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明けましておめでとうございます。 

先月（2014年12月）は雪国の米沢でも驚くような大雪、例年の7倍の積雪量でした。除雪をしても道路

は雪の山に埋まり、12月からの排雪作業は初めてのことだったそうです。それでも無事に、新しい年、2015

年を迎えました。 

2005年に開設した緩和ケア病棟も11年目を迎え、新たな一歩を踏み出します。昨年11月には、地域緩和

ケアサポートセンター長として川村博司先生が就任されました。川村先生は三友堂病院緩和ケア病棟の生

みの親であり、病棟長として当地の緩和医療を牽引してきた先生ですので、これまで以上の発展が期待さ

れます。 

2015年 
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 思い返してみますと、10年前は患者さんだけでなく医療者の

中にも、「緩和ケア＝終末期医療」という誤解が根強く、緩和

ケア病棟の上手な利用はなかなか進みませんでした。当院で

は、緩和ケア病棟が開設された時から、がんの患者さんの生活

の質が向上するためには、「早期からの緩和ケア」が不可欠で

あると考えて実践してきました。そして2009年、置賜地区のが

んの患者さんと家族、および、がん医療に携わるすべての関係

者を支援することを目的として、「地域緩和ケアサポートセン

ター」が設立されたのです。 

がんの患者さんと家族はもとより、がん医療に携わるすべて 

 

★1 面：2015 年 地域緩和ケアサポートセンターに期待する 

★2 面：センター長就任のご挨拶 ★3 面：平成 26 年度山形

県地域在宅医療推進事業地域緩和ケア講演会開催  ★7 面：

地域緩和ケア研修会終了 ★11 面：緩和ケアハンドブック刊

行 ★12 面：臨床仏教師の実習を終えて  ★13 面：医師紹

介  ★14 面：芋煮会、クリスマス会  ★15 面：患者さんか

らのひとこと ★15 面：からだを保つ食事の工夫について 

★16 面：痛み教室のご案内 
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当センターの活動の基本目標は、地域の医療・介護・福祉

関係者が緊密に連携して患者さんの病名や病状を把握し、患

者さんが受けたい医療・療養環境を提供して、患者さんの希

望をかなえることです。患者さんが何を希望しているのかを

感じ取り言語化する手助けを、さらに重視する必要がありま

す。川村博司センター長の指導のもと、三友堂病院地域緩和

ケアサポートセンターが置賜地区緩和医療の中核として、ま

すます充実し進化することが期待されます。 

の関係者（医療・介護・福祉）を支援してきた活動の成果が認められ、「山形県在宅医療推進事業」の助

成金を受けることができました。昨年は置賜地域の医療・介護・福祉関係者を対象にして「緩和ケア研修

会」を行い、12月には千葉県がんセンターの坂下美彦緩和医療科主任を招いて「地域緩和ケア講演会」を

開催しました。多くの関係者が参集して熱のこもった研修と討議が行われ、この地域の緩和医療が確実に

進展していることが示されました。そして昨年末、当緩和ケアサポートセンターの編集で、「地域緩和ケ

アハンドブック – 緩和ケアマニュアル– 地域で支える」を刊行できたことは、まさに当院緩和ケアに携

わる職員の誇るべき実践の賜物でしょう。 

 

三友堂病院の中でこれを解決することはもはやできません

でした。そこで、地域のコミュニティーの問題を医療連携で解

決する、これしか頼るものはないと考えました。しかし、当時

病院の中でさえも、緩和ケアという医療を理解できている医

療者が少ない現状でした。まして、巷には、緩和ケアについて

の誤解・偏見の嵐が吹き荒れていました。 

私たちは、5 年前、加藤佳子先生をセンター長にお迎えし、

三友堂病院地域緩和ケアサポートセンターを開設しました。 

 

新センター長  川村 博司 

私は外科医として、これまでたくさんのがんの患者さんを診療し、手術を行ってきました。そして、が

んの終末期に実に多くの患者さんが悩み、苦しむ姿を見てまいりました。20 年ほど前の話です。このよう

な患者さんたちを何とかしなければ、、、、、とがんの患者さんに関わる誰もが、思いはじめていました。そ

んな中、山形大学で加藤佳子先生に出会い、モルヒネによる痛みの緩和を学びました。そして間もなく、

三友堂病院に来てから、同じ思いを持つ同士たちに出会いました。彼らの純粋な医療職としての熱意と使

命感は、緩和ケア病棟を設立させました。そしてそれから 10 年の月日が流れました。 

緩和ケア病棟ができて、緩和ケアを提供できる体制が整うと、ほとんどの患者さんが、がんの苦しみか

ら解放されるようになりました。がんの苦しみがなくなると、患者さんは希望を持ち、その達成を目指す

ことができるようなります。元々、患者さんたちが過ごしたい場所は病院であるはずはありませんから、

自分の最も居心地のよい場所に帰りたいと思うようになるのは当然の成り行きでした。ところが、患者さ

んをその方のコミュニティーに戻すことに難渋するケースが後を立ちません。 

地域緩和ケアサポートセンター 

センター長就任のご挨拶 
ハンドブックについては 11 面を 

ご参照ください 
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 平成 26 年度 山形県地域在宅医療推進事業 

「地域緩和ケア講演会」開催 

13 施設 15 職種の参加者集う 

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 

去る平成 26 年 12 月 19 日（金）、伝国の杜・大会議室において「平成 26 年度 山形県地域在宅医療

推進事業 地域緩和ケア講演会」を開催しました。講師に千葉県がんセンター 緩和医療科主任医長 坂

下美彦先生をお迎えし、「在宅緩和ケアネットワーク構築の試み」についてご講演いただきました。当日

は大雪にも関わらず、置賜地域の病院、診療所、保健所、居宅介護支援センター、訪問看護ステーション、

老人保健施設、介護施設など 13 施設 15 職種 52 名の医療・福祉・介護に携わる多職種の皆様にご参加い

ただきました。 

 

私は、昨年 11 月、故あって、三友堂病院地域緩和ケアサポートセンター

のセンター長を務めることになりました。前センター長の加藤佳子先生が

築かれた礎に大きな“置賜城”が建つ姿を思い描いています。それでは、

未（ひつじ）の年に未来に向かってスタートを切ることとします。「為せば

成る」、しかし、置賜地方の皆さんのご理解とご協力なしでは、到底この夢

は叶えることができないでしょう。どうぞ、地域医療の進展と地域コミュ

ニティーの活性化に向けて益々のご協力をお願い申し上げます。 

 

ルビコン川を渡ってしまったのであります。この地域を“緩和ケア不毛の地”から“緩和ケアのメッカ”

にしようではないか。大いなる野望でありました。予想通り、道のりは険しいものでした。私たちのめざ

す緩和医療には、手本が存在しませんでした。どこかの真似をすればよいというものではありませんで

した。正直申し上げて、反発勢力もありました。0 からの出発であったといっても決して言い過ぎではあ

りません。私は、このプロジェクトのために何人もの犠牲的ヒューマニズムを持った有能な同士を犠牲

にしてしまったと思っています。5 年かかって、さまざまな人材の努力と犠牲を払って、ようやく、地域

の医療・介護・福祉関係者の多くの方々と一体感を持って、この難事業を進めていく素地が出来上がりま

した。しかしながら、まだ、道半ばであります。 

今後の大きな課題の一つが、医療職の確保、育成です。これについては、山形県置賜保健所長の山田敬

子先生も、地域医療の根幹にある最重要課題だと話されておりました。地域に医師、看護師をはじめ、医

療・介護・福祉従事者の数が不足しています。私が若いころ、『青年よ、荒野をめざせ』という合言葉が

ありました。五木寛之氏のエッセイに端を発する言葉でした。「世界には、若者たちを暖かく見守り、守

る人たちがたくさんいる。だから、若者たちよ、勇気を持って、先人や先駆者のない荒野を、自らの人生

を賭けて、切り開け」という意味であります。私は今、声を大にして言いたいのです。「青年よ、医療職

をめざせ」と。 

地域の体制も、どうにか米沢を中心とした置賜地方の南部で充実してきたにすぎません。公立置賜総

合病院に対しても、「荒野をめざせ」と言いたい。がん診療連携拠点病院として、患者が来るのを待って

ばかりいる医療はそろそろ終わりにしましょう。置賜地方北部の不毛の地を切り開いてほしいと思って

いるのは私だけではありません。三友堂病院は、そこまで開拓するパワーは持ち合わせていません。ぜ

ひ、地域のために共に頑張っていただきたいのであります。 
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  千葉県の人口動態と医療資源 

千葉県の人口は 619 万人。地方で生まれ高度成長期に千葉に移住した団塊世代が人口に占める割合

が特に大きい県である。急激に進む高齢化により高齢者人口増加率は全国 2 位。今年 2015 年のがん死

亡数は 10 年前と比較して 1.5 倍の 20,278 人と予測されている。一方、千葉県の医療資源を医師数、

看護師数、在宅療養支援診療所、訪問看護ステーションの数で示すとそれぞれ全国で 45 位から 42 位

という低さ。さらにがん死亡者千人あたりの緩和ケア病床数は全国の平均より大きく下回る。これに

反して、がん患者さんの療養場所の希望は、自宅が 66％と半数以上を占める。 

 

千葉県がんセンター 緩和ケア病棟開設時の実状 

千葉県がんセンターは、日本で 3 番目に設立されたがん専門病院であり、病床数 341、平均在院日

数 12.1 日。院内独立型の緩和ケア病棟は 25 床。がん患者さんが緩和ケア病棟に転棟するには、心理

的なバリアが高く、意思決定に時間がかかる。緩和ケア病棟が空かないと移れない。転棟までに時間

がかかるために時期を逃してしまい、進行してからの退院となり、看取りのために帰るという実状。 

 

自宅での療養を希望する終末期患者さんにどう寄り添うか 

緩和ケア病棟に入棟後に退院支援を始めるのではなく、“一般病棟あるいは緩和ケア外来での在宅緩

和ケア“を提案し、体制を整え、退院支援あるいは在宅療養の継続を実現させた。早期からの緩和ケア

の導入と円滑な在宅医療への移行を目的に緩和ケアサポーティブケア室開設。その後、緩和ケアセンタ

ーとなる。 

 

 

 

緩和ケア病棟のコンセプトはご自宅での療養をサポートする病棟 

緩和ケア病棟は、終の棲家や看取りの場所ではなく、自宅あるいは希望する場所での療養をサポー

トする病棟という基本的な考えに基づいて緩和ケア病棟を運営していった。 

 

司会のがん性疼痛看護認定看護師の渡部芳紀看護師

より講演会開催に至る経緯と背景について説明があり、

次いで置賜地区緩和医療研究会顧問の仁科盛之三友堂

病院長から「今、わが国の医療は病院から在宅にシフト

している。その意味で今日の講演会の内容は大変興味深

い。」と開会の挨拶がありました。ご講演に先立ち、座

長の川村博司センター長から地域の在宅緩和ケアネッ

トワークの構築に積極的に取り組んでおられる地域医

療の指導者として坂下先生のご紹介があり、講演会が始

まりました。ご講演は、地元千葉県のＰＲキャラクター

「チーバ君」の話題から始まり、会場は和やかなムード

に包まれました。 

 

以下に講演内容について要約します。 
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千葉県がんセンター連携の特徴 

・緩和ケア病棟での後方支援・・・バックベッドの保証 

・緩和ケア外来での在宅緩和ケア連携・・・在宅移行コーディネート 

・パスを軸とした地域ネットワーク・・・継続的な相談支援 

 

連携推進のポイントは、連携のためのルールを可視化し、役割と用件を明確にすること 

それまであいまいだったルールと役割分担を明確にすることにより、賛同する施設も増えていった。

連携パスは患者さんの情報共有のツールに使用するのではなく、共同診療計画と連携する施設との役

割分担を決定し、記載したものにした。 

 

緩和ケアと QOL     

  末期患者さんの QOL（生活の質）の評価ツールとして SEIQoL（スィークｫール）を用いた個人の生

活の質評価法について事例をもとに説明された。SEIQoL スコアは、その方の生活の中で大切にして

いることに対する満足度と重要度から割り出す。患者さんは QOL を高めるための作業を悲嘆と喪失を

繰り返す中で無意識に行っている。大切なことの満足度を上げるために自分の物差しを変え、大切な

ことの重み（優先順位）を変えるなど、機能が低下しても大切にできるものを新たに見出そうとする。

患者さんは、そのことによって生きていることに価値を見出し、生きていることを肯定していく。それ

を支援していくのが、緩和ケアである。 

 

緩和ケアは生きることを支援 

最後に坂下先生は 

「人間、どんな状況下にあっても生きることに価値を見出し、生きていることを肯定していけるよ

うになる。そのことを支援することが緩和ケアに必要であり、症状マネジメントは患者さんがこのこ

とを行えるようにするために必要なこと。この集大成が緩和ケア。」 

と説かれました。 
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緩和ケア科科長 加藤佳子先生よりコメント 

私たちの役割は、患者さんやご家族に安心を提供し、それを支援すること。患者さんは漠然とした不安

を持つ。がしかし、その不安の内容は明確ではない。どのようなことが不安なのか気付いてもらう支援が

大切であり、気付いてもらうことによって患者さんは目標を持つことができると感じている。と話され、

講演いただいた坂下先生への敬意の言葉が添えられました。 

 

最後に、閉会の挨拶でも述べましたように、今後の連携構築に向けて多くの示唆をいただきました講師

の坂下美彦先生に感謝申し上げますとともに、地域の多くの皆様にご参加をいただきましたことに厚く御

礼申し上げます。 

 

 

参加された皆様からのアンケートより抜粋してご紹介いたします。 

・在宅で過ごすことを選ぶ患者・家族にとって、いつでも入院できるところがあるという安心感（保障）

が必要で、大事だと感じた。 

・講演の時間が十分取れているので、詳しく先生の話をお聞きできてよかった。 

・バックベッドやレスパイトなどの提供体制を三友堂病院緩和ケア病棟がとっていることで、家族・利用

者の不安が解消されることは、訪問看護師としても安心です。他病院・医院もそのようなサポートシステ

ムとなればよいと考えています。 

質疑応答 

三友堂病院心療内科科長の灘岡先生より「認知症の患者さんの在宅支援」に関すること、同じく薬剤

部の大石薬局長より「緩和ケア病棟のバックベッド体制は、急な入院を強いられる。一般病棟や在宅療

養中の患者さんの情報収集や共有の点で緩和ケア病棟看護師の苦悩や戸惑いは生じたりしないのか」、

よこやまクリニックの横山医院院長より「診診連携の在り方」についてなど、さまざまな角度から質問

や意見が述べられ、活発なディスカッションが取り交わされました。「自宅で最期まで」という患者さ

ん・家族の希望に沿いたいという強い思い、24 時間体制の実態と苦悩を共有することができました。 

坂下先生が千葉県がんセンターで取り組んでこられた経過やそこに生じた困難は、当院の緩和ケア病

棟がこれまで歩んできた歴史と重なり、非常に共感できる内容でした。一病院、一施設だけで地域の医

療を担うことが困難なことは明確です。「在宅緩和ケアネットワークの構築」にどう取り組んで行くか

について地域全体で考えていきたいものです。 
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・「痛みがとれている＝QOL が高い」は、本当か？なるほどと思いました。また、QOL の向上を図ろう

という試み、とても興味深いと思いました。これが、そのままその人の幸福度というわけではないと思い

ますが、自分自身を知ろうとすることはいかなる時にも一つの指針になるように思います。 

 

このようにアンケートには、多くのコメントをいただきました。伝わるのは、みなさんの意欲です。こ

の置賜の地域医療推進の気運がこの講演会をきっかけに高まり、連携の輪を地域に広げていくことができ

ればと思っております。 

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 26 年 6 月よりスタートした「地域緩和ケア研修会」が、12 月 24 日で全シリーズを終了しました

（職員対象 6 月～、院外多職種対象 8 月～それぞれ 10 回シリーズ）。 

講師としてご協力いただきました先生方、職員の皆様に感謝申し上げます。お忙しい中、緩和ケアに興

味を持って参加してくださいました院内職員の皆さんには、緩和ケアや地域緩和ケアサポートセンターに

ついて理解してもらえたでしょうか。 

院外からは、募集人数 20 名のところ 35 名の方々からお申込みがありました。研修開催当初は互いに面

識がない参加者も多かったのですが、研修会で何度もお会いするうちに親睦も深まり、相談し合える仲間 

意識が芽生えました。 

・更に学びを深めたい。 

・先生のお話がわかりやすく、新しい発見があった。 

・QOL を高めるということ＝対象者の方が喜んでいただける援助をしていきたい。 

・実践の話であり、学びが多かった。 

・外来、病棟で患者、家族と関わる中で、その人の希望をかなえる事や、QOL を高める為の関わりをし

ていきたい。その人らしさ、その人の力を大切にして関わっていくようにしようと感じた。 

・私の現場でも QOL をあげるために関わっているので今回のお話は活用できると感じた。 

・訪問看護師として地域医療連携について考え、ますます必要と感じます。症状マネ－ジメントをもっと

考えて利用者さんとともに寄り添えればと思いました。 

・緩和ケアの本質や QOL の評価法など機会があれば伝えていければと思います。 

・SEIQoL はご本人のニーズなども引き出すのに活用できると思った。 

・生きることの支援は、がん患者のみではなく介護分野にも通じると思えました。 

・緩和ケアのみではなく SEIQoL は在宅利用者へ活用できると思いました。            

・相談業務の中で、QOL を高めるためのマネジメント方法の手がかりが見えた。 

・地域の皆さんが協力的に活動していらっしゃるのでさらに現場で活かせると思います!! 

・緩和の患者さんだけでなく、全ての人に活用できると思いました（QOL を考えること）。 

・QOL を高めるための工夫や評価法が勉強になり、活かせると感じた。 

「地域緩和ケア研修会」終了  

～共に学び、相談し合える仲間づくりが連携につながる～ 
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院外・（株）きらり訪問入浴事業所             磯部 信子様       

・（株）鈴木ファーム あおぞら居宅介護支援事業所   三浦 けい子様 

・同上                       宮島 香様 

・成島園ケアプランセンター             丸田 由美子様 

院内・医事課                      四釜 直美様 

また、おいでいただくだけでなく、こちらから施設に訪問させていただく機会も得ることができ、まさ

に職種や施設の垣根を越え、顔の見える関係になれたと感じております。この関係性を広げていくことが

地域連携構築を実現させるための糸口になる筈です。 

院外多職種対象の研修会最終日は、なんとクリスマスイヴでした。企画ミスだったと反省しましたが、

それにも関わらず沢山の方々にご参加いただきました。センターから「クリスマスプレゼント」をおひと

りずつにお渡しすると「癒される～！」という言葉。いえいえ、こちらがいつも癒されていました。毎回

おいでいただき、真剣に研修を受けていただく皆さんから元気をもらっていました。 

支え合うことは、お互いに補い合うことです。これからも地域緩和ケアサポートセンターは、皆さんと

ともに学び、内向きの狭い視野にならないよう、助言をいただきながら前進してまいります。 

（講師並びに参加者の皆さんの写真の掲載についてはご了承を得ています） 

スピリチュアルケア 

講師の伊藤副住職さん 

クリスマスカード付き     

プレゼント  
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  緩和ケア研修会に参加して 

山形県置賜保健所   

原田 まりこさん 

 

今回、参加させていただいた研修会は、緩和ケアと在宅医療について地域で活動する際に必要とされる

専門的な内容で、毎回興味を惹かれ学ばせていただきました。参加されている方々の発言からも、患者様

ご家族様の支援に前向きに取り組まれていることが伝わってきました。このような継続的な学習の機会

は、新たな知識技術を習得出来ただけでなく、体験を自らの頭で整理する時に有用で貴重な場となりまし

た。 

研修全体を通して感じたことは、緩和ケアを「どのように捉え、どのように実践するか」標準化するこ

とはとても難しい。けれど、この地域に暮らす「全ての人々に緩和ケアを提供できたらいいな」という事

です。また、当たり前の事ですが、個々の専門的支援がすばらしいだけでは「連携」は生まれません。関

係者がそれぞれの役割・能力・機能において、対等の立場で協力しあうことにより「連携」は生まれ活き

てきます。さらに、人々の暮らしの一部として医療や介護福祉があるならば、目の前の患者様ご家族様か

ら俯瞰した、地域全体での緩和ケアの推進と支援体制の充実が必要と思われます。そのためにも、各々の

連携を繋ぎ発展させ、置賜地域全体の機関連携、職種連携があって初めて「早期からの・切れ目のない・

地域緩和ケア体制」が可能になるのではないでしょうか。 

当地域の緩和ケアや在宅療養支援体制は、まだまだ多くの課題を抱えていますが、関係者皆様の御尽力

で着実に前進してきております。 現在、三友堂病院地域緩和ケアサポートセンターでは、山形県在宅医

療推進事業を活用いただき、より一層の緩和ケア推進に取り組まれています。緩和ケアの専門拠点として

引き続き、地域全体の体制整備に御尽力いただけますようお願いいたします。 

保健所としましても、多くの関係者と課題を共有し、地域関係機関の持つ機能、特色を活かした支援

が提供できるように、住民啓発と人材育成、そして体制整備の一端を担っていきたいと考えています。 

最後になりますが、今回私が一番印象深かった言葉は、『「早く死なせてくれ、楽にさせてくれ」と言

わせないケア』です。この言葉に、私たちが進むべき方向性（全人的な苦痛をも包括する地域ケア）が凝

縮されていると感じました。 

 

地域緩和ケアサポートセンター 

電   話 0238-24-8355 

ファックス 0238-24-3727 

（写真の掲載については

ご了承を得ています） 
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高齢者共同住宅 ぬくもり    

事務長 矢木 慎一郎さん 

今回は、本研修会に参加させて頂き、事業所としても、個人的にもたいへん感謝しております。10 回シ

リーズでしたので、当職員の意識向上の為にも、分担して参加させて頂きました。緩和ケアに関して職員

も新たな見方ができるようになったと思っております。 

私が、初めて、緩和ケア（疼痛除去）についての講演をお聞きしたのは、2 年程前、加藤先生からでし

た。モルヒネ等のお話でしたが、大変興味深いものでした。その後、当事業所の利用者で、末期癌の方が

いらしたので、利用者家族とともに、加藤先生の考えをお聞きし、人生の最期を迎えるに当たり、家族は

患者さんとともに、大事な時間を分かち合うべきと言われ、たいへん感慨深いものでした。（本当は、ご

家族の入院させたいという希望の後押しの為に同席したのですが） 

当施設にも、癌末期の方や看取り希望の方等増えてきていますが、今後益々増加してくると思われま

す。痛みを取ることで、より人間らしい生活をしつつ、最期を迎えていただきたいと思っておりますが、

三友堂病院さんのように先進的な考え（モルヒネの扱い等）を持たない・持てない医療機関・開業医もあ

り、一市民としては、たいへん困惑しているのが現状です。ご家族と話す機会があれば、三友堂病院さん

の取り組みを話しておりますが、理解をえられるには、まだまだの感があると思っております。 

最近は、緩和ケアに限らず、「地域ケア」の重要性を言われていますが、坂下先生の「地域緩和ケア講

演会」を拝聴させて頂き、看取りも含めて、その重要性を再認識したところでした。当事業所も、その在

宅連携の一端を担えるような体制作りに尽力したいと思います。 

これまでの三友堂病院地域緩和ケアサポートセンター川村先生、スタッフの皆さまの取り組みに敬意

を払うと共に、今後益々のご活躍を祈念しております。 

三友堂病院 中央検査部   

江口 由美さん 

これまでいろいろな緩和に関する研修会、講演会に参加させていただきました。その中で、大小・強弱

の違いはあるにせよ、緩和はすべての患者様に必要なことと感じました。痛みのコントロールは言うまで

もありませんが、私の中でスピリチュアルケアは最重要なことに思えました。「緩和のチームに入ってい

なくとも、学んだことを心がけて日々生きていこう！」「仕事がんばろう！」と研修会に参加するたびに

思えるのはなぜでしょうか？うまく言葉には表せませんが、凛とした姿勢を目の当たりにできるからか

もしれません。スピリチュアルケアは時として健常人にも必要なことではないかとも思っております。在

宅緩和ケアと緩和ケア病棟との連携や置賜地域の状況を詳しく知ることができたことも朗報でした。自

分の身に事が起きた時、どういう風に最後を生きたいのか？！地域緩和ケアサポートセンターの存在は

大きいと思います。実は、私の義姉は 40 年以上透析しており、10 年前に右脳出血で左半身麻痺になり、

平成 26 年 3 月左脳出血で全身麻痺になり、点滴と鎖骨下のカテーテルからの透析だけで生きています。

癌の患者様だけでなく、義姉のような闘病生活を送っている人にも緩和の介入が出来ていたら、もっと違

った人生になっていたのではないかとも思います。今後、緩和ケアの活動がもっと多くの人たちに広げら

れるようになることを願っております。自分もまわりの人に伝えていきたいと思っております。有意義な

研修会に参加させていただいて、ありがとうございました。 
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地域緩和ケアハンドブック 

－緩和ケアマニュアル－ 

『地域で支える』 刊行 

平成 26 年度 山形県地域在宅医療推進事業 

三友堂病院 医事課  

四釜 直美さん 

 

地域緩和ケアとはどういった事なのだろうか。受講者募集の案内を見て疑問に思ったのが参加のきっ

かけでした。職種を問わずに誘っていただけたので、全 10 回完全参加を目標に聴講させていただきまし

た。 

緩和総論、症状マネージメント、補完代替療法、終末期医療ガイドライン、地域ケアネットワーク、

在宅医療について様々な分野の講師の方から話を伺いました。個々のテーマは違いますが患者さんを最

大限尊重する＝緩和の理念に繋がっていると感じました。患者さんを知ること、思いを表出させて症状

を和らげ、より心地よい環境で過ごしていただきたい。といった思いが伝わってきました。 

医師、看護師のみならず患者さんを支える家族、地域、介護支援

関係者、各職種の専門家による全員参加型のチームによって患者さ

んを包み込んであげられたらと思います。ですがその反面、理想で

しかないのでは。といった問い掛けも自分の中にありました。いっ

たいどれだけの人が死に直面した時に思いを伝えられるのか、緩和

ケアのお世話になれるのかと。そういった溝を埋めるためにもより

多くの方が研修や関連する内容に参加され相互理解を深めること

で地域緩和ケアネットワークの構築となり、安心して在宅緩和ケア

が受けられる社会となる事を願っております。    

研修会に参加する度に新しい事を知る喜びがあり、10 回の終了

まで短く感じました。最後になりますが主催して下さったサポー

トセンターの皆さん、講師の方々貴重な研修をありがとうござい

ました。 

このたび、三友堂病院地域緩和ケアサポートセンターを中心に実践している内容をもとに、「地域緩和

ケアハンドブック」を刊行することができました。地域緩和ケアサポートセンターが設立して、今年は 6

年目を迎えました。緩和ケア病棟が開設されたのは 2005 年ですから、緩和ケアに取り組みだして 10 年

目になります。この間、私どもはより良い緩和ケアを目指して緩和治療やケアについて学び、それを実践

し、改善してきました。 

10 年間の努力の積み重ねを 1 冊の本にまとめることにしました。この本の内容は現時点で最も良いマ

ニュアルですが、これからも改善をくり返すことでしょう。患者さんが希望する医療や生活が実現できる

ように最高の支援ができる医療者の育成に役立つハンドブックと信じています。 

－加藤佳子緩和ケア科科長 巻頭の言葉より－ 
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伊藤
い と う

 竜
りゅう

信
しん

さん 

臨床仏教師の実習を終えて 

皆さまどうもこんにちは！昨年 7 月から約半年にわたり、緩和

ケア病棟ならびに地域緩和ケアサポートセンター様で臨床仏教師

の実習を行わせていただいた、伊藤竜信と申します。普段は市内

の西蓮寺（さいれんじ）というお寺の副住（副住職）を務めており

ます。 

地域緩和ケアハンドブック－緩和ケアマニュアル－『地域で支える』は、平成 26 年度山形県地域在宅医

療推進事業の助成を受けて刊行されました。昨年行われた「地域緩和ケア研修会」の講義内容や、置賜「愛

のネットワーク」連携機関・事業所・施設の情報も含まれた構成となっています。ご希望の方には、1 冊 

¥1,000 （消費税込み 送料別 200 冊限定）で頒布いたしますので、三友堂病院地域緩和ケアサポートセ

ンターまでご連絡ください。 

地域緩和ケアサポートセンター     

〒992-0045  山形県米沢市中央 6-1-219 

電   話 0238-24-8355        

ファックス 0238-24-3727 
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さて、“臨床仏教師”という聞きなれない言葉と、お坊さんが病院で実習ということに、首をかしげる方

も多いかもしれません。臨床仏教師は、宗派を超えた僧侶やその支援者がつくる公益財団法人・全日本青

少年教化協議会（東京都中央区）が認定する資格で、日本の伝統的な宗教である仏教の精神をもとに、医

療現場や自死・貧困など、現代人が抱える様々な“苦”の現場で活動する人材の育成を目的としています。

養成講座での講義を通し、対人コミュニケーションの手法や実技、また、仏教を一般社会の中でどのよう

に活かすか、といった内容を学んだ後、臨床現場での実習を経て認定されますが、今回、三友堂病院様に

その実習先を受け入れていただき、本当にたくさんのことを学ばせていただきました。半年を通じ、本当

に様々な経験をさせていただきましたが、まず一つ感じたことは、“いただいた命や時間を、生ききるこ

と”の切実なまでの大切さ、またその命を、ご家族や周囲の方々とともに過ごす時間の貴重さについてで

した。 

私たちは普段、命に限りがあることをなかなか意識できないものです。しかし、重い病気になった方

や、それを意識した方の多くは、“死”の存在を身近に感じ、自分が本当はかけがえのない時間を生きて

いることや、身近な人とのつながりの大切さを痛感され、それらと向き合いながら過ごされます。私たち

僧侶は普段、“亡くなった後”に関わることが多いわけですが、故人やご家族は、お亡くなりになる前

に、そうした切実な時間を経験し、くぐり抜けてきているのだということを教わりました。また、これま

で学んできた“諸行無常（ものごとは必ずうつろう）”や“縁起（この世はお互いの関係で成り立ってい

る）”などの仏教の言葉を、知識だけではない視点や実感を持って振り返るような経験をさせていただき

ました。 

またスタッフの方々が、患者さんたちに対し、その人の人生を“自分らしく”過ごしていただけるよう

尽くされる姿勢や、その努力に胸を打たれることもしばしばでした。季節ごとに催される心のこもった行

事や、多くの専門家による医療体制など、まさに“ひとあかりに包まれたケア”を実践しておられること

に大きな感銘を受けました。この半年の実習を通し、緩和医療そのものに対する理解が深まったほか、医

療現場の中で、宗教者にどのような関わりが可能なのか、患者さんのために何ができるのか、そのために

必要なことは何かなどを考える、得難い学びの時間を過ごすことができました。このいただいた学びを大

切に、これからもご縁を深めていければと思っています。今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。 

緩和ケア外来 医師紹介 

私は長年麻酔科医として手術の麻酔を中心に仕事をしてきまし

た。色々な痛みなどに関する知識もあったつもりでしたが、 膵癌

の母の終末期にはかなり戸惑いました。この後どうなっていくの？

痛み以外のつらさには？死ぬ直前はどうなるの？ 自然な死に方っ

て？母にどう向き合えばいいの？・・・医師としても家族としても

わからないことがいっぱい。介護休暇も取り、 自宅で看取ること

もでき、他の方々からは「良かったね、お母さんをちゃんと看取れ

て」とも言われましたが、後悔することばかりでした。 

この時の後悔が緩和ケアにかかわるきっかけです。三友堂病院の緩和ケア病棟では、ゆったりとおだや

かな表情の患者さんに、多く出会えます。その中で働けることをありがたく思っています。今は山形から

通勤していますが、米沢には 2 歳から 5 歳まで住んでいました。信夫町の家、福田町の家、松川の河原、

上杉神社、かせい保育園…たくさんの写真がアルバムに残っています。それ以来の米沢ですが、とても懐

かしいところです。 

東郷 ひろみ 医師 
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すっきりと澄み渡った秋晴れの中、昨年 10 月 18 日に緩和ケア病棟の芋煮会が開催されました。夏祭

りに引き続き、入院中の患者さんやご家族の方々がご参加下さいました。 

うれし～！！クリスマス会 
サンタがやってきた！ 

12 月 23 日の夕暮れ、入院中の患者さんとご家族をお招きし、ささやかではありますが記憶に残る病棟

のクリスマス会が行われました。 

始めはみんなでクラッカーを鳴らしてクリスマスをお祝い。                                     

90 歳を超える人生の大先輩は、クラッカー初体験。一瞬                                            

たじろがれながらも、一緒にお祝いしました。 

看護師が練習したクリスマスソングの演奏が終わったら、 

サンタクロースの登場です！みなさんの驚きと嬉しそうな 

表情がとても印象的でした。 

 

お口に合うように、あまりたくさん召し上がれない患者さんにも楽しんでいただきたく、知恵を出して

チョコフォンデュやアイスクリームで食卓を飾りました。先生からはケーキの差し入れがあり、患者さん

もご家族も病棟スタッフも、みんなで一緒にいただきました。夕暮れの、クリスマスツリーがとても素敵

に鮮やかになるひととき、短い時間でしたが楽しく過ごさせていただきました。 

ありがとうございました！                                  【緩和ケア病棟看護師 岡崎 陽子】 

 

楽しい～芋煮会 

山形の秋の味覚といえば…芋煮ですよね！？当日は朝早くからス

タッフが愛情たっぷり込めて作りました。患者さんからの歌のサプラ

イズがあり、響き渡る音色に患者さんやご家族、スタッフ一同が感動

しました。ハロウィンの飾りつけをして秋の雰囲気を感じたり、皆さ

んでふるさとを歌ったりと、秋の味覚を味わいながらとても楽しい時

間を過ごす事が出来ました。 

 さて、次のイベントはクリスマス！今年はサンタさんに何をお願い

しようかな～☆        【緩和ケア病棟看護師 木村 彩】 
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 からだを保つ食事の工夫について 

管理栄養士  岡田 沙希 

米沢の長い冬、まだまだ寒い日は続きます。空気が乾燥し寒さが厳しくなると、かぜをひきやすくなっ

たり、ちょっと無理をするとすぐに体調をくずしたりすることが多くなります。かぜのひきはじめや疲れ

を感じたときは、栄養があって温かく胃に優しい食事を心がけましょう。 

また、免疫力が高まればかぜをひきにくくなります。免疫力の低下予防や免疫力アップには腸内環境を

整えることが大切と言われています。腸の働きを高める食品と旬の野菜を摂って体の中からパワーアッ

プ。適度な運動と睡眠をとり、寒い季節を乗り切りましょう。今回は、寒い季節の健康を保つことを助け

てくれる、手軽なドリンクメニューもご紹介します。 

腸の働きを助ける食品  

乳酸菌 

人間の腸内には多種多様な数多くの細菌が住み着いています。人間にとって良い働きをする善玉菌は、

食べ物の消化吸収を助けたり、病気を引き起こす菌が増えるのを防いだりしています。腸内細菌のバラン

スを改善する生きた微生物である乳酸菌やビフィズス菌はこの善玉菌を増やす働きがあります。 

多く含む食品：ヨーグルト、味噌、醤油、ぬか漬け、キムチ、チーズなどの発酵食品 

 

オリゴ糖・食物線維 

消化吸収されることなく大腸まで達し、善玉菌の栄養源となります。腸内細菌の中にもともと存在する

善玉菌が好む栄養を与えて、数を増やそうという考えです。 

多く含む食品：野菜類・果物類・豆類 

特に、大豆・たまねぎ・ごぼう・ねぎ・にんにく・アスパラガス・バナナ 

などにオリゴ糖が多い。 

 

たくさんの人生経験をされた患者さんから、貴重なひとことをいただきました。 

いつも素敵な笑顔をありがとうございます！ 

患者さんのひとこと 

（患者さん・ご家族の写真の掲載についてはご了承

を得ています） 

倖せとは 

他人がもたらすものでは

ない。       

佐藤きち  
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イラスト/れなこ 

 

【編集後記】新年おめでとうございます。地域緩和ケアサポートセンターだより「ひとあかり」第 17 号

をお届けします。「地域緩和ケア研修会」「地域緩和ケア講演会」には、例年にない豪雪にも関わらず、

多くの皆様にお集まりいただき心から感謝申し上げます。これからも皆様からのご意見に基づいて、でき

るだけ多くの、共に学び合える機会を提供させていただく所存です。本年も、地域の皆様には、地域緩和

ケアの推進に向けてご協力をお願い申しあげます。皆様にとりまして、すばらしい１年となることをご祈

念申し上げます。                      編集委員 鈴木さよ子・奥山美枝子                                      

旬の食材 

「旬のもの」とは、季節の最盛期の食べ物。量がたくさん取れ、味もよく、四季の大地のエネルギーを

たっぷり含んでいるので、栄養成分も充実しています。自然のリズムに沿って旬の食材を体に入れるこ

とが、生命力を高める食べ方とも言われます。また、季節ごとに変わる食材は、私たちの生活にメリハ

リをつけ、季節感を演出してくれます。                     参考 厚生労働省 e－ヘルスネット 

 

しょうがくず湯 

材料と作り方 

小鍋に片栗粉とはちみつ大さじ 1、 

おろし生姜*小さじ 1、水 1 カップを 

合わせて、弱火にかけて混ぜながら 

とろみがつくまで加熱する。 

*搾り汁だと口当たりが良い。 

 

◎レモンやオレンジの果汁を加えると 

はっきりとした味わいに。 

 

 

講師：緩和ケア科科長 加藤 佳子 医師 

場所：三友堂病院 5 階東 レクリエーションルーム 

時間：14:00~15:00 

テーマ：2 月   3 日 終末期医療（リビング・ウィル） 

    2 月 17 日 悪い知らせを聞いたとき 

    3 月  3 日 痛みの治療（がん） 

    3 月 17 日 痛みの治療（腰・下肢痛） 

    3 月 31 日 痛みの治療（帯状疱疹） 

ほっと一息 ドリンクレシピ 

 

ホットカルピスゆず風味 

材料と作り方 

カルピスをお好みの濃さ*で薄め、 

鍋や電子レンジで温める。 

最後にゆずの皮をすりおろして加える。 

*20ｍｌ原液を 100cc が目安 

◎水の代わりに牛乳で薄めると 

カルシウムやたんぱく質の補給にも。 

痛み教室のご案内 
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