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今年も、緩和ケア病棟では恒例の夏祭りを 8 月 5 日に行いました。入院中や在宅療養中の患者様、

お子様やお孫様合わせて 17 人。医師や病棟スタッフも合わせると 32人と、今年もたくさんの方が参

加して下さいました。 
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夏祭り 

川村先生は率先してかき氷を、灘岡先生は焼きそばを作っ

て下さいました。格別おいしかったようで、足りないくらい

でした。今年は、チーズやちくわの入ったタコ焼きもあり、

大変好評でした。その他、トウモロコシやババロア、枝豆、

おにぎり漬物などもあり、「お腹いっぱい」とお腹を抱えな

がら帰られる方もおられました。患者様やご家族の方の笑顔

で、私達スタッフは元気を頂きました。参加して下さった皆

様、ありがとうございました。今後の、芋煮会やクリスマス

会も楽しみにしていて下さい。 

【病棟看護師 鈴木さよ子】 

 

病棟行事 

  

 

平成 29 年 10 月 31 日発行 

発行所 三友堂病院 

山形県米沢市中央 6 丁目

1-219 

開会の挨拶の後、お祭りの歌や当日誕生日の方へ誕生日の歌を、皆で美声を発揮し大きな声で唄いま

した。スイカ割りや輪投げは、行う方より応援する方に力が入っていました。車椅子やベット上の方も、

魚釣りや輪投げに参加して頂け、釣った魚は（本物ではないですよ）お土産にしてもらいました。皆さ

ん幼少の頃に帰られたように、いきいきとされていました。 

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjm0P-q3I3XAhWEkpQKHfZ1A_cQjRwIBw&url=http://www.wanpug.com/illust247.html&psig=AOvVaw3eSplZLoPzt7MUu8AOCgD6&ust=1509087708892599
https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwill-HPqZfXAhXEVbwKHQ-wAlMQjRwIBw&url=https://ameblo.jp/66rk/entry-12313023732.html&psig=AOvVaw0zLryucN0EI5qyViPcZYLI&ust=1509417788954792
https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjh-NTirJfXAhWEWrwKHaEmC5AQjRwIBw&url=https://www.illust-box.jp/sozai/39320/&psig=AOvVaw2Sf7eYxmi6hnNFLaJgvAxO&ust=1509418611234142
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人生の最終段階における医療 

―アドバンス・ケア・プランニング― 

 緩和ケア病棟長 川村 博司 

 

日本人の 95％は “ぴんぴんころり”とは行かず、最期を迎えるまで

平均 10 年間、何らかの疾病を抱え、あるいは障害を持ちながら人生を

送ることになります。本来であれば、私たちは自分の人生あるいは受け

るべき医療について自らが意思表示をすべきですが、日本人はこういう

ことがあまり得意ではありません。それでも現在、リビング・ウィル

(Living Will: LW)とかエンディング・ノートを書く方も増えてきている

ようです。しかしせっかく LW を書いても、医療の現場においてこれが

尊重されず、希望通りにならないことがあります。  

患者個人の意思決定に際して医療者として心すべき要件を 5つ・・・

1.『患者にとって最善とは何か』を常に考えながら医療を行うこと：

治療に伴う“利益”と“負担やリスク”を天秤にかけて最善の医療を

心がけなければなりません。これは倫理的にも正しいことです。  

2. 自分の人生また自分の受ける医療は『患者自身が決める』という原

則を守ること：どこで、どのように、治療を受けるか、療養するか、

最期を迎えるか？人工的水分・栄養補給を行うのか、それをいつまで

続けるのか？蘇生処置・延命処置を受けるのか？これらを自律的に決

めることが大切です。 ただしその際、医学的検討、インフォームド・ 

コンセントをしっかり行うことが必要です。  

3. 『生命の二元性』について理解すること：生命には、「生物学的生

命」と「物語られるいのち」とがあります。『物語られるいのち』と

は人生・生き方・願望・価値などの個人的要素によって物語られる『個

人の尊厳』であると考えます。「物語られるいのち」をないがしろに

するような医療は行われるべきではありません。  

4. 苦痛のメカニズムについて理解すること：苦痛症状は、臓器の異

常から生まれてきます。しかしそればかりではなく、その人の精神的、 

 

今年 4 月、日本臨床救急医学会が、「LWが救急の現場で提示されたとしても、救急隊員はそれに従

わず、救命処置を開始する」という提言を発表しました。自分の望んだ平穏な死と程遠い最期を迎え

る患者がさらに増えてしまうことを危惧します。現代医療において、「個人の尊厳や寿命の尊重」と「必

要な医療の担保」の両立を目指した『患者と家族の意思確認プロセスの確立』、『意思に寄り添って看

取りを行う体制づくり』が求められています。では、患者の意思決定支援としてどのような手続き、

プロセスを踏めばよいのでしょうか？ 

治療の利益 

負担とリスク 

http://illpop.com/img_illust/season/sep02_a01.png
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これらの 5つの要件を踏まえて、「将来の患者の意思決定能力の低下に備えて、予め患者・家族と話

し合うプロセス」が『アドバンス・ケア・プランニング (ACP)』です。ACP では、医療者は患者・家

族の価値観を引き出し、また患者・家族と治療・ケアの目標を共有しながら、患者の意思決定から医療

行為実施までの過程を支えます。ただし、このような意思決定プロセスには時間が必要です。このため

ACP はより早期から、できれば診断がついたときから始められるべきであると考えます。 

三友堂病院と山形厚生病院（私が今年の 4月まで勤務していた）はすでにしっかりしたパーソン・セ

ンタード‐ケア、緩和ケアが行われている病院です。これらの病院で行っている ACP は、まず家族の

思いや医療者からの情報を得ながら、患者自身が LW を書くことから始まります。医療ケアチームは LW

によって患者の意向を確認し、各医療行為のメリットとデメリット、医学的妥当性と適切性を慎重に判

断します。そしてチームの総意に基づき主治医は医療処置の指示書(Physician Orders for Life 

Sustaining Treatment: POLST)を作成し、患者または代理意思決定者に対してこの指示書を提示して

医療行為に関するインフォームド・コンセントを成立させます。この後、医療行為が行われていきます。 

私は山形厚生病院において 1 年 6 か月間に 94人の老年認知症患者にACP を実践しました。その結

果、医療スタッフからは「患者・家族・医療者のコミュニケーションの改善」、「患者の自律性の向上」、  

社会的側面、あるいは人格、スピリチュアルな側面などの要因が絡み合い、これらが脳で処理され、

最終的に症状として現れてくるわけです。従って、臓器異常の解決のみが治療とされるのは片手落ち

で、がんの場合は、臓器異常を受け持つ腫瘍診療科と身体的苦痛のみならず、精神的・社会的・スピ

リチュアルな苦痛を解決する緩和ケア科が連携して一つの目標に向かうことが必要なのです。これこ

そが『全人的ケア』です。  

5. 『医療の融合』と『チーム医療』：『全人的ケア』の実現に向けて、医療は各専門領域同士、学際的

に融合すべきであります。日本では医療を医師の裁量にのみ任せがちですが、そうではなく、多くの

専門家が連動するチーム医療に変わらなければなりません。 

ACP が全国に普及していけば、患者本位の病院が選ばれるようになり、療養の場の選択も変わり、ま

た急性期・救急医療の現場での医療の選択のありようにも変化がもたらされるかもしれません。さらに

高齢者社会が進む日本において、地域包括ケアの基盤として ACP が実践されることによって、地域で

患者の意思を共有することができるようになり、その結果として、いつでも、どこでも患者の意思を尊

重した医療ケアを展開できるコミュニティーが形作られるようになることが期待されます。 

（本編は今年開催されました第 21回日本尊厳死協会東北支部会シンポジウムおよび第 27回山形県緩和医療研究

会での発表内容をまとめたものです。） 

 

「患者の視点、個人の人生の視点に立った医療の実現」、

「『人生の最終段階における医療』に対する認識の転換」、

「倫理的妥当性、『その人にとっての最善は何か』を意識

した医療の実践」に役立ったとの意見を得ました。そして、

患者・家族からは「将来について、生命について、人生に

ついて、死について考え、今後どうしていくべきかを考え

ることができるようになった」、「自分らしく最後まで生き

ることの大切さを知った」、「他人に迷惑をかけずに死のう

と思っても、現実的には困難であることを知った」、「苦痛

のない最期を迎えることができてよかった」という声をい

ただきました。ACP の導入は、病院医療スタッフまた患

者・家族に「人生の最終段階における医療」についての意

識改革をもたらしたと言えます。 
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旬を味わう ～里芋～  

山形の秋と言えば芋煮。芋煮に使われる里芋は秋から冬にかけて旬を迎えます。里芋は柔らかいため

誰もが食べやすく、和洋さまざまな味付けになじむ食材です。旬の食材は味が良いだけで

はなく、栄養も豊富です。季節の食材を美味しく食べて、寒い冬に備えましょう。 

 

 

 

＜里芋を使った簡単レシピ＞ 

 

＊ポイント：とれたての小芋を使いましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

材料（２人分） 

里芋(小さいもの) 6個 

甘味噌（作りやすい量） 

みそ 大さじ 1 

A  砂糖 小さじ 1 

みりん 大さじ 1 

ゆず 適量 

ごま 適量 

作り方 

①里芋は皮付のままきれいに洗い、上 1/3 の所で皮に切れ目を１

周入れる。ラップで包み電子レンジで２分加熱し上下を返してさ

らに２分加熱する。 

②切れ目から上の皮をキッチンペーパーなどでむく。 

③A の材料を耐熱容器に入れてよく混ぜ、電子レンジで３０秒程度

加熱する。 

④里芋に甘みそをぬり、ごまやゆずの皮を飾る。 

＊1人分当たりエネルギー57kcal たんぱく質 1.5g 脂質 0.4g 塩分 0.6g 

材料（6 個分） 

里芋 200g 

バター 5g 

片栗粉 大さじ 1 

油 ５g 

醤油 大さじ 1 

A 砂糖 大さじ 1/2 

みりん 大さじ 1 

料理酒 大さじ 1 

水 大さじ 1 

作り方 

①里芋は一口大に切り耐熱容器に入れラップをかけて５分加

熱し、熱いうちにつぶす。バターと片栗粉を入れて混ぜる。 

おやつにもおススメ 「さといも磯辺焼き」 

電子レンジで簡単 「きぬかつぎ」 

 

②①を６等分し手を水でぬらして丸く成形する。 

③フライパンに油を引き、両面焼き色が付くまで焼く。 

④あらかじめ合わせておいた A を入れさっとからめる。 

 のりを巻いて盛り付ける。 

＊1 個分当たり 

エネルギー61kcal たんぱく質 0.8g 

脂質 1.8g 塩分 0.5g（1個分） 

 

里芋にはカリウムと食物繊維が豊富に含まれています。カリウムには体の余分なナトリウムを排泄し、

血圧を下げる働きがあります。また、食物繊維には整腸作用はもちろん、高血圧や脂質異常症などに効

果があるといわれています。そして里芋を含めた芋類には炭水化物が多く含まれており、体温を保ち体

を動かすためのエネルギー源になります。 

＜里芋の栄養＞ 

【栄養管理部 栄養管理士 佐藤結】 



 平成 29年 10月 31日                地域緩和ケアサポートセンターだより                                     第 24号 

5 

いつまでもおいしく楽しい食事を続けるために 

 食欲は人間の三大欲求のひとつです。世界中のどんな方でも、最後までおいしくご飯を食べたい・お

いしいもので楽しい時間を彩りたいと願う気持ちは共通だと思います。摂食嚥下障害に悩まされること

なく、いつまでもおいしく楽しい食事が続けられるように、少しだけ飲み込みの機能(嚥下機能)が維持

できる練習や心がけを行ってみるのはいかがでしょうか。 

おいしい食事は綺麗なお口から 

 お口の中が汚れた状態が続くと、虫歯や歯周病になりやすく歯の欠損に繋

がります。また、舌に汚れ等が付着することで味覚が弱くなってしまうこと

もあります。毎食きちんと歯や義歯を歯ブラシで磨く、舌ブラシ等で舌上の

清潔も保つといった心がけが大切です。何十年と連れ添って食事を楽しませ

てくれている歯やお口は、かけがえのない同志です。いつまでも大切にした

いですね。 

嚥下も運動？準備運動が効果的！ 

  

準備運動を行うことが効果的です。今回ご紹介した嚥

下体操では、嚥下に関わる首や肩、胸郭、口腔器官の

運動を行い、嚥下を行いやすくする効果が期待できま

す。食前の準備運動だけではなく、日々のスキマ時間

にこの体操を行うことも機能維持には効果的です。例

えば、毎日１～２分、日課のテレビ番組の CM の間に

行うという習慣化も良いかもしれません。 

 

 

 

 

 

 おいしく食事を続けるためには、日々たくさんお話

をしたり、時には歌ったり、大きな声で笑うこともと

っても大切です。それだけでも呼吸機能が向上しゴホン！とムセたときに喀出する(気管に入りかけた

食べ物を外に吐き出す)力を維持する効果や、唾液の分泌を増やし口腔内の乾燥を防ぐ効果が望めます。

運動や様々な健康法だけに気をとられず、笑顔で楽しく過ごすことも機能維持には重要な要素のひとつ

です。笑う門には福来る、いっぱい笑って過ごしましょう！ 

◇◆嚥下体操について◆◇ 

健康長寿ネット (https://www.tyojyu.or.jp)よ

り引用しています。図が小さくて見えにくい場合

にはこちらをご参照ください。 

これ以外にもたくさんの嚥下機能に関わる手軽な

練習方法もご覧いただけます。 

ごっくん、と食事を飲み込むためにも細かな

たくさんの筋が働きます。様々なスポーツも始め

る前には準備運動を行うように、お食事の前にも 

【リハビリテーション室 言語聴覚士 池田智美】 

 

https://www.tyojyu.or.jp/
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～新しいスタッフを迎えて～ 

九月末より緩和病棟に配属となりました。 

地元は米沢です。学生の頃、一度、地元を離れて改

めて地元の人の優しさや家族の大切さを感じて米沢

へ就職しました。 

今回は育休明けの新たな配属先で、新たな出会い

や日々学ぶこともたくさんあり、新鮮な気持ちです。 

分からないことが多々ありますが、先輩方に教え

て頂きながら、気づきを大切に患者様のケアに関わ

らせて頂きたいと思っています。どうぞ、よろしく

お願い致します。 

 

6 月 1 日より育休明けで配属となりました。異

動後、緩和ケア病棟では花見・夏祭り・芋煮会・ク

リスマス会など季節ごとの行事が行われているこ

とを知り、さっそく夏祭りと芋煮会に息子と参加さ

せていただきました。季節を感じながら皆さんとお

話したり、普段とはまた違った患者様のほころんだ

表情も見る事ができ、とても幸せな時間を過ごすこ

とが出来ました。                            

経験豊富なスタッフの方々にご指導いただきな

がら、皆さんのお役に立てる看護が出来るよう、精

一杯頑張ります。よろしくお願い致します。 

 
10 月 1 日より 3 病棟から配属となりました。人見

知りな性格なので新しい環境に慣れるまで時間がかか

ってしまうかもしれませんが早く病棟の事を覚えて対

象者に寄り添った看護が出来るよう頑張りたいです。

趣味は一人旅行と音楽鑑賞です。以前は洋楽が好きで

よく聴いていましたが、最近は K-pop にはまっており

ライブも一人で行って心と体のリフレッシュをしてい

ます。 

看護師として未熟で。緩和ケアについても分からな

い事ばかりで、先輩方に助けて頂くことが多いと思い

ますが地域で働く看護師として精一杯頑張りたいと考

えています。ご指導・ご鞭撻賜りますようお願いいた

します。 

看護師 冨樫のぞみ 

介護福祉士 小下真都香 

看護師 我妻沙央梨 

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjd4PiOrY3XAhVEGZQKHf3BC3YQjRwIBw&url=http://www.wanpug.com/illust16.html&psig=AOvVaw1tzIzFruDjqOX7jBPDI6nD&ust=1509075105142112
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場  所：三友堂病院 5 階 三友堂病院地域緩和ケアサポートセンター内 

受付時間：9 時 30 分～12 時・13 時～15 時（水・土・日・祝祭日除く） 

火曜日は午前のみ行います（9 時 30 分～12 時） 

電話相談：（1 回 20 分程度）・対面相談（1 回 30 分程度） 

対  象：がん患者さんやご家族（当院で診療していない方も可能） 

費  用：無料 

担  当：がん専門相談員（国立がん研究所における研修過程終了看護師） 

相談室の利用方法：（予約優先とさせていただきます） 

・直接の来訪による相談（お待たせする場合がございますのでご了承ください） 

・電話による相談 （上記の受付時間内におかけください。） 

連 絡 先：電話番号 0238-24-3700（代表）         【黒田 美智子】 

・がんかもしれない症状があるが、怖くて受診に行けない。 

・どの診療科を受診してよいかわからない。 

・検査や治療法について知りたい。 

・がんの治療について医師から説明を受けたが、理解できない。 

・がん告知を受けて、今後どうすればよいかわからない。 

・抗がん剤やその副作用、セルフケアについて知りたい。 

・家族として、どの様に本人に対応すればよいかわからない。 

・緩和ケアや緩和ケア病棟について知りたい。 

・在宅療養について不安がある。 

・医療費や社会復帰について不安がある。 

三友堂病院 がん専門相談室の  ご案内

がん専門相談室は、がん患者さんとご家族、またそのまわりの皆さんを精神的・社会

的にサポートするために開設されました。「がんの告知をうけ、今後どうしたらよいか、

わからない」「自分の病気が理解できない」「本当にこの治療でいいのか不安」「退院す

るようにと言われたが、家で療養するには介護が負担」など、がんの診断から治療、そ

の後の療養生活、社会復帰と生活全般にわたる、疑問や不安を感じた時、ひとりで悩ま

ずに気軽に「がん専門相談室」にご相談ください。 

がんに関する不安・心配事など、お気軽にご相談ください 

例えばこんな時・・・・ 
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【編集後記】 

いよいよ秋も深まり、夜寒を覚える今日この頃となり

ました。美味しい秋の実りは、ご堪能されましたか？ 

お陰様でこのたび「ひとあかり第 24 号」を刊行する

にいたりました。今号では、緩和ケアの理解や健康維持

に役立つ沢山の情報を掲載しております。ご一読いただ

いた皆様からのご意見、ご希望などお待ちしております。 

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

 

相談室入口には、国立がん研究センター/がん対策情報センター作成

のパンフレットを設置しており、ご自由にお持ち帰りいただけます。 

がん専門相談室入口 

【編集担当】 

奥山美枝子 

新藤 順子 

冨樫のぞみ 

黒田美智子 

小笠原未希 

 

ご案内 
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