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写真の掲載は、ご許可いただいております

す。 

地域緩和ケアサポートセンターだより 第26号 

緩和ケア病棟で毎年恒例の夏祭り・・・ 

今年は、8月 18日に開催されました。 

緩和ケア病棟では、入院中の患者様や在宅療養中の患者様

に季節感を味わって頂くために、大切な人達との楽しい思い

出作りのために季節に合わせた催し物を開催しています。 

今年は、入院中の患者様の参加は少ない状況ではありまし

たが、在宅療養中の患者様やご家族様にも参加して頂き、と

ても有意義な時間となりました。スイカ割りやご歓談を通し

て、患者様同士の交流の場となりました。例年にない猛暑の

ためか、かき氷は完食になりました。 

           
今後も芋煮会やクリスマス会な

どの行事が待っています。 

患者様やご家族様と楽しい時間

を過ごした思い出の 1ページにして

頂けたら幸いです。 

【看護師 色摩理美】 

https://imgcp.aacdn.jp/img-a/550/auto/aa/gm/article/4/4/5/5/9/1/800__hanabi_1.jpg
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がん専門相談員 黒田美智子 
 

  

 

 

 

  

がんになっても 

安心して住み慣れた場所で過ごすために 
 

 

 

 

最近、「住み慣れた家」を自分の最期の場所として 

選ぶ人が増えています。 

それは、単に昔のことが見直されている、 

と言うよりも、 

自分の最期をどう締めくくるかを、前向きに考え 

自分自身で決めたいと考える人が増えたからではないでしょうか。 

 

 

あなたにとって、人生の最終段階の時期を過ごす場所 

として安心でき、落ち着いて過ごせる「場所」はどこでしょうか。 

それは、各家族の事情や、本人と家族の気持ちによって異なります。 

住み慣れた自宅、療養型の介護福祉施設、そして専門医療を提供している病院を比べたとき、医療や

ケアの内容について、必ずしも病院のほうがよいとは限りません。受けられる医療やケアに、あまり

差がないことが実情です。 

しかしながら、「生活する」という観点でみた場合、治療を行う施設やスタッフが整備されている

病院にはない環境が在宅では得られることがあります。確かに、病院は機器や設備が整い、スタッフ

の配置も比較的充実しているので安心されるかもしれません。病院では、必要とされる医療や介護の

内容は、痛みやつらさなどの苦痛を取り除くことや日常生活のケアが中心となりますが、それらは住

宅でも十分出来ます。むしろ、住み慣れた自宅、生活環境の充実した療養施設で過ごしたほうが、本

人も家族もリラックスできるという方が多いようです。また、家に帰って一時的に食欲が回復したり、

体が動かせるようになったりすることも珍しくありません。 

ＱＯＬ（生活の質）や自分らしい過ごし方などを第一に考えるのであれば、在宅の環境のほうが、

よりよい療養場所となる可能性が高いともいえます。ただし、環境の規制や家族の介護など家庭によ

っていろいろな事情もあると思います。最も優先すべきは、本人と家族の気持ちです。 

まずは、本人の希望や意向をよくお聴きすることが大切です。 
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三友堂病院緩和ケア病棟では、レスパイト入院（介護者の休養のための一時的入院）の制度があります。 

詳しくは、緩和ケア病棟、緩和ケアチーム、地域緩和ケアサポートセンターにお問合せください。 

いらすと：兵庫県「おかえりなさい」プロジェクト事務局作成「あなたの家にかえろう」冊子より引用許可済    

 

 

在宅療養は、本人や家族が前向きに考えて受け入れられるか、納得して準備す

ることができるかどうかで、その後の療養生活の質が変わってきます 
 

在宅での療養は、介護する家族にとって必ずしも容易なものではありません。あらかじめ、心の準備

と生活の場づくり、介護の体制づくりも必要です。病院スタッフと在宅ケアスタッフの顔合わせの機会

を持ち、診療情報やケア内容の申し送りを行うことにより、病院から家への移行がスムーズになります。 

特に介護保険の申請は、早いうちから行っておいたほうが良く、訪問看護の利用の意思表示もなるべ

く早い時点から行うことをお勧めします。また、退院前に 1～2 泊外泊し、困った事はないかチェック

しておくと安心できるかもしれません。 

しかし、全てがそろわないと帰れない・・・というわけでもありません。 

急ぐ時、準備が間に合わない時には、とりあえず帰ってみて、必要なサービスから手配していくという

方法もあります。 

 

 

 

大切なひとの人生の総仕上げの時期に、その人と一緒に暮らしてきた場所でじっくりと向き合うと 

いう経験は、病院の中では得られない思い出や充足感を、本人と家族にもたらすこともあります。 

在宅療養を選んだ家族が皆さん、「ずっと家で」と最初から強い決意を持って取り組んでいる方ばか

りではありません。 

最初は、「イメージできない」「自信がない」という家族の方も結構いらっしゃいます。 

始めてみて、「やっぱり病院で」と揺れ動いたり、迷ったりすることもあります。 

でも、いざ行ってみると、本人が見せる笑顔や安心した表情に励まされ、在宅でのケアを続けていく

気持ちになる家族も多いようです。 

その様な本人と家族を支援していくのが、在宅医や訪問看護師、ケアマネジャーなどで構成される

在宅の支援チームです。（三友堂病院緩和ケア病棟では、在宅療養支援を行っています。      

ホームページ http://www.sanyudo.or.jp をご覧ください。） 

在宅での療養は、「家族だけで頑張り続けなければならない」というものではありません。 

穏やかな最期を望む本人を中心にして、家族、在宅支援チームが一緒になって歩くイメージでとらえて

いただければと思います。 

今はまだ大丈夫・・・と思っても、少し早めに考えてみましょう。 

あなたが願うなら、 

家でも大丈夫です。 

 

あなたが願うなら、家でも大丈夫  
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患者の人生・生活の視点でがん診療を実施するために取り組んでいる「診断が

ついた時からの緩和ケアチーム活動および腫瘍診療科と緩和ケア科の併科診療

(二人主治医制)」について当院の医師と看護師がどのように評価しているか、調

査した結果を報告しました。当院の緩和ケアチームと二人主治医制の重要度は評

価され、多くの医師、看護師から患者さんとのコミュニケーションや症状マネジ

メントの不足を補完する医療として認められていました。今後も緩和ケアチーム

と二人主治医制は当院がん診療において重要な役割を担うと考えられました。                  

【緩和ケア認定看護師 山田里美】 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

去る 6月 15日に神戸を会場に第 23回日本緩和医療学会学術大会が開催されました。 

私は、緩和ケア病棟の長期入院患者の現状について調査した結果を 

発表して参りました。 

平成 19 年度にも 3 か月以上の長期入院患者を対象に在宅移行困難な要因を調

査しました。結果は、『家族の不安』、『独居、介護者不在などの介護力不足』、

『家族関係』が問題点として抽出されました。 

抽出された問題を解決すべく、当院では緩和ケアサポートセンターを開設し、

地域住民に対して緩和ケアの啓発活動、地域緩和ケアネットワークの構築などに

取り組み、がんになっても安心して過ごせるような体制整備を行ってきました。 

今回は 1か月以上の長期入院となった要因を調査しましたが、 

結果は『介護力不足』、『家族の不安』、『家族関係』と、緩和ケア病棟が開設され 10年以上経過しても長期

入院の要因は変わりありませんでした。地域では、今後も独居、介護者不在世帯が大幅に増加することが予想

されます。 

在宅緩和ケアの推進に向けて重要なことは、独居や介護者がいないようなケースに対しては、どこでどのよ

うに過ごすのかを病状が悪化する前の元気なうちから意向を確認し、状態悪化時にも療養生活が維持できるよ

うに療養先を選定していくことだと考えます。今後、緩和ケア科では、これまで行ってきた症状緩和や在宅療

養支援はもちろんですが、アドバンス・ケア・プランニングを行いながら、患者の生きることを支えるような

支援を行ってまいります。                   【がん性疼痛看護認定看護師 渡部芳紀】 

学会 

研究会 

発表報告 

 

発表演題 

発表演題 
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・体験の一部分を忘れる 

 (自分でしまった覚えはあるけど）  

「通帳、どこにしまったかしら・・」 

・ヒントを与えられると思い出せる 

・時間や場所など見当がつく 

・日常生活に支障がない 

 多少不便だが生活に支障がない 

・物忘れに対して自覚がある 

「昔に比べて、芸能人の名前が出てこない」 

「最近ぼけたのかなぁ・・忘れっぽいよ。」 

・体験全体を忘れる 

（しまったことを忘れて） 

  「通帳がない、どうしよう」 

・新しい出来事を記憶できない 

・ヒントを与えられても思い出せない 

・時間や場所などの見当がつかない 

・日常生活に支障がある 

自覚がなく、失敗や間違いを指摘される 

生活が以前のようにうまく送れなくなる 

・物忘れに対して自覚がない 

「そんなはずはない、私は間違っていない」 

看護師 奥山美枝子 

                          

7 月 7 日、アクティー米沢において、第 14 回置賜地区緩和医療研究会が開

催されました。「医療連携と在宅ケア」のテーマの基、「医療依存度が高い人

生の最終段階にある患者とその家族への退院支援」と題し、自宅への退院を希

望されている患者さんと、自宅への退院は難しいと考える家族への関わりに焦

点を当てた症例を発表しました。症例を通し、患者さんの希望を叶えるために

私達の思いを押しつけるのではなく、家族が抱える不安や負担があることを理

解 解した上で「今の家族に出来ることは何か」を一緒に考えていくことの大切さを学びました。 

公の場での発表は初めてでしたので、とても緊張しましたが、大変貴重な経験をすることができました。 

今回、発表のためにご指導くださった川村先生をはじめ、病棟の方々、また多くの学びをくださった患者さん

やご家族に心より感謝申し上げます。                【看護師 冨樫のぞみ】 

認知症ケアミニ知識 

1、認知症は「身近な病気」です                            

 世界有数の長寿国となった日本では、高齢化に伴う認知症を発症する高齢者の増加とその対策が課題となっ

ています。2015年時点で全国の認知症高齢者数は、517～527 万人と推計され、65歳以上の認知症の有病率は、

15～18％で、5人に 1人は認知症となります。山形県は、と言いますと、全国 7位の高齢県です。平成 27年 

10 月 1 日現在の高齢者は、34 万 4 千人を超え、高齢化率は 30.8％と高く、さらに認知症の方が多いことがわ

かっています。認知症の最大の原因は加齢であり、誰もが患う可能性のある身近な病気です。家族や親戚に認

知症の方がいるのが当たり前になっています。認知症になってもいきいきと生きられる社会を創っていかなけ

ればなりません。 

 2、知っていますか？加齢による物忘れと認知症による物忘れの違い 

加齢に伴う物忘れと、認知症は大きく違います。60歳を過ぎると記憶力に加えて判断力・適応力などに衰え

がみられるようになる方もおり、脳の機能の老化が始まります。この物忘れは加齢に伴う自然なもので認知症

の症状ではありません。これに対して認知症は脳の病的な変化による知的な働きの低下です。体験したことを

すっかり忘れてしまったり、日時や人の顔がわからなくなったりして自立した生活が出来なくなってきます。 

 
加齢による物忘れ 認知症による物忘れ 

https://info.ninchisho.net/mci/k10
https://info.ninchisho.net/mci/k10
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3、こんなことに思い当れば認知症？ 

認知症も早期発見し対応すれば、本人にとっても家族にとってもそれ以後の生活は大きく変わります。 

次の症状のいくつかに思い当たることがあれば、かかりつけ医や専門家に相談するのが良いでしょう。 

・同じことを何度も言うようになった 

・置き忘れやしまい忘れが目立つようになった 

・蛇口やガスの閉め忘れも多くなった 

・日課だったことをしなくなった 

・以前あった興味や関心がなくなった 

・だらしなくなった 

・すぐ怒るようになった 

・財布やお金が盗まれたと言うようになった 

・服薬管理ができなくなった 

・受診日を間違えるようになった 

・会話がかみ合わなくなった 

・支払いでいつも高額紙幣を出すようになった 

・同じ質問を繰り返すようになった 

・不自然な服装で来院するようになった 

・他人の靴を間違えてはいて帰ることが増えた 

4、家族で介護するときのポイントとは 

  超高齢社会を迎えて、認知症が身近になった現代では、だれもが認知症の症状や進行過程について知識を

もち、適切な対応をとることが求められています。認知症を正しく知ることで、本人を非難したり、叱責し

たりすることが減り、“わからない”という本人の辛さも理解できます。 

そうすれば、みんなが困らないで穏やかに暮らしていけるのです。 

＊今を大切にする 

・しばらく前のことや、さっきのことも分からなくなる。今を大切にして生活する。  

 ・今、困っていることはない？今、どうしたい？ 

欲求の確認を行い、相手の気持ちになって介護できると良い。 

 ・本人や周囲の人からの情報を共有し、上手に活用する。 

  苦痛なく、心地よく、穏やかに過ごすことを支える。  

・今の苦痛を減らす。些細な変化、言葉、表情でキャッチし、今の穏やかな生活を維持する。  

・今の快適な環境を整備し、今のその人に必要なことを提供する。 

・なじみの関係（人・場所・物・習慣）を大切にする                                 

＊出来ることを探していく 

何もかも人に助けてもらって、自分が人のために役に立つことができない生活、これはある意味、張り合

いも「生きがい」もない生活だと思います。認知症になってもまだまだ出来ることはあります。それを見つ

け、行ってもらい、温かい褒め言葉で感謝の気持ちを伝えるようにしましょう。それが自信の回復につなが

ります。社会や家庭のなかで、今も役割を果たせていると自信を持っておられる方は、認知症が進んでも、

困った症状（行動・心理症状=BPSD）を起こしにくいといわれています。 

＊その人らしさを大切にする（尊厳を守る）  

認知症の方も、病気になる前までは社会の一員として活躍し、また家庭を支え、子供を育ててきた方々で

す。「あれができなくなった」「これがわからなくなった」と、認知症の症状にばかり目をやるのではなく、

その方の変わらない本質をしっかり見つめて、その時々に必要な手助けを、医療・介護・福祉・地域・家庭・・

すべての場で連携して行うことが大切です。認知症の方を子ども扱いせず、介護する周りの方が、“自分が

認知症になった時にしてほしいと思えるようなケア”を心がけていきたいと思います。 

医療機関で気づく

兆候 

家族が気づく初期症状 

https://3.bp.blogspot.com/-T6lcAwY-zuI/UylAcXguqOI/AAAAAAAAeUc/29O84uXgwL0/s800/ohanami_fufu.png
https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjKkr3Mh5TdAhUOat4KHYnmAzIQjRx6BAgBEAU&url=https://www.sozailab.jp/sozai/detail/22897/&psig=AOvVaw0Bwv0ZZUaM-mvTxsQV24YR&ust=1535693669551121
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スタッフ紹介 

医師：平井一郎先生 

 周りに胃の手術を受けた人が多かったので迷わず消化器・一般外科を選びました。外科では癌の手術を行うこ

とが多く、残念ながら再発してしまう患者さんもいらっしゃいます。三友堂緩和

ケアでは多職種のスタッフが毎週カンファレンスを行 

  

・ 

周りに胃の手術を受けた人が多かった

ので、迷わず消化器・一般外科を選びま

した。外科では癌の手術を行うことが多

く、残念ながら再発してしまう患者さん

もいらっしゃいます。三友堂緩和ケアで

は、多職種のスタッフが毎週カンファレ

ンスを行って、最も適したケアを討論し

ていて大変勉強になります。 

 

本年度より当院に就任されました平井先生にインタビューしました！ 

＊介護者の人生も大切にする 

介護者が疲れていては、認知症の人に優しくできません。家族の中には、精神的に

も肉体的にも疲れ果て、うつ病になる人がいます。そのため家族にも休息と気分転換

が必要です。本人が一人で留守番が出来ない場合は、一週間に何回かデイサービスや

ショートステイを利用することで家族は休養することが出来ます。家族にも介護のた

めに自分の人生を犠牲にすることなく、双方が幸せに過ごせるよう社会資源の活用の

検討が必要です。ケアマネジャーやかかりつけ医院の看護師に相談しましょう。 

岡山生まれです

が、先祖は瀬戸内海

の海賊のようです。 

 

おそらく長男なの

でこの名前になった

のだと思います。 

 

出身地は？ 

外科医に進まれた理由は？ 

お名前の由来は？ 医学に進まれた理由は？ 

 

尊敬する人は？ 趣味は？ 

介護福祉士：平美紀 

看護師：植松眞里 

4 月から配属となりました。地元は長井ですが、結婚して米沢

に移り住みました。 

緩和ケアは興味のある分野ではありましたが、自分に務まるか

不安もありました。今は心強い先輩方にご指導いただきながら、

少しずつ慣れてきたところです。患者さんやご家族との関わりを

大切にし、心のこもったケアが出来るよう日々励んでいきたいと

思います。どうぞよろしくお願いします。 

4 月 1 日よりヘルパーステーションから配属となりました。

午前はＨＣＵ、午後から緩和ケア病棟でと目まぐるしい勤務 

体制です。ヘルパーステーション所属前は、緩和ケア病棟で 

9 年程勤務しておりました。また緩和ケア病棟に戻り、新たな

気持ちで患者様とそのご家族様と関わっていけるよう先輩方

に一から教えて頂きながら、自分の出来る範囲でありますが 

頑張っていきたいと思っております。 

どうぞよろしくお願いします。 

病気の患者さんを

治すことができれば

と思ったためです。 

 

 肝胆膵外科で学んだ木村理先生

幕内雅敏先生、二村雄次先生 

解剖学者の村上弦先生です。 

上手ではない

のですがスキー

とギターです。 

 

  

畳の部屋があって、ご家族と一緒に過ごせるので 

ゆったりしていて良い病棟だと思います。 

 

三友堂病院緩和ケア病棟のイメージは？ 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1534232792/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly93d3cubWlubmFub2thaWdvLmNvbS9lbnF1ZXRlL0U2MjYwMjI0NS8-/RS=^ADBo85N59.KFEISW539p6L.YABfvqE-;_ylt=A2RCL51YN3FbLBIA2CWU3uV7
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緩和ケア病棟内にある談話室がリニューアルしました！ 

インターネットができるパソコンが配置され、午前 9 時か

ら午後 7 時までの間ご利用頂けます。また、テレビカード

の販売機も設置され、１階売店まで出向くことなく購入す

ることができるようになり、便利になりました。 

棟内さんぽ♪ 

【編集後記】 

いつの間にか蝉の声が

聞こえなくなり、夜風に

秋を感じるこの頃です。 

情報満載の 「第 26 号 

ひとあかり」が刊行しま

した。沢山の方に読んで

いただきたいと願ってい

ます。これからも、 

「ひとあかり」を暖かく

見守ってください。 

がん告知に関することや、医師との心の通わせ方、家族や社会とどう

関われば楽になれるのか、どうすれば伸びやかに生きられるのか―。 

死は必ず生の延長上にあり、それは健康な人でもがん患者でも同じこ

とです。命の火が燃え尽きるまで続く「生」を、自分らしく生きていく

ことの大切さについて、患者のメンタルをサポートするサイコオンコロ

ジーの専門医がやさしく説いています。「がん」と告知されてからの生

き方・心の持ち方はどうあればいいのでしょうか。 

ご病気の方だけでなく、医療や介護に携わる方にもお勧めです。

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

黒田美智子 

 

担当 

小笠原未希 

黒田美智子 

著者：聖路加国際病院 
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