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【心に残るキーワードはなんですか？】の設問に対して 

「早く死なせてくれと言わせないケア」「緩和ケアは終

末期ケアではない」「患者の意思の尊重」「緩和ケアと

は早期から適切に行われる治療」「緩和ケア≠看取りだ

けの場」「意志決定と患者との話し合い」他、多数の記

載がありました。これらは、加藤センター長が講義の中

で重要な内容として説かれた項目です。ご参加いただい

た皆さんに「緩和ケアの考え方をおわかりいただけた」

と評価しています。 

 

三友堂病院地域緩和ケアサポートセンターでは、今年 8月より、置賜地域の医療・福祉・介護に

携わる多職種の皆さんを対象に「地域緩和ケア研修会」を 10 回シリーズで開催しております。研

修会には、保健師、訪問看護師、介護支援専門員、施設管理者、事務員、作業療法士など合わせて

35 名の皆さんからお申込みいただきました。 

第 1回目は、当サポートセンターの加藤佳子センター長による「緩和ケア総論」の講義が 8 月 26

日に行われました。講義を受けて心に残ったキーワードや感想をご参加いただいた皆さんのアンケ

ートよりそのまま抜粋し、ご紹介します。 

ただ今、三友堂病院地域緩和ケアサポートセンター 

「地域緩和ケア研修会」を開催しています！ 
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また、感想・意見として記載された内容として 

・介護職は医師との情報交換が苦手なので、この機会によりスムーズに利用者さんを支えるための環

境が作れるような方法について教えていただければ幸いです。（介護関係） 

・是非、これからもコミュニケーションをとり、いろんな職種の考えを聞く機会があるとうれしいで

す。（福祉関係） 

などの記載があり、職種同士の情報交換の場やその機会を必要としていることがわかりました。研修

会の後、医師や看護師に在宅で患者さんやご家族との関わりで不安なことや困りごとなどの相談をす

る機会がもたれましたが、今後、こういった機会や時間をさらに充実させる必要性を強く感じました。 

質疑応答の時間では、施設関係者より入所中の利用者さんの延命処置に関する質問があり、現場で

直面している切実な問題をあらためて知ることができました。サポートセンターでは、限られた研修

時間内だけでは、結論までたどりつけない質問事項については、直接お話しをさせていただいたり、

追って関係資料を送るなどの手段を用いるなどの研修後のフォローに努めています。電話での直接の

ご相談にも対応していますのでお気軽に当センターをご利用いただければ幸いです。 

第 1 回 地域緩和ケア研修会 「緩和ケア総論」  

地域緩和ケアサポートセンター長 加藤佳子医師 スライドより 
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りの迎え方を追い求めながら、各職種の役割や連携について学んでいくことによって、少しずつ受

講者の皆さん自身の中で整理されることをお手伝いできればと考えます。 

地域緩和ケア研修会に参加された院外の多職種の皆さんが、緩和ケアに関する知識をもっと深め

ていただき、自宅や施設で療養生活をなさる患者さんや利用者さんへの関わりの中で活かすことが

できれば、この研修会の目的は達成されたことになると考えています。これからの研修会にもどう

ぞ、奮ってご参加くださいますようお願いいたします。 

「自宅で看取るのはこわい」と記載した受

講者がおられました。正直なお気持ちだと思

います。死の瞬間をイメージしたり、臨終の

場に居合わせる責任といったものに恐怖を覚

えたりすることは、看取りの経験が浅い方に

は、誰しもあることです。看取りの経験が多

いとされる人でも「死に対する重みや死を目

の当たりにすることによる喪失感に苛まれる

ことが、なくなることはありません。」今後

の研修会の中で尊厳ある看取りのあり方、患

者さんやご家族にとって満足の得られる看取 

地域緩和ケア研修会の案内については、置賜の地域医療を支えるポータルサイト：  

おきねっとポータル http://okitamamed.jp/からもご覧いただけます。 

今回は、「家で過ごしたいと希望する独居の患者さんに、どのような在宅支援を提供できるか」

をテーマに、在宅療養を行うために様々な問題を抱える１事例についてグループワークしました。

難しい事例に加え、25 分という限られた時間の中ではありましたが、活発な意見が飛び交い、各グ

ループの発表では、専門性を活かした在宅支援方法について発表されました。私が参加したグルー

プでは、在宅に退院する場合に必要な支援は何かを話し合いました。また、在宅への退院が難しい

場合は高齢者住宅や施設の検討も必要になるという意見が出されました。その話し合いの中で「患

者さんが望む『家』の意味を確認することも大切である」と教えて頂きました。『家』に帰りたい

と患者さんが言っている意味を今まで深く考えていなかったことに気がつきました。『家』には、

患者さんそれぞれに違う思いがあります。患者さんが家に帰ることで何を望んでいるのかについて

しっかりとアセスメントし、その希望に沿う支援を行うことが必要であることを学びました。 

地域緩和ケア情報交換会開催 

 

（副センター長 黒田 美智子） 

去る 8 月 21 日、三友堂病院 3 階会議室に於いて「平成 26 年度 第 1 回

地域緩和ケア情報交換会」を開催しました。訪問看護師やケアマネジャー、

在宅医など、置賜を中心に在宅支援を行っておられる 25 名の多職種の皆様

にご参加いただきました。 
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「ご遺族を対象とした満足度調査」

実施しています 

  

 

また、在宅で患者さんとご家族が快適に過ごせ

るように地域で支えていくことの必要性を改めて

感じました。そして、在宅では多くの専門性を持

った支援者がおられることを患者さんとご家族に

伝えていく役割が私たち病院看護師にはあると感

じました。まだまだ、在宅で生活をしてくための

支援方法など知らないことが多くありますので、

今後もこのような情報交換会を繰り返し開催して

いきたいと思います。 

（緩和ケア病棟 主任 吉田 美代子） 

 

今回の情報交換会では、在宅医や保健

師、他病院 MSW など新たな職種が加わりま

した。多くの職種が話し合える場として今

後も地域へ広げていければ、より発展的な

意見交換が行えると思います。次回、第 2

回も充実した情報交換会になるように内

容を検討しています。今後も多くの方々の

参加をお待ちしております。情報交換会で

実施して欲しい内容がございましたら、セ

ンターまでご意見をお寄せください。ご参

加いただきました多職種の皆様、本当にあ

りがとうございました。 

今年度、地域緩和ケアサポートセンターは、山形県から「山形県

地域医療推進事業」団体に選定され、現在、さまざまな事業を行っ

ています。その事業の一環として、この 5 月から 7月にかけて、「ご

遺族を対象とした満足度調査」を行いました。 

対象者は、当サポートセンターが設立された平成 21 年度から平成 25 年度までに当センターの緩

和ケア病棟に入院し、退院した患者さん 340 名のご遺族の方です。 

【調査目的】 

三友堂病院緩和ケア病棟でケアを受け、亡くなられた患者さんのご家族が、実際に受けられたケ

アをどのように感じていたかを調査し、より質の高い緩和ケアを提供できるように、改善が必要な

点を明らかにすることを目的としました。 

【研究方法】 

緩和ケアの構造・プロセス評価尺度（Care Evaluation Scale；CES）を参考とし、当院独自に

作成した質問紙を用いて、緩和ケア病棟を利用したがんの患者さんのご遺族に“遺族の視点”から

「ケアの構造・プロセス」について評価していただきました。 
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【調査方法】 

当院倫理委員会承認のもと、プライバシーに厳格に配慮して行いました。患者さんのご

遺族に調査の趣旨を説明した依頼文とともに質問紙を郵送し、調査に同意し、承諾の得ら

れたご遺族に無記名で回答していただきました。 

【質問項目】 

1. 回答者（ご遺族）の属性 

 1) 年齢 

 2) 患者さんとの関係 

 3) 性別 

2. 患者さんについて 

 1) 死亡した年 

 2) 死亡した場所 

3. 緩和ケアのプロセスの評価 

 1) 医師の対応について 

 2) 看護師の対応について 

 3) 患者さんへの精神的配慮について 

 4) 医師から患者さん・ご家族への説明について 

5) ご家族への配慮について 

 6) お別れが近づいた時期に使用したパンフレットについて 

7) 退院パンフレットについて 

8) 自宅療養について 

9) 医療・看護の継続性について 

【調査の状況】 

現在、質問紙の回収が終わり、第三者機関による厳正な調査分析が行われています。分析結果

については、追ってご報告いたします。 

【さいごに】 

この満足度調査は、緩和ケア病棟が提供した医療やケアに対する評価であるとともに、これか

らの緩和ケアの指針の修正・決定に役立てようとするものです。結果については真摯に受け止め、

今後、患者さんやご家族に必要とされる緩和ケアが提供できるよう努めていきたいと思います。

なお、分析結果につきましては、本センターだより等で公表させていただく予定です。 

ご協力いただいたご遺族の皆様に感謝申し上げます。   （副センター長 黒田 美智子） 
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  夏祭り 
 

 

去る 8 月 2 日（土）、緩和ケア病棟恒例行事の『夏祭り』が行なわれました。 

季節は夏真っ盛り。当日も晴天の暑い中、入院中の患者様、ご家族、在宅療養中の患者様、合わ

せて総勢 15 名のご参加を頂き、病棟スタッフのみならず、川村、長谷川、灘岡の３人の医師の助太

刀を得て、さらに臨床仏教緩和ケア実習生の伊藤住職にもお手伝いただき、盛大に開催されました。 

 

患者さん、ご家族の皆さんには楽しんでいただけましたでしょうか？ 

最後の花笠音頭では、ハッピ姿のスタッフが、踊り方が分からず四苦八苦しながら笠を振り振り

踊りました。来年こそ、スタッフ一同、華麗な踊りを披露します。乞うご期待！ 

患者さん、ご家族の皆さんに、緩和ケア病棟でのひとときを心に残していただけたなら幸いに思

います。                           （緩和ケア病棟 新藤 順子） 

 

 

 

 

 

            ＊ご本人、ご家族から写真掲載につきましては了承をいただいています。 

 

 今回は初めてボランティアとしてご参加いただきました松井洋子

様によるオカリナ演奏から始まりました。「ふるさと」等、皆さん

にお馴染みの曲を披露して頂き、オカリナの優しい音色にウットリ。

会場の皆さんと一緒に歌いながらの楽しい一時となりました。その

後、川村、長谷川両医師による特製かき氷、伊藤住職によるわたあ

めや病棟スタッフ十八番の焼きそばが振る舞われ、黒田美智子副セ

ンター長差し入れのメロンに舌鼓を打ち、恒例の輪投げやスイカ割

りに歓声が上がりました。 
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転倒予防ミニ講座 

「転倒」と聞いて頭に思い浮かぶのは何でしょうか？「高齢者」、「子供」、「筋力」、「バ

ランス」などなど、人さまざまであると思います。では、「転倒」する場所や場面はどうでしょ

うか？「歩いていて」、「夜中トイレに行こうとして」、「寝ぼけて」、「目が回って」、「足

腰が弱くて」等々たくさんありますよね。ここでは転倒についての一般的な内容や最近の話題な

どお話しようと思います。 

 まず、転倒には内的要因と外的要因があります。簡単にいえば「自分自身の問題なのか、周り

の環境の問題なのか」です。前者は病気や怪我、筋力や認知症、行動のパターンなどが含まれま

す。後者は滑りやすい床や暗くて足下が悪い場所、薬の副作用なども含まれます。また、過度な

安静も筋力やバランスを低下させ転倒のリスクを高めてしまいます。これは内的・外的どちらの

要因にも当てはまるのではないのでしょうか。 

 次に挙げるのは転倒しやすい場所や場面です。もちろん「歩いて躓いて」が No.1 と思いきや…

一般的に自分の部屋やトイレが頻度として多くなっているのです。慣れた環境、「こんな所で転

ぶはずがない」と思ったあなた。その油断が転倒を招いてしまいます。逆に転倒の少ない場所は

「お風呂場」、「階段」となっています。滑って転びそうな場所ほど注意するんですね（自宅や

病院、施設とその場の特色や環境によっても異なりますが）。 

前回、「お散歩を楽しむ」という内

容でリハビリの先生からお散歩のコツ

や工夫をお聞ききしました。皆さん、

楽しくお散歩はできていらっしゃいま

すか？今回は、「転倒予防」について

注意点を教えていただきましょう。 

人の身体のバランスについても話をしたいと思います。人間

は重力に抗して立っています。四つ足動物であれば安定してい

ますが、二足歩行の人間はとても不安定です。自分の重心を両

足で囲われた面（支持基底面）に留めています。これが面から

出て、足以外の部分が地面に着くと転倒となります。呼吸・心

臓の鼓動・内臓の動きがあるため、ぴったりと岩のように重心

を静止するのは無理です。そこで無意識に重心と面の関係を感

知し、“ズレたら戻す”を繰り返し、絶えず動いているのです。

動く場合はわざと重心を面から外し、新たな面を作り出しま

す。この繰り返しが「歩行」となります。竹馬や自転車に乗っ

ている時のことを思い出してみてください。走っているとき・

動いている時は安定していませんか？止まったまま脚を着か

ずにいられますか？次々に次の足が前に出れば、昔のお笑いコ

ントのように酔っぱらいの千鳥足でも転びそうで転ぶことは

ないのです。 
 

 

 

リハビリテーション室 理学療法士 佐藤 清喜 
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いか分からなくなったり・・・運動会で手と足が一緒に出て行進する小学生なんかはいかにも“意

識しすぎ”ですね。まずは運動に限らず、日常生活の中で身体を動かすこと、さらに言えば「散

歩」や「筋力トレーニング」、「軽いスポーツ」など、気持ちよく汗をかくことで“ストレスの

軽減”、“転倒予防”、“万病予防”にもつながるのではないでしょうか。 

 

転倒予防の話。まずは常に適度な運動をして身体が鈍ら

ないようにします。実際の運動としては「太極拳」が有効

だという話もあります。ゆっくりとした動きのなかで筋肉

を使っていくため、通常の筋力トレーニングよりもバラン

ス向上の効果もあるのだと思います。 

 転倒しやすい人かどうかを見分ける方法。あくまでも目

安ですが、一緒に歩いている人に話かけた時に立ち止まっ

てしまう人は転倒のリスクが高いといえます。二重課題と

いって 2つのことを同時にすることができなくなってしま

うと転倒しやすくなります。また、1度転んだことがある

人も注意が必要です。転んだことで恐怖感が生まれ動きが

こわばってしまったり、意識しすぎてどのように動いてい  

緩和ケア認定看護師誕生！！ 
このたび、緩和ケア病棟の看護師である山田里美さんが半年間の研修・試験を経て、緩和ケア認

定看護師の資格を取得しました。当センターから 3人目の認定看護師の誕生です。合格しての意気

込みを一言ご紹介致します。 

 病気と診断された患者さんは、様々な苦痛を抱えています。身体の

痛みや苦痛は、心の痛みや苦痛を引き起こします。そして、病気の患

者さんだけでなく、ご家族も患者さんと同じように、またはそれ以上

に苦痛や苦悩を抱えることがあります。緩和ケアは、患者さんだけで

なくご家族に対しても提供されるべきものです。そのため、緩和ケア

病棟で療養されている患者さんとそのご家族はもちろんですが、在宅

療養されている患者さんとそのご家族に対しても、「病気」そのもの

だけでなく「病気を持ちながら生活している人」であることを認識し

ながらサポートしてくことが重要であると考えています。 

 

 
＜緩和ケア認定看護師＞ 

山田 里美 

当センターは、置賜地区の病院や訪問看護ステーション、介護

施設などと連携して「早期からの緩和ケア」を推進しています。

地域における緩和ケアセンター、緩和ケア病棟の役割は益々重要

になり、その中で認定看護師として、患者さんとご家族に対する

直接的なサポートのみならず、地域で質の高い医療やケアが継続

して提供できるように啓発活動や相談活動にも携わってまいりた

いと思っておりますのでよろしくお願いいたします。 

 

勉強会開催 

今後、私は患者さんとご家族と共に一つのチームとなって、力を合わせて患者さんの希望を支え、

その人らしく過ごすことができるように尽くしてきたいと思います。 
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季節の風物詩 

 

 

 

暑さが厳しい夏から一転、季節は秋へと変わ

りました。緩和ケア病棟では、入院中の患者さ

んに少しでもこの四季の変化を感じていただ

けるように、廊下の壁や談話室のテーブルなど

に、秋をモチーフとした装飾を施しておりま

す。緩和ケア病棟を訪れた際には、ぜひ一度ご

覧ください。 

（緩和ケア病棟 小形 結花） 

論文紹介 

今年、日本緩和医療学会雑誌、ならびに、医学雑誌「緩和ケア」に当センターの看護師による論

文 2 編が掲載されましたのでご紹介させていただきます。 

１つめは、地域緩和ケアサポートセンター発足後 5 年間の活動実績の報告です。 

木村彩、黒田美智子、他：地域緩和ケアサポートセンター活動の成果－早期からの緩和ケアの実践, 緩

和ケア啓発, 地域連携推進－、日本緩和医療学会雑誌（Palliative Care Research） 9(3): 901-6,2014 

2 つめは、当センター緩和ケア病棟の看護師のストレスについて分析したものです。 

市川歩、國分恵、他：患者の意思を尊重した在宅療養の実現に取り組む緩和ケア病棟看護師のスト

レス」、緩和ケア(The Japanese Journal of Hospice and Palliative Care) 24:313-316,2014 

ご興味のある方は、三友堂病院地域緩和ケアサポートセンター本部まで別刷をご請求いただけま

したらお送りいたします（無料）ので、ご連絡ください。 

（副センター長 黒田 美智子） 
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地域緩和ケアサポートセンター  ℡：0238-24-8355   FAX：0238-24-3727 

 

痛み教室のご案内 

【編集後記】 

 日増しに秋の深まりを感じる季節になりました。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。 

  認定看護師が増え、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いたします。季節の変わり目ですので、ご自愛くだ

さいますように。  

追記：FAX 番号が下記のように変わりましたので、ご了承願います。 【編集員 小形 結花】 

  寒暖の差が大きくなり秋も深まってきましたが、そんな秋

の夜長にもくもくと開始することがあります。それは寒くな

ったらすぐに使える“あったかーいもの”作りです。毎年い

ろんなものを作ってきました。毛糸の座布団カバー・手袋（ミ

トン）・ピエロのようなニット帽・・・。特に昨年編んだピ

エロのようなニット帽は今まで身に着けた技術を思う存分に

発揮した大作！？でした。 

 編んでいる時間は、楽しく集中できる自分の時間となり、

とても良い気分転換になっています。そして、作っていると

きも使ってもらっているときも幸せな気持ちになります。今

年もせっせっと編んでいます。誰のためにって？もちろん大

切なひとのためにですよ！今年も暖かくして、冬を迎えたい

ものです。          （緩和ケア病棟 栗木 菜緒） 

 

講師：緩和ケアサポートセンター  

加藤佳子 センター長         

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： 10 月 21 日  悪い知らせを聞いた時 

11 月  4 日 終末期医療痛みの治療（がん） 

11 月 18 日  痛みの治療（腰・下肢痛） 

12 月  2 日 痛みの治療（帯状疱疹） 

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。 

スタッフの休日 

 

 


