のような重大な病気に遭遇してしまった場合など、病気や病状、診断や治療、たとえば、手術を受

がん剤治療を受けるのか受けないのか、そして、未来のことについて、
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れた時から提供されるとともに、診断、治療、在宅医療など様々な場面で切れ目なく実施されるよう

重点的に取り組むこと」が目標とされました。 

年から緩和ケアに取り組んできました。強い痛みにはモルヒネを使って、“苦

痛を緩和して生活の質をよくする医療”を行っています。

ーを中心に、置賜地区の病院や介護施設と連携して、「早期からの緩和ケア」を推進しています。昨

年からは「心療内科」も開設され、がんの診断や治療に伴う多くの不安や抑うつなど、精神的心理的

がんの治療とともに痛みや不安も治療しましょう。体力のあるときに、がんと共に生きていくた

リビング・ウイルを作成しましょう。米沢では介護支援センターや訪問看護

ステーションが充実しており、患者さんの希望に添って在宅療養が安心してできるような支援体制が

整っています。がんになっても“早くから上手に”緩和ケアを利用して、「質の高い生活」を送りま

患者中心の医療について考える

地域緩和ケアサポートセンター 緩和ケア病棟長

今、「患者中心の医療」が叫ばれています。これまでの医療が患者中心の医療ではないとすると、

いったい何が足りなかったのでしょうか。患者さんもご家族もそして我々医療者も目標とするとこ

、患者さんの命を守ること、病気が治ること、治ら

。その目標に向かって、心にとめておかなければならない

ことは、診断や治療を進めていく上で、主役は、医師ではなく、患者さんであり、患者さんがすべ

ての決定権を持っているということです。この認識を一人の患者さんに関わる全

とが必要であると考えます。関わる人々は患者さんがその権限を発揮できるように支えることが大

では、そのために何が必要でしょうか。それは、病気のこと、現在の病状、そしてこれからどう

なるのかということ、これらのことについて、主役である患者さんはもちろん、患者さんを支える

人々全員が、正確に理解し、同じ認識を持つことであると思います。患者中心の医療の基本は、患

者さん自身が、自分の病気についてしっかり理解することです。認知障害などで、無念にも自律性

ご家族が正確に理解することです。一方で、説明する医

師や看護師、薬剤師などの医療者側も、正確な説明を行う役割を果たさなければなりません。がん

のような重大な病気に遭遇してしまった場合など、病気や病状、診断や治療、たとえば、手術を受

がん剤治療を受けるのか受けないのか、そして、未来のことについて、

地域緩和ケアサポートセンターだより               

れた時から提供されるとともに、診断、治療、在宅医療など様々な場面で切れ目なく実施されるよう

年から緩和ケアに取り組んできました。強い痛みにはモルヒネを使って、“苦

痛を緩和して生活の質をよくする医療”を行っています。2009年からは地域緩和ケアサポートセンタ

ーを中心に、置賜地区の病院や介護施設と連携して、「早期からの緩和ケア」を推進しています。昨

年からは「心療内科」も開設され、がんの診断や治療に伴う多くの不安や抑うつなど、精神的心理的

がんの治療とともに痛みや不安も治療しましょう。体力のあるときに、がんと共に生きていくた

リビング・ウイルを作成しましょう。米沢では介護支援センターや訪問看護

ステーションが充実しており、患者さんの希望に添って在宅療養が安心してできるような支援体制が

整っています。がんになっても“早くから上手に”緩和ケアを利用して、「質の高い生活」を送りま

患者中心の医療について考える 

緩和ケア病棟長

今、「患者中心の医療」が叫ばれています。これまでの医療が患者中心の医療ではないとすると、

いったい何が足りなかったのでしょうか。患者さんもご家族もそして我々医療者も目標とするとこ

、患者さんの命を守ること、病気が治ること、治ら

。その目標に向かって、心にとめておかなければならない

ことは、診断や治療を進めていく上で、主役は、医師ではなく、患者さんであり、患者さんがすべ

ての決定権を持っているということです。この認識を一人の患者さんに関わる全

とが必要であると考えます。関わる人々は患者さんがその権限を発揮できるように支えることが大

では、そのために何が必要でしょうか。それは、病気のこと、現在の病状、そしてこれからどう

なるのかということ、これらのことについて、主役である患者さんはもちろん、患者さんを支える

人々全員が、正確に理解し、同じ認識を持つことであると思います。患者中心の医療の基本は、患

者さん自身が、自分の病気についてしっかり理解することです。認知障害などで、無念にも自律性

ご家族が正確に理解することです。一方で、説明する医

師や看護師、薬剤師などの医療者側も、正確な説明を行う役割を果たさなければなりません。がん

のような重大な病気に遭遇してしまった場合など、病気や病状、診断や治療、たとえば、手術を受

がん剤治療を受けるのか受けないのか、そして、未来のことについて、

                                    

れた時から提供されるとともに、診断、治療、在宅医療など様々な場面で切れ目なく実施されるよう

年から緩和ケアに取り組んできました。強い痛みにはモルヒネを使って、“苦

年からは地域緩和ケアサポートセンタ

ーを中心に、置賜地区の病院や介護施設と連携して、「早期からの緩和ケア」を推進しています。昨

年からは「心療内科」も開設され、がんの診断や治療に伴う多くの不安や抑うつなど、精神的心理的

がんの治療とともに痛みや不安も治療しましょう。体力のあるときに、がんと共に生きていくた

リビング・ウイルを作成しましょう。米沢では介護支援センターや訪問看護

ステーションが充実しており、患者さんの希望に添って在宅療養が安心してできるような支援体制が

整っています。がんになっても“早くから上手に”緩和ケアを利用して、「質の高い生活」を送りま

緩和ケア病棟長   川村

今、「患者中心の医療」が叫ばれています。これまでの医療が患者中心の医療ではないとすると、

いったい何が足りなかったのでしょうか。患者さんもご家族もそして我々医療者も目標とするとこ

、患者さんの命を守ること、病気が治ること、治らない病気であったとしても、

。その目標に向かって、心にとめておかなければならない

ことは、診断や治療を進めていく上で、主役は、医師ではなく、患者さんであり、患者さんがすべ

ての決定権を持っているということです。この認識を一人の患者さんに関わる全

とが必要であると考えます。関わる人々は患者さんがその権限を発揮できるように支えることが大

では、そのために何が必要でしょうか。それは、病気のこと、現在の病状、そしてこれからどう

なるのかということ、これらのことについて、主役である患者さんはもちろん、患者さんを支える

人々全員が、正確に理解し、同じ認識を持つことであると思います。患者中心の医療の基本は、患

者さん自身が、自分の病気についてしっかり理解することです。認知障害などで、無念にも自律性

ご家族が正確に理解することです。一方で、説明する医

師や看護師、薬剤師などの医療者側も、正確な説明を行う役割を果たさなければなりません。がん

のような重大な病気に遭遇してしまった場合など、病気や病状、診断や治療、たとえば、手術を受

がん剤治療を受けるのか受けないのか、そして、未来のことについて、

                   

れた時から提供されるとともに、診断、治療、在宅医療など様々な場面で切れ目なく実施されるよう

年から緩和ケアに取り組んできました。強い痛みにはモルヒネを使って、“苦

年からは地域緩和ケアサポートセンタ

ーを中心に、置賜地区の病院や介護施設と連携して、「早期からの緩和ケア」を推進しています。昨

年からは「心療内科」も開設され、がんの診断や治療に伴う多くの不安や抑うつなど、精神的心理的

がんの治療とともに痛みや不安も治療しましょう。体力のあるときに、がんと共に生きていくた

リビング・ウイルを作成しましょう。米沢では介護支援センターや訪問看護

ステーションが充実しており、患者さんの希望に添って在宅療養が安心してできるような支援体制が

整っています。がんになっても“早くから上手に”緩和ケアを利用して、「質の高い生活」を送りま

川村 博司

今、「患者中心の医療」が叫ばれています。これまでの医療が患者中心の医療ではないとすると、

いったい何が足りなかったのでしょうか。患者さんもご家族もそして我々医療者も目標とするとこ

ない病気であったとしても、

。その目標に向かって、心にとめておかなければならない

ことは、診断や治療を進めていく上で、主役は、医師ではなく、患者さんであり、患者さんがすべ

ての決定権を持っているということです。この認識を一人の患者さんに関わる全員が持つと言うこ

とが必要であると考えます。関わる人々は患者さんがその権限を発揮できるように支えることが大

では、そのために何が必要でしょうか。それは、病気のこと、現在の病状、そしてこれからどう

なるのかということ、これらのことについて、主役である患者さんはもちろん、患者さんを支える

人々全員が、正確に理解し、同じ認識を持つことであると思います。患者中心の医療の基本は、患

者さん自身が、自分の病気についてしっかり理解することです。認知障害などで、無念にも自律性

ご家族が正確に理解することです。一方で、説明する医

師や看護師、薬剤師などの医療者側も、正確な説明を行う役割を果たさなければなりません。がん

のような重大な病気に遭遇してしまった場合など、病気や病状、診断や治療、たとえば、手術を受

がん剤治療を受けるのか受けないのか、そして、未来のことについて、

                   第 15 号

れた時から提供されるとともに、診断、治療、在宅医療など様々な場面で切れ目なく実施されるよう

年から緩和ケアに取り組んできました。強い痛みにはモルヒネを使って、“苦

年からは地域緩和ケアサポートセンタ

ーを中心に、置賜地区の病院や介護施設と連携して、「早期からの緩和ケア」を推進しています。昨

年からは「心療内科」も開設され、がんの診断や治療に伴う多くの不安や抑うつなど、精神的心理的

がんの治療とともに痛みや不安も治療しましょう。体力のあるときに、がんと共に生きていくた

リビング・ウイルを作成しましょう。米沢では介護支援センターや訪問看護

ステーションが充実しており、患者さんの希望に添って在宅療養が安心してできるような支援体制が

整っています。がんになっても“早くから上手に”緩和ケアを利用して、「質の高い生活」を送りま

博司 

今、「患者中心の医療」が叫ばれています。これまでの医療が患者中心の医療ではないとすると、

いったい何が足りなかったのでしょうか。患者さんもご家族もそして我々医療者も目標とするとこ

ない病気であったとしても、

。その目標に向かって、心にとめておかなければならない

ことは、診断や治療を進めていく上で、主役は、医師ではなく、患者さんであり、患者さんがすべ

員が持つと言うこ

とが必要であると考えます。関わる人々は患者さんがその権限を発揮できるように支えることが大

では、そのために何が必要でしょうか。それは、病気のこと、現在の病状、そしてこれからどう

なるのかということ、これらのことについて、主役である患者さんはもちろん、患者さんを支える

人々全員が、正確に理解し、同じ認識を持つことであると思います。患者中心の医療の基本は、患

者さん自身が、自分の病気についてしっかり理解することです。認知障害などで、無念にも自律性

ご家族が正確に理解することです。一方で、説明する医

師や看護師、薬剤師などの医療者側も、正確な説明を行う役割を果たさなければなりません。がん

のような重大な病気に遭遇してしまった場合など、病気や病状、診断や治療、たとえば、手術を受

がん剤治療を受けるのか受けないのか、そして、未来のことについて、 
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れた時から提供されるとともに、診断、治療、在宅医療など様々な場面で切れ目なく実施されるよう

年から緩和ケアに取り組んできました。強い痛みにはモルヒネを使って、“苦

年からは地域緩和ケアサポートセンタ
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痛に対する全人的ケア」、そして、「在宅医療」について学んでいただくことを目的として、下記のと
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しています。入院から在宅療養移行、在宅療養と在宅での看取りを支援することが急がれます。そこ

で今必要なことは、地域で切れ目なく緩和ケアを提供していくことです。そのために、「患者中心の医

療」、「患者の意思の尊重」について、また、「痛み、痛み以外の身体的症状、心理的、社会的、霊的苦

痛に対する全人的ケア」、そして、「在宅医療」について学んでいただくことを目的として、下記のと

つきましては、職種を問わず、受講者を広く募集いたしますので、御案内申し上げます。

記 

緩和ケア研修（全 10回）

置賜地域の医療、介護、福祉従事者 

をお送りいたしますので、

でお申し込みください。 

日（火） 

詳しい研修内容は、別紙地域緩和ケアサポートセンター緩和ケア研修プログラムを

               ――――        お申し込み先お申し込み先お申し込み先お申し込み先

三友堂病院地域緩和ケアサポートセンター

         黒田 

        電話 0238

        FAX  0238

緩和ケアに関する研修会を開催することになりました。

全人的、包括的地域緩和ケアを目指して、１０回シリーズで開催

地域緩和ケアサポートセンターだより               
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当センターの運営につきましては、日ごろ格別の御協力を賜り厚く御礼を申し上げます。

当センターでは、『人明かりに包まれた医療』の実現を目指して、様々な事業を行っております。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。入院から在宅療養移行、在宅療養と在宅での看取りを支援することが急がれます。そこ

していくことです。そのために、「患者中心の医

療」、「患者の意思の尊重」について、また、「痛み、痛み以外の身体的症状、心理的、社会的、霊的苦

痛に対する全人的ケア」、そして、「在宅医療」について学んでいただくことを目的として、下記のと

つきましては、職種を問わず、受講者を広く募集いたしますので、御案内申し上げます。
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全人的、包括的地域緩和ケアを目指して、１０回シリーズで開催
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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。入院から在宅療養移行、在宅療養と在宅での看取りを支援することが急がれます。そこ

していくことです。そのために、「患者中心の医

療」、「患者の意思の尊重」について、また、「痛み、痛み以外の身体的症状、心理的、社会的、霊的苦

痛に対する全人的ケア」、そして、「在宅医療」について学んでいただくことを目的として、下記のと

つきましては、職種を問わず、受講者を広く募集いたしますので、御案内申し上げます。

をお送りいたしますので、ご記入の上、

詳しい研修内容は、別紙地域緩和ケアサポートセンター緩和ケア研修プログラムを
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研修会を開催することになりました。

全人的、包括的地域緩和ケアを目指して、１０回シリーズで開催いたします。
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当センターでは、『人明かりに包まれた医療』の実現を目指して、様々な事業を行っております。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。入院から在宅療養移行、在宅療養と在宅での看取りを支援することが急がれます。そこ

していくことです。そのために、「患者中心の医
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 平成平成 26 年 6 月 15

        

1.緩和ケア総論

2.症状マネージメント－痛み－

3.症状マネージメント－痛み以外の症状－

4.症状マネージメント－心理的苦痛－

5.症状マネージメント－社会的苦痛－

6.症状マネージメント－霊的苦痛－

7.補完代替療法

8.終末期医療ガイドライン

・終末期医療の決定プロセスに関するガイドライン

・診療方針決定ガイドライン

・セデーションに関するガイドライン

・人工呼吸や心臓マッサージなどの蘇生措置の拒否

（Do Not Attempt to Resuscitate : DNAR

・お別れの説明パンフレット

9.地域緩和ケアネットワークと緩和ケア病棟

10．在宅療養と在宅での看取り

・在宅で使用する機器

    

   

研修期日

研修時間

 

15 日          

 

 

地域緩和ケアサポートセンター緩和ケア研修プログラム

        テーマ

緩和ケア総論            

症状マネージメント－痛み－

症状マネージメント－痛み以外の症状－

症状マネージメント－心理的苦痛－

症状マネージメント－社会的苦痛－

症状マネージメント－霊的苦痛－

補完代替療法   

終末期医療ガイドライン

・終末期医療の決定プロセスに関するガイドライン

・診療方針決定ガイドライン

・セデーションに関するガイドライン

・人工呼吸や心臓マッサージなどの蘇生措置の拒否

Do Not Attempt to Resuscitate : DNAR

・お別れの説明パンフレット

地域緩和ケアネットワークと緩和ケア病棟

．在宅療養と在宅での看取り

・在宅で使用する機器

    麻薬持続注入ポンプ

点滴持続注入ポンプ

CVポート

研修期日 平成 26

研修時間 各１時間

             

 

地域緩和ケアサポートセンター緩和ケア研修プログラム

テーマ              

            

症状マネージメント－痛み－

症状マネージメント－痛み以外の症状－

症状マネージメント－心理的苦痛－

症状マネージメント－社会的苦痛－

症状マネージメント－霊的苦痛－

   －音楽療法－

終末期医療ガイドライン       

・終末期医療の決定プロセスに関するガイドライン

・診療方針決定ガイドライン

・セデーションに関するガイドライン

・人工呼吸や心臓マッサージなどの蘇生措置の拒否

Do Not Attempt to Resuscitate : DNAR

・お別れの説明パンフレット

地域緩和ケアネットワークと緩和ケア病棟

．在宅療養と在宅での看取り

・在宅で使用する機器       

麻薬持続注入ポンプ

点滴持続注入ポンプ

ポート 

26 年 8月～12

各１時間 全 10 時間

      地域緩和ケアサポートセンターだより

 

地域緩和ケアサポートセンター緩和ケア研修プログラム

              

            

症状マネージメント－痛み－     

症状マネージメント－痛み以外の症状－

症状マネージメント－心理的苦痛－  

症状マネージメント－社会的苦痛－  

症状マネージメント－霊的苦痛－   

－音楽療法－   

       

・終末期医療の決定プロセスに関するガイドライン

・診療方針決定ガイドライン 

・セデーションに関するガイドライン

・人工呼吸や心臓マッサージなどの蘇生措置の拒否

Do Not Attempt to Resuscitate : DNAR

・お別れの説明パンフレット              

地域緩和ケアネットワークと緩和ケア病棟

．在宅療養と在宅での看取り      

       

麻薬持続注入ポンプ 

点滴持続注入ポンプ 

12 月  

時間 

地域緩和ケアサポートセンターだより

5 

  

地域緩和ケアサポートセンター緩和ケア研修プログラム

 

              

                加藤佳子

         加藤佳子

症状マネージメント－痛み以外の症状－    川村博司

      灘岡壽英

      渡部芳紀

石垣砂織

       黒田美智子

       小笠原未希

           川村博司

・終末期医療の決定プロセスに関するガイドライン

・セデーションに関するガイドライン 

・人工呼吸や心臓マッサージなどの蘇生措置の拒否

Do Not Attempt to Resuscitate : DNAR）に関するガイドライン

              吉田美代子

地域緩和ケアネットワークと緩和ケア病棟  黒田美智子

川村博司

         川村博司

           吉田美代子

地域緩和ケアサポートセンターだより               

地域緩和ケアサポートセンター緩和ケア研修プログラム

              講師 

加藤佳子 センター長

加藤佳子 センター長

川村博司 病棟長

灘岡壽英 心療内科科長

渡部芳紀 がん疼痛治療認定看護師

石垣砂織 医療相談室主任

黒田美智子 副センター長

小笠原未希 認定音楽療法士

川村博司 病棟長

・終末期医療の決定プロセスに関するガイドライン 

・人工呼吸や心臓マッサージなどの蘇生措置の拒否 

）に関するガイドライン

吉田美代子 病棟主任

黒田美智子 副センター長

川村博司 病棟長

川村博司 病棟長

吉田美代子 病棟主任

                                    

地域緩和ケアサポートセンター緩和ケア研修プログラム 

センター長   医師

センター長   医師

病棟長     医師

心療内科科長 医師

がん疼痛治療認定看護師

医療相談室主任

副センター長

認定音楽療法士

病棟長     医師

）に関するガイドライン 

病棟主任   看護師

副センター長

病棟長     医師

病棟長     医師

病棟主任   看護師

 

                   

 

医師 

医師 

医師 

医師  

がん疼痛治療認定看護師 

医療相談室主任 MSW 

副センター長 看護師 

認定音楽療法士 

医師 

看護師 

副センター長 看護師 

医師 

医師 

看護師 
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 平成

出することも散歩と呼べると思います．外の空気に触れ，景色や街

少ない適度な運動となり，心や身体にいい効用をもたらしてくれるのではないでしょうか．

しかし，散歩をする習慣のない方や出不精なかたは散歩自体が億劫なのかもしれません．少し見方を

変えて散歩の楽しみ方を考えてみましょう．

余裕をもって

ら，歩くことや周りを眺める余裕は残しておきましょう．運動不足解消のた

方は少し歩くスピードを速くしてみましょう

いうことを忘れずに，歩くフォームとかは気にせずに自由に楽しみましょう．無理は禁物です．徐々

に距離や時間を増やせばいいのであって，気が向かなかったら当初の目的地につかなくても，

で

平成 26 年 6 月 15

散歩はただ歩くということだけでなく様々な効用も含んでいます．また，自分の足で歩かずとも外

出することも散歩と呼べると思います．外の空気に触れ，景色や街

少ない適度な運動となり，心や身体にいい効用をもたらしてくれるのではないでしょうか．

しかし，散歩をする習慣のない方や出不精なかたは散歩自体が億劫なのかもしれません．少し見方を

変えて散歩の楽しみ方を考えてみましょう．

余裕をもって

歩くぞ！散歩に行くぞ！と気負うのはいかがなものでしょう．あくまで楽しみとしての散歩ですか

ら，歩くことや周りを眺める余裕は残しておきましょう．運動不足解消のた
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いうことを忘れずに，歩くフォームとかは気にせずに自由に楽しみましょう．無理は禁物です．徐々

に距離や時間を増やせばいいのであって，気が向かなかったら当初の目的地につかなくても，

でコースを変えるのも自由なのです．

ですし，なにより自然の音や街の雑踏を遮断してしまうのは残念な気がします．時には目線を上げ

てみたり，地面に注意を向けてみたりするのもいいですね，普段は意識していないものに気づけた

りできるかもしれません．

 

楽しみ方は人それぞれで無限大です．自分なりのスタイルで気軽に散歩を楽しんでみませんか．

15 日          
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楽しみ方は人それぞれで無限大です．自分なりのスタイルで気軽に散歩を楽しんでみませんか．

新緑の季節、外に出てお散歩をするのが気持ち

良い季節となりました。

楽しくお散歩をするために、

コツや工夫を
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暑くなってくると、気温の差についていけず体調を崩し

たり、冷たいものに偏ったりするようなことはありません

か？食事を作るのも億劫になり、食べる量も減ってしまい

がちです。 

 

夏バテ対策 食事のポイント 

①朝、昼、夕食を食べる 

②タンパク質、ビタミン類を食べる 

夏に向けての栄養について 

 

 

夏に摂りたい 栄養素 

○ビタミンＢ１ 

働き･･･糖質をエネルギーに変換する、神経機能を正常に

保つ 

多く含む食品･･･豚肉、うなぎ、ぶり等 

○クエン酸 

働き･･･疲労回復、血流改善 

多く含む食品･･･レモン、パイナップル、梅干し、酢等 

○ビタミンＣ 

働き･･･コラーゲンの合成、老化や動脈硬化予防、鉄の吸

収をしやすくする 

多く含む食品･･･赤ピーマン、モロヘイヤ、ブロッコリー

等 

 

 

栄養だけでなく十分な睡眠、適度な

運動、気分転換を図り、夏バテを予

防しましょう。 
【栄養管理室 野間祥子】 
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新スタッフ紹介 
4 月より、新しいスタッフが緩和ケア病棟に加わりました。 

若いスタッフと経験を積んだスタッフ、力を合わせて盛り上げていきましょう。 

 

鈴木沙央里さん 
今年度より緩和ケア病棟に配属になり

ました。生まれは長崎県の雲仙というとこ

ろです。 
高校卒業後埼玉での生活を始めて、看護

師として３年間病院で働いてきました。 
結婚し、米沢へと来ることになったので

すが、緩和ケアは昔から興味のある分野で

したのでこちらに来て新しいことを毎日

学べて素晴らしい環境だと感じています。

環境が変わり、大変なことも多々あります

が、スタッフの皆様にたくさんのことを教

えて頂きながら看護師として成長してい

けたらと思っていますのでよろしくお願

い致します。 
 

 

長谷川繁生先生 初めまして、外科の長谷川繁生です。本

年４月より、三友堂病院に勤務する事とな

りました。専門は、消化器外科であります

が、外科学一般の診療にあたります。昨年

度まで公立置賜総合病院に勤務しており

ましたが、以前は日本海総合病院等での勤

務歴があり、日本海病院では、羽越線脱線

事故を経験しまして、その時の対応からか

当院病院長から、ICU・救急部長を拝命す

る事となりました。一人一人の患者さんに

対する誠実な診療をモットーに頑張って

いきたいと思います。どうぞよろしくお願

いいたします。 
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栗木菜緒さん 
今年度より、緩和ケア病棟に配属となりま

した。生まれも育ちも米沢です。今でも米沢

市街に行くときに、『米沢に行ってくる。』と

祖母含め地域の方々が言うようなところに住

んでいます。もともと、在宅で緩和ケアをし、

地域の患者様を支えられたらなと思い看護師

を目指し、緩和ケア病棟がある当院に就職し

ました。今回、念願の緩和ケア病棟所属とな

り嬉しく思っています。それと同時に、在宅

で最期の時間を過ごす事を望まれている方の

多さ、在宅での生活移行の早さに驚いていま

す。患者様のご希望、それをご家族の方と支

え叶えられるよう、その方らしく過ごされる

ように少しでも力になれたらと思っていま

す。よろしくお願い致します。 
 

鈴木さよ子さん 

 

米沢に来て 30 年、採れた所は小豆島。最

初は雪がいっぱいで嬉しく、妊娠中にもかか

わらず、率先して屋根の雪おろしをしていま

した。 
住めば都というように、冬の白銀の世界か

ら、春の土の香りや新緑に感激しています。 
4 月から緩和に移動になりました。記憶力

も身体的にも低下している新人ですが、優し

い先輩の指導の下、患者様・ご家族様の声に

耳を傾け、その人らしい生活が送れるようお

手伝いさせて頂きたいと思います。どうぞよ

ろしくお願いします。 
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【編集後記】 

初夏のさわやかな風が木々の緑とたわむれる頃となりました。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協力を賜りまして、心より感謝いたします。 

 新しいスタッフを迎え、地域緩和ケアの推進に向けて、より一層の努力をして参りますので、

どうぞよろしくお願い申しあげます。 

【編集員 岡崎陽子】 

 

               

 

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：緩和ケアサポートセンター 加藤佳子 センター長 

                  川村博司 病棟長 

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 月 3 日  モルヒネについて 

6 月 17 日 医者にかかる１０箇条 

7 月 1 日  終末期医療（リビングウィル） 

 

 

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 

スタッフの休日 
 

看護師 3年目の小形結花です。昨年の 10月から緩和ケア病棟でお世

話になっております。これまで休日はドラマを観て家や実家でまった

り過ごすことが多かったのですが、最近はいろんなところに出かけて

います。たとえば、山形市の植木市（植木も売っていますが、屋台が 

 いっぱいあるお祭り）で食べ歩きもしました

し、仙台に買い物に出かけたらたまたま青葉

祭りというお祭りがやっていたので、ちゃっ

かり楽しんできちゃいました！(笑) 

また、友人と一緒にいろんなお店を開拓す

るのも好きで、先日も同期の友人とお互いの

近況報告を兼ねて病院の近くにあるスープカ

レーのお店に行ってみました！ 

これからもいろいろなお店に行ってみたい

と思うので、何かお勧めのお店があったら皆

さまどうぞ教えてください！ 

【病棟スタッフ 小形結花】 
 

 

 

 


