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講師の灘岡壽英医師 

 

地域緩和ケアサポートセンターだより 第 21号   

  

去る 7 月 12 日（火）平成 28 年度 第 1 回情報交換会を開催しま

した。例年とは異なり、第 1 部を緩和ケア講演会 第 2 部を相談会

という構成で行いました。 

では、テーマ「終末期癌患者の精神症状に

ついて」と題して、地域緩和ケアサポートセンター長兼緩和ケア病棟

長の心療内科 灘岡壽英医師より講演していただきました。終末期癌

患者の多くに発症する「せん妄」「うつ病」「不眠」の症状と要因、

治療法とその対応について学びました。また「鎮静」に関する考え方

や条件と方法について、より分かりやすくご教授いただきました。 

会場には、院内外より多職種 100 名を越える参加者をお迎えし、

講演会は成功裡に終了いたしました。 
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せん妄と認知症の相違

発症
日内変動
初発症状
持続
気分
知的能力
身体疾患
環境の関与

せん妄

急激
夜間や夕刻に悪化

錯覚、幻覚、妄想、興奮
数時間～数週間

動揺性
一時的低下
あることが多い

関与することが多い

認知症

緩徐
変化に乏しい
記憶力低下
永続的
変化あり
持続的低下
時にあり
関与ない
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 6 月 17 日、18 日に第 21 回日本緩和医療学会学術大会に参加しました。「宮城県内のがん診療連携拠点

病院におけるがん疼痛に関する多施設調査」と「日本人におけるがん疼痛治療の個別化された目標 

Personalized Pain Goal の検討」の 2 演題を口演発表させていただく機会を得ました。最終日の最後の時   

間の発表にもかかわらず、たくさんの貴重なご意見や質問をいただくことができました。とても緊張しま 

したが、大変貴重な経験をすることが出来ました。2 演題とも優秀演題

に選ばれ、研究に協力してくださった患者さんや施設の方々、ご指導

いただいた先生方に少し恩返しができたかなと思っています。また、

今回の発表のために看護部や病棟の方々に様々なご支援をいただき感

謝しております。皆さまのご支援があったからこそ、無事に発表でき

たのだと思います。ありがとうございました。      

今後も、患者さんやご家族の役に立つような研究を行い、発表して 

いけるよう頑張っていきたいと思います。      重野朋子 

 

 

 

では、3 つのテーマ 

① 精神症状に対する薬物療法 ② 精神症状に 

対するケア ③ 退院調整全般に分かれ、医師・

看護師・ソーシャルワーカーなどの緩和ケアスタ

ッフと地域の多職種がディスカッションする機会

を設けました。現在、受け持っている利用者さん

や更にはその介護者の精神的症状への対応、退院

調整に関する質問など、相談の内容は多岐に渡り

活発な意見交換がなされました。ご参加ください

ました皆様に感謝いたします。 

 

 

講演スライドより 
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 ４月の雲一つない晴れの日。恒例の「お花見」をしました。緩和ケア病棟に入院中の患者さんに病

棟スタッフが同行して、病院の駐車場まで満開の桜を見に出かけました。車椅子に乗られたまま、あ

るいはベッドに休まれたまま、ゆっくりと外に出ると、満開の桜と桜吹雪が私達を包み込みました。

患者さんから「きれいだね！」「ありがとう！」と、感動の声があがりました。本当にきれいでした。 

締めくくりに、桜の木の下で記念撮影を行い、そのお写真は患者さんのお部屋に飾らせていただき

ました。その後もその写真を眺めては「この時の桜、満開できれいだったわ。ありがとうね」と話さ

れたり、面会に来られたご家族の方々ともお花見の写真から会話が弾み、お部屋中が笑顔であふれる

場面がありました。 

私達、緩和ケア病棟スタッフは患者さんから感動の言葉をいただいたり、ご家族と患者さんの楽し

そうな様子を拝見したりするたびに、お花見を企画して本当に良かったと実感しています。 

患者さんやご家族の方々に喜んでいただけるように、来年も４月の桜が満開な時期にお花見をして

いきたいと思っています。 

                  

    

                           

 

 

  

 こんにちは。突然ですが、皆さんアロマをご存知でしょうか？アロマは植物の花・葉・枝・樹脂など

から抽出して採取するオイルを用いて、自然の恵みを頂くものです。少しアロマについてご紹介しま

す。アロマは香りによるリラックス効果はもちろんですが、アロマトリートメント（マッサージ）のタ

ッチングにより「頑張っていますね」「あなたを大切にしていますよ」という、メッセージを伝える効

果があります。そして、アロマトリートメントによってその方の生きる力を支えたり、自分自身と向き

合うきっかけにするなどの「気持ちを支える効果」が得られます。       

自己紹介が遅くなりました。私は、緩和ケア病棟の看護師です。日々の看護とアロマは患者さんやク

ライアントさんを大切にすることやその方のいちばん近くで関わらせて頂くところが共通していると

思います。私は、看護について自分自身を削るアンパンマンのように思っていました。ある日、とうと

う削る部分がなくなった時期がありました。そんな時、「アロマはクライアントさんを癒しながら、自

分自身も満たされる」という考え方に出会いました。その後アロマセラピストを志し、今年 3 月「ホリ

スティックプロフェッショナルスクール 名古屋校ジェネラルコース」を卒業し、念願のアロマセラピ

ストとなりました。この場をお借りして、ご協力くださいました病棟スタッフや支えて下さった皆さん

に感謝申し上げます。 

私が卒業した学校は、患者さんやご家族、頑張り続けて病気ではないが辛い、という「未病の方」の

ためのアロマトリートメントを専門にしています。まだまだ駆け出しですが、今後アロマを使って皆様

のお役に立てればと考えております。                   看護師 栗木菜緒 

 

 

http://www.sozaidaisuki.com/web/iyasi/iyasi-5.htm
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緩和ケア病棟のこと ご存知ですか 

 

緩和ケア病棟に入院したら、ずっと入院になってしまうのですか？           

「緩和ケア病棟に入院したらそのまま最後まで入院・・」

という誤解があるようです。緩和ケア科では、外来、入

院、在宅（訪問診療）の３つの方法で、治療にあたってい

ます。外来か、入院か、また、在宅かは患者さんの希望と

意思が尊重されます。 

痛みや症状が辛くなり、入院を希望されたとき、すぐに入

院が可能です。しかし、緩和ケア病棟を多くのがんの患者

さんに利用していただくために、原則として長期療養を目

的としての入院はできません。症状が改善し、自宅や施設

での生活ができるような状態になったら、退院の相談をさ

せていただきます。 

緩和ケア病棟では治療はしないのですか？  

緩和ケア病棟は、手術や抗癌剤治療、放射線治療などのが

ん治療を受けることによって、身体的、精神的な苦痛を感

じている患者さんに対して、一旦それらのがん治療をお休

みして入院していただき、できるだけ早くその苦痛が和ら

ぐように援助します。あるいは、治すことが難しいと判断

された患者さんが苦痛から解放され、本来の生活に戻って

より良く生きていただけるようにお手伝いをさせていただ

きます。 

緩和ケア病棟では医療行為を行わないという誤解もあるよ

うです。確かに、手術や抗がん剤といった治癒を目的とし

た治療、また、免疫療法、民間療法や延命措置（延命目的

となる輸血など）を緩和ケア病棟入院中に行うことはでき

ません。しかし、「痛い」、「食欲がない」、「吐き気が

ある」、「眠れない」、「息苦しい」、「だるい」などの

辛い症状に対しては積極的に治療を行い、できるだけ速や

かにそれらの症状を軽減していきます。 

緩和ケア病棟は、どんなことをする病棟ですか？ 
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緩和ケア病棟では点滴はしないのですか？ 

食事がとれない時に水分や栄養が体に入らないことは、不

安なことです。緩和ケア病棟では、食事がとれない時、ま

ず、何とか食事がとれる方法がないかを考えます。それで

も、食事がとれない場合は身体に必要な水分量を考えて、

適切な量の点滴を行います。必ずしも点滴をすれば良いと

いうものではなく、逆に身体に負担を与え、苦痛が増強す

る場合があります。（たとえば、痰が多くなったり、肺に

水がたまってしまい、呼吸困難になったり、身体がむくん

だりする、などです。） 

緩和ケア病棟に入院したら、もう最後なのでしょうか？ 

生きる希望を捨てなければならないのでしょうか？ 

 

 

緩和ケア病棟の入院費は定額制ですので、薬が増えても検査が加わっても費用はか

わりません。入院費は老人医療をお持ちの方は、1割負担の方が、1日 4,926円、 

3割負担の方が 1日 14,778円（税別）です。老人医療以外の方は、3割負担で 1日

14,778円（税別）となります。入院日数が 30日を超えた場合は金額が変わります。

入院費用については、限度額以上は高額療養費として適用されますので、手続きを

していただければ、自己負担限度額を超えた分は戻ります。この他に、食事代 1食

360円、室料差額などが加わります。詳しくは、医療相談員までお尋ね下さい。 

入院費用について 

緩和ケア病棟では、症状を緩和して、患者さんの希望

する場所で生活あるいは治療を行っていただくことを

目指します。病気を治すことが難しい患者さんであっ

ても生きる希望を捨ててはいけません。緩和ケアを受

けて、苦しい症状が和らいだ時、きっと希望や目標が

見えてくるでしょう。私たち緩和ケア病棟スタッフは

その希望や目標を叶えるために患者さんとご家族の皆

さんを支え続けます。 

 

 

 

http://www.irasutoya.com/2014/09/blog-post_40.html
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筋力低下予防～日々の運動で寝たきりを防ごう～ 

筋力低下は一般的に①神経系（中枢，末梢神経）由来，②筋腱部の損傷，③廃用性筋萎縮，

④過用性，⑤関節水腫による反射性の筋力低下，⑥その他，と様々な原因があります．今回

は高齢者に多い③廃用性筋萎縮に焦点をあてて話をしたいと思います． 

 

◇廃用性筋萎縮とは 

筋肉を長い期間使わないでいると筋萎縮（筋肉が細く弱くなること）が生じます。

これを廃用性筋萎縮といいます。様々な病気で安静期間が長期となった時はもちろ

んのこと，普段の生活に比べて動く機会が減ってしまうことでも下肢の筋肉が萎縮

して立ったり歩いたりすることが困難となってしまいます． 

 

◇筋力低下予防  ～毎日楽しく“ロコトレ”～ 

筋力低下を予防するためには日々の運動が鍵となってきます．日本整形外科学会では“ロ

コトレ”（筋力低下予防運動）を推進していますので，今回一部紹介したいと思います． 

・スクワット（腰の上げ下げ運動）          ・カフレイズ（踵上げ運動） 

           

※もっと詳しく知りたい方は日本整形外科学会へアクセス！ 

 

◇一口メモ サルコペニアに関して 

筋肉量の減少傾向が見られることを、「サルコペニア」と呼びます。サルコペニアは加齢に

伴って加速化していきます。とくに高齢者においてはその速度はますます高まってしまう

のです．サルコペニアは活動量の低下もですが，食事量，とくにタンパク質（アミノ酸）摂

取量の低下でも起こります．食事の摂取も重要となってきますのでひとあかり 20号の「栄

養一口メモ」を参考にバランスのとれた食事も摂るようにしましょう！ 

 

リハビリテーション部 理学療法士 石原鉄也 
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今年 3 月より、緩和ケア病棟に異動となりました。異動前は、 

脳外科・呼吸器内科・循環器内科の混合病棟である 4 病棟に 2 年 

間勤務していました。今回初めての異動のため大変緊張しました 

が、現在は病棟の仕組みや雰囲気にも徐々に慣れ、楽しく働かせ 

ていただいています(^^)。 

実は、緩和ケア病棟にお世話になることは、今回の異動が初め 

てではありません。約 3 年半前、こちらの緩和ケア病棟で祖父が 

旅立ちました。その当時のことは今でも鮮明に覚えており、実は働きながら思い出すことが

あり、涙を堪えていることもあります(*_*)。大好きなおじいちゃんでした。その経験から

「いつか、緩和ケア病棟で働きたい」という志を胸に三友堂病院に入職し、今回その緩和ケ

ア病棟で働くことになりました。 

緩和ケア病棟には、経験豊富な職員の方々や認定看護師が配属しており、”緩和ケア”とい

う専門性の高いケアが行われていると感じています。そういった先輩方から知識や技術を教

わりながら、患者さんやご家族に寄り添える看護師になりたいと思っています。 

私はよく訛っていると言われます(;_;)。聞き取りにくい言葉や言い方があれば申し訳あり

ません。遠慮せず聞き返して下さいね。これから宜しくお願いします。 
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色摩 理美 

佐藤 郁子 

黒田美智子 

【編集後記】 

 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いただき、心よ

り感謝申し上げます。お陰様でこのたび「ひとあかり第 21 号」を刊行する 

にいたりました。恒例行事となりました情報交換会開催のご報告に加え、新

しい読み物として「ご存知ですか・緩和ケア病棟のこと」と題して、緩和ケ

ア病棟に関する情報を掲載しております。引き続き次号では、緩和ケア病棟

の設備についてご紹介する予定です。是非、緩和ケア病棟や緩和ケアの理解

に役立てていただきたいと考えております。また、スタッフの活躍を記事に

した学会での優秀演題受賞、アロマセラピスト取得者のご報告や新しく加わ

った緩和ケア病棟スタッフの紹介についても掲載いたしました。 

この頁では「モルヒネ友の会の年間事業」と「地域緩和ケア 市民公開講 

演会」をご案内いたしました。「病に負けない心を養うための知識」あるい

は「より良く生きるための備え」について知る、貴重な時間となる筈です。

この機会をお見逃しのないよう、多くの方々のご参加をお待ち申し上げてお

ります。最後までお読みいただきまして、本当にありがとうございました。 

 

 

三友堂病院地域緩和ケアサポートセンター TEL：0238-24-8355 FAX：0238-24-3727 

 

 

ご案内 ご参加 お持ちして 

おります！ 

https://www.google.co.jp/imgres?imgurl=http://www.wanpug.com/illust4099_thumb.gif&imgrefurl=http://www.wanpug.com/illust231.html&docid=ePsnB_7P1x13LM&tbnid=5yV0EwadsMQkbM:&w=399&h=269&bih=589&biw=1301&ved=0ahUKEwik2vjos9HNAhXIHZQKHXhXAFIQMwg7KBcwFw&iact=mrc&uact=8
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwizxf6Ms9HNAhWDI5QKHRUMBi0QjRwIBw&url=http://kisetu.chu.jp/kingyo/kingyo02.html&bvm=bv.125801520,d.dGo&psig=AFQjCNEJTKOtEEPfhMyBghs20NNnwUopUw&ust=1467432430675914

