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 灘岡 壽英 

 この度、川村先生退職の後を受けて、緩和ケアサポートセンター長に任命された灘岡と申します。灘岡

って誰だと思われる方も多いと思いますが、実は私は丁度 3 年前にこちらに赴任したばかりで、それまで

は県立鶴岡病院（現在は、県立こころの医療センター）という精神科単科の病院に 14 年間勤務しており

ました。以前から緩和ケアに興味を持っていたので、県内で最も先進的な緩和医療を実践している三友堂

病院で勉強をするつもりで参りました。それがどういう運命のいたずらか、これまで緩和ケア病棟の立ち

上げから 10 年間、当院の緩和医療を引っ張ってこられた川村先生が急にお辞めになることになり、さし

あたって適当な人がいないと言うだけの理由で、私にこの役割が回ってきたのでした。野球で言えばこれ

までエースが投げて試合が順調に進んでいたものが、投手にアクシ 

デントがあり、急に登板を命じられた救援投手のようなものです。 

そもそも私は補欠で試合に出た経験も無いのに、いきなり投球練習 

もなく試合に引っ張り出されたようなものです。 

でも、いつまでも泣き言をいているわけにもいかないので、次の 

投手につなぐ役割を果たすつもりで、せめて試合を壊さない程度の 

投球をしなければならないという気持ちでおります。 

 以上のような事情で、全くの力不足ではありますが、これまで 

川村先生と加藤（佳）先生とで築いてこられた三友堂病院緩和ケアサポートセンターと緩和ケア病棟の伝

統を汚さないよう、私のできる範囲で努力したいと考えております。なにとぞ今後ともご支援、ご鞭撻の

ほどよろしくお願いいたします。 
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3 月 1 日から緩和ケア病棟へ異動になりました。三友堂病院へ勤務してから 15 年、外

科・消化器内科・泌尿器科・整形外科・眼科の病棟におりました。 

夫 1 人と子供 3 人。長男は山形の病院で看護師として働き 3 年が経ちました。次男は

米沢に就職し、長女はこの春に高校 3 年になります。趣味は読書です。図書館に行って

おもしろそうな題名の本を選んで読み、気に入ったその作家の本を次々読んでいます。

好きな作家は東野圭吾、有栖川有栖、石田衣良、赤川次郎です。病院にとっても地域に

とっても、緩和ケア病棟の役割は大きなものであります。緩和医療に対してもまだまだ

分からない事ばかりで、その一員としてやっていけるのか不安 

はあります。しかし患者様や家族から学ぶことは沢山 

あり、その関わりを通して日々勉強していきたいと思 

います。どうぞよろしくお願い致します。 

 

 

 

 

 2016 年 2 月 1 日より、三友堂病院外科でお世話になっております尾形貴史と申します。

4 月で医師として 10 年目という節目の年を迎えます。5 年前にも三友堂病院で 1 年間お世

話になりましたが、5 年目、10 年目とそれぞれの節目の年を三友堂病院で迎えられること

に大変喜びを感じております。主に消化器一般外科として様々な病院で勤務して参りまし

たが、これまで培った知識や技術を少しでも患者さんのため、病院のために還元できれば

と考えております。また、現在の医療技術をもってしても「治らない」疾患が多く存在し

ますが、そのような疾患については、以前三友堂病院で勤務した際にも地域緩和ケアサポ

ートセンターにて診療・加療させていただく機会がありました。しかしながら以前はあま

り多くの患者さんに関わる機会が少なく、未だ地域医療・緩和ケアの「本質」については

理解が乏しい未熟者であると感じております。 

ですので、諸先生方、スタッフの方々に支えていただ 

きながら、少しずつではあると思いますが、患者さんを 

含めみなさんと同じ方向に向かい進んで参りたいと思い 

ますので、よろしくお願いいたします。 
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2 月から緩和ケア病棟へ配属となりました。緩和ケアには学生時代から

興味がありました。興味を持ったきっかけは緩和ケア実習で、ある患者さ

んからナースコールがあり看護師と訪室すると「死にたい」と訴えていま

した。その訴えを聞いた看護師は何も言わず、ずっと患者さんの思いをタ

ッチングしながら聞いていました。その姿を見てから決して看護師は身体

的症状を観察するだけではなく、精神的・霊的・社会的苦痛にも目を向け

ていく必要があるのだと学び、興味を持ちました。 

緩和ケア病棟で今後さまざまな症例の患者さんを受け持たせていただ

くと思いますが、いつか患者さんの全人苦痛に対して寄り添える看護師に

なりたいです。まだまだ勉強不足ですが少しずつ患者さんに寄り添える看

護ができるように頑張りたいです。これからよろしくお願いします。 

 

こんにちは。このたび２回目の育休明けで１月中旬より復帰いたしまし

た、臨床心理士の吉田と申します。 

１歳前日まで娘と共にいられ、成長を感じられる幸せな時間をいただき、こ

の制度や職場への感謝を思いながら過ごしておりました。ようやくの職場復

帰に頑張るぞ！と息巻いておりましたが、慣らし保育も終わりホッとした束

の間、娘はノロウィルスから洗礼を受け私も数日休みをいただくことにな

り、回復して再度登園できたと思ったらまた熱が…の繰り返し。度々の不在

で復帰早々から皆様にご迷惑をおかけしているところです。私は平成 20 年

4 月に入職し、この緩和ケア病棟に携わらせていただいて、おかげさまで 8

年を迎えようとしています。振り返れば、これまでたくさんの人々との出会

いや別れがありました。患者様やご家族の方々からはあたたかいお言葉や笑

顔をいただきました。また、病気のこと、人生についてなど様々なことも教

えていただきました。スタッフの方々からもご支援をいただき、こうした

皆々様との出逢いがあったからこそ、ここまで歩んで来ることができたのだ

と思っております。感謝のこころを忘れず、これからも邁進していきたいと

思います。どうぞ宜しくお願いいたします。 

臨床心理士 吉田 満美子 
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平成 28 年 1 月 14 日（木）山形県立米沢女子短期大学の『総合教養講座』におきまして、緩和ケア科科長

の加藤佳子先生が『痛みはとることができます』－痛みの治療と緩和ケア－を講演されました。大学より届

いた受講生の皆様の感想文から抜粋し、掲載させていただきました。（掲載に関するご承諾は済みです） 

今までの数ある講演の中で、最も印象に残ったのは、緩和ケア科よりお越しくださった加藤佳子先生による

「痛みはとることができます－痛みの治療と緩和ケア－」である。私は「緩和ケア」という言葉を知らなかっ

たのだが、講演を通して、苦しみから患者を解放することで生きることを尊重し、死期を早めることも遅らせ

ることにも手をかさず、死が訪れるまで積極的に生きていけるよう支援する体制をとることだと知ることがで

きた。「がんの痛みも、がんでない痛みも強い痛みは、人格を損ない尊厳を奪う。だから、痛みからの解放は 

 

 

 

 

 

 

 

は、解決できるからである。私がこれらのことを知ることができたのは、他でもない加藤先生の講演のおか

げである。総合教養講座を受講して本当に良かったと思った。 

 

基本的人権を守ることである」 

加藤先生のこの言葉は、目から鱗だった。・・・（中略）・・・ 

それもこれも「モルヒネが麻薬であるというだけで無闇に恐れて拒

絶する日本に問題がある。「モルヒネ」をはじめとする医療用麻薬

は、上手く使えば決して悪いものではなく、寧ろ抱えた苦痛を緩和

することに役立つものなのである。私は、今まで「緩和ケア」や

「医療用麻薬」による治療のことを殆ど知らなかったばかりでな

く、「麻薬」という言葉だけで勝手に悪だと決め付けていた。今

は、もっと「医療用麻薬」について多くの人が知るべきだと思う。

適切に使用すれば、安全なのだということを医療者にも患者にも広

めることで「医療麻薬」による依存性を恐れて拒絶するという問題 

 

麻薬であるというだけで無闇に恐れて拒絶す 

る日本に問題がある。「モルヒネ」をはじめと 

する医療用麻薬は、上手く使えば決して悪い 

講演中の加藤佳子先生 
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Merry Xmas！ 

12月23日緩和ケア病棟でクリスマス会を行ないました。 

クリスマス会では、サンタが駆けつけてくれました。 

今年は、筋肉ムキムキのマッチョサンタでした（笑） 

 

 

昨年 12 月 16 日、米沢市立病院北病棟にてクリスマスコンサートと題し音楽療法を行ってきました。 

この日は 20 数名の方が参加して下さいました。病棟スタッフによるハンドベル演奏から始まり、和やかな

雰囲気のもとスタート。歌唱活動の他に体操や楽器活動を行い、より活動的、能動的になることで ADL の

向上を図りました。その中でも患者さんのみならず、スタッフから好評だったのはトーンチャイムを用い

た活動です。トーンチャイムの放つ暖かで優しい音の響きに参加者みなさんがうっとりとした表情を見せ

て下さいました。また、心地よい響きの中で仲間との一体感が生まれ、演奏後には歓声があがり、笑顔あ

ふれる時間となりました。 

                              音楽療法士 小笠原未希 

～プログラムの一部～ 

♪雪 ♪スキー ♪赤鼻のトナカイ  

♪ジングルベル ♪いい湯だな ♪ふるさと 

http://frame-illust.com/fi/wp-content/uploads/2015/10/331a7169507b95d41c91b5320eacccad.png
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⑤ともに同じ時を過ごす

・１人の人として尊重し、その人の最期をその人

らしく生きられるように支えていくことが大切

・目標に向かってお互いが能力を生かしていくこ

とで、死にゆく人にとってはよりよい死に方、

家族にとってはよりよい看取り、看護者にとっ

ては援助に繋がっていく

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

看護師や介護者に期待すること

①普段どおりの関わり

・患者は、生きている１人の人として認めてほ

しい、今までと変わらない関わりをしてほし

いと望んでいる

②自律した人として尊重

・自分の生活を自分の管理したいと願っている

・自律した人として尊重されると、不満足と罪

の感情が減り、抑うつが減少する

                  

      

テーマ：穏やかな看取りを支えるために 

～看取りまでの経過とそのケアについて～   

 

平成 27 年度 第 4 回 地域緩和ケア研修会が、平成 27 年 12 月 10 日 

三友堂病院 2 階外来ホールで開催されました。                

研修会には、51 名の院内外の多職種の皆さんにご参加いただきました。 

テーマは以前から地域の多職種の方々よりご希望がありました「看取り」 

に関する内容です。講師の当院緩和ケア認定看護師の山田里美さんは、 

がん患者さんの全身状態の一般的な経過から臨死期、死亡直前期の身体 

的・精神的状況やその変化とケアの実際、さらに、逝去後に心がけることについて理解しやすいスラ

イドと説明で講義しました。また、大切なことは「患者さん、ご家族にとって、望ましいと考える死

は、それぞれ異なっている。医療者は、それぞれが大切にしていることを理解し、個別性を重視しな

がら関わっていく必要がある」と説明しました。 

研修後のアンケートでは、「看取りに対する不安が軽減した」「もっと早く、聞きたかった」「わ

かりやすい内容で現場でも活かせる」という高評価の感想をただきました。 

また、介護関係者の参加割合が多かったことから、医療者のみならず、多職種の看取りに対する 

意識の高さを伺い知ることができました。今後、さらに在宅や施設での看取りが増加していくこと

を踏まえて、関連研修会をはじめ、不安を話し合える場をつくっていきたいと思います。 

 

 

 

 

 

12月17日

講師 三友堂病院緩和ケア認定看護師

山田 里美

18：15～19：15

三友堂病院 外来2階ホール

院内外の
医療・福祉・介護従事者

― お問い合わせ先 ―
三友堂病院地域緩和ケアサポートセンター

担当 黒田美智子
電話：0238-24-8355 FAX：0238-24-3727

木

日 時

対 象

テーマ

場 所

穏やかな看取りを支えるために
～ 看取りまでの経過とそのケアについて ～

参加費
無料

この研修会では、看取りまで
のお体の状態とご家族や多
職種が行う具体的なケアや
関わりについてお話します。

 

 

http://www.sozailab.jp/db_img/sozai/28/15d9160a780510674dc99883fd094e18.jpg
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私は、現在結婚して海外在住ですが、米沢育ち。米沢在住の父は、隣に兄夫婦が住んでいますが、 

基本的に一人暮らし。昨年 10月に米寿を迎えました。 

12月末に、父が高熱を出して救急車で入院したとの連絡を兄夫婦から受け、びっくり。その後、検査

の結果、腫瘍が内臓にあることがわかり、年齢と部位の関係で治療はできないとのこと。10月に海外の

私のところへ遊びに来ていたほど元気だったので驚きでした。その後の父の様子は、兄夫婦から毎日情報

をもらい、2 月中旬には時間ができるので、帰国し 1 ヶ月間自宅に戻ることに。夫も了承してくれまし

て、兄夫婦にその旨を伝えていたのですが、1月半ばに、どうも父の様子がおかしいという連絡を受け、、、、。 

いてもたってもいられず、１月末に 1週間だけの飛行機のチケットを取り、米沢に帰ってきました。 

そんな不安な中、父が入院していたのが緩和ケア病棟。私が到着するとすぐに、私と義姉と本人と担当

看護師さんの栗木さん、渡部さんとの「ファミリーミーテイング」。私が２月に帰国するのに合わせて準

備して下さっていて感激でした。それまでにどのように準備していくか、またその後どの様に父を世話し

て行くのかを話し合い、先の見通しが見えて、とても心強く思いました。短い滞在だったので、父の病室

に 4 泊。不安な事がいっぱいだったのですが、相談するとその都度、看護師さんがすぐに対応して下さ

り、とても有難かったです。穏やかな灘岡先生のアドバイスあり、的確で爽やかな加藤先生の講義あり、

小笠原さんの音楽セラピーも受けさせて頂きました。病院に宿泊中、私自身が不安な気持ちになった時に、

話をじっくり聞いて下さった看護師さんたち。吉田さん、佐藤さん、新藤さん、本当にお世話になり大感

謝です。同じ部屋で寝泊まりすることで、父とじっくり話しをする時間が持て、病院の先生方や看護スタ

ッフの皆さんにも会うことができ、とても貴重な時間を過ごさせて頂きました。 

2月半ばから、父が自宅療養を始めたので、再びこちらに戻ってきて看病を開始。しかし、１週間で疲

れが出てしまい、兄夫婦からの提案で、5日間だけ緩和ケアでお世話になることに。この病棟に戻ってき

て、スタッフの皆さんに笑顔で迎えていただき、とてもほっとしました。この間にリフレッシュして、ま

た自宅へ戻ります。 

緩和ケア病棟は、 病気の父本人のケアはもちろんですが、病人を 

看護する家族のための緩和ケアでもあるのだなぁと実感。父の容態が 

どのように進行していくのか不安ではありますが、この緩和ケアのシ 

ステムとスタッフの皆さんのおかげで、何とかやっていけそうな気が 

しています。父が心豊かに穏やかに過ごせるよう、家族全員で力を合 

わせて頑張りたいと思いますので、今後とも宜しくお願いいたします。 

 
 

http://www.sozailab.jp/db_img/sozai/22592/7f8f835a3f713a0fd2fd2199264246cd.jpg
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風邪の予防には、原因となるウイルスに負けないように栄養のバランス 

のとれた食事やからだを冷やさないこと、十分な睡眠と疲れをためない 

ことが大切です。とくに、寒い季節は体が冷えることで抵抗力が弱まり風邪をひきやすくなります。 

 

１、栄養バランスのとれた食事  

 免疫力を維持するためには、栄養のバランスのとれた食事が大切です。まず、エネルギーとタンパク質を

しっかり摂りましょう。ビタミンやミネラル、食物繊維などはからだの調子を整える大事な栄養素ですが、

これらはエネルギーとタンパク質が十分にある状態で力を発揮するからです。 

 ◎献立の組み合わせ◎ 

毎食、主食・主菜・副菜をそろえましょう。主食はごはん・パン・麺などの穀類で、炭水化物の供給源と

なります。主菜は肉・魚・卵・大豆製品などでたんぱく質と脂質の供給源です。副菜は野菜・海藻類でタ 

ミンとミネラルが多く、「主食・主菜・副菜」の 3品で 5つの栄養素がそろいます。 

 

２、ビタミン ACE（エース）  

 ウイルスは目や鼻腔など粘膜から侵入しますが、ビタミン A は粘膜を強化する働きや免疫を維持する働

きがあります。ビタミン C は不足すると肌や粘膜が弱まり、疲労や発熱でも消耗されます。ビタミン E は

体の酸化を防ぎ血管の保護、ビタミン Aの酸化防止と吸収に役立ちます。 

主食・主菜・副菜をそろえた食事に加え、間食で果物や乳製品をとるとビタミン ACEやミネラルを補給で

きます。季節の野菜・果物やヨーグルトやミルクココアなどもおすすめです。 

◎簡単ドリンクアレンジ◎ 

市販の野菜ジュースや人参ジュースに牛乳を混ぜるだけで、ビタミンＡと 

Ｅの吸収がアップし、エネルギーやたんぱく質も一緒に補給できます。 

                             管理栄養士 岡田沙希 

痛み教室のご案内    

 

 

   

 

三友堂病院では『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、気軽においでください 

場 所 ： 三友堂病院 5 階東レクリエーションルーム 

曜 日 ： 隔週  火曜日                

講 師 ： 緩和ケア科 科長 加藤 佳子 

3/29 終末期医療（リビングウィル） 

4/12 悪い知らせを聞いた時 

 4/26 痛みの治療（がん） 

 5/10 痛みの治療（腰・下肢痛） 

5/24 痛みの治療（帯状疱疹） 

6/7  医者にかかる 10 箇条 

 


