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 6年前まで私は庄内の鶴岡病院という精神科単科の病院で働い

ていました。大学を卒業後、ずっと精神科医として生きてきました

が、定年退職後は何かこれまでとは違った領域で仕事ができないも

のかとずっと考えていました。丁度そういう時に、たまたま山形で

開催された東北心身医学会に加藤佳子先生をお呼びして緩和ケア

に関して特別講演をお願いする機会がありました。以前私が大学病

院で働いていた時に、先生から誘われて、今で言う緩和ケアチーム

のお手伝いをさせていただいたことがありました。 

緩和ケアに関わって 6年 
三友堂病院地域緩和ケアサポートセンター長  

心療内科  灘岡 壽英 
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 当時はそのような仕事は全くのボランティアで、診療報酬の手当ても無ければ、そのような活動自

体を見る周囲の目も今に比べるといささか冷ややかなものでありました。当時緩和ケアに関心のある

病院職員で佳子先生を中心に勉強会のようなものをやっていましたが、議論の中心が患者に対する病

気の告知をどうするかというものであったように記憶しております。佳子先生の講演を聞くまではそ

のようなこともほとんど忘れていたのですが、丁度その時期に、厚生労働省の音頭取りで全国で三か

所、それまで全く緩和ケアの活動が見られない地域を選定して、新しく緩和ケアの意識を根付かせる

ことができるかという試験的な事業があり、鶴岡がその三つのうちの一つに選ばれました。「庄内プ

ロジェクト」と称された活動の中心は荘内病院でしたが、2年くらいの限られた期間に様々な講演会

や研修会等の企画がなされ、医師会も巻き込んで緩和ケアに対する意識が一気に高まったのです。 
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そのような時期に佳子先生の講演をお聞きしたことは何かの巡り会わせであったような気がし

ています。同時に個人的な理由もありました。私の母は直腸癌で、父は胃癌で亡くなりましたので、

私もいずれは何かの癌で死ぬんだろうと漠然と考えておりましたが、私自身にそのための心構えが

何もできていませんでした。母の最期はおそらくせん妄状態だったのだと思いますが、ほとんど話

もできない状態で亡くなりましたし、父も癌専門病院で治療しいずれは緩和ケア病棟に入りたいと

言っていたのに、その機会もなく一般病棟で亡くなりました。心残りだったのは、母とも父とも十

分な話ができなかったということです。いずれゆっくり話をする機会があるものと漠然と考えてい

たのですが、結局そのような機会は訪れませんでした。今の私に妻や子供たちに何か話しておきた

いことがあるわけではないのですが、その心の準備だけはしておこうと、身を以て学ぶ機会になれ

ばという気持ちもありました。 

 

去る 10月 18日（木）伝国の杜・大会議室に於いて

「平成 30年度山形県在宅医療推進事業 地域緩和ケア

公開講演会」を開催いたしました。講師には、宮城県大

崎市で緩和ケアコーディネーターとしてご活躍中の大

石春美氏をお迎えし、地域の医療と介護の協働体制を構

築しながら、利用者の希望を実現していく「コミュニテ

ィー緩和ケア」の実際についてご講演いただきました。

当日は市民をはじめ、医療・介護・福祉・行政関係者な

ど約 90名の皆様にご参加いただきました。 

特に、命を愛おしむ心が以心伝心し、心おきなく喜怒哀楽

を精一杯表現しながら魂が安らぎの境地に向かう様は、動

画と講師の大石氏の語りによって、多くの参加者に感動を

院後の生活を考えながら療養生活を送ることになります。入院してから考えるのでは間に合わない

ので、その前から自分の生き様を考えておく必要があります。しかし、実際にはそのような患者さ

んはほとんどおらず、その結論が出ないまま退院したり、その前に全身状態が悪化して亡くなる患

者も少なくありません。佳子先生からは、自分がいつかは死ぬ存在だということを考えていない患

者が多すぎると言われますが、もしかしたら私もその一人かもしれないなどと考えたりしています。 

 これからいつまで働けるか分かりませんが、手遅れにならないうちに、自分の死に対する心構え

だけは何とか準備しておこうと考えている毎日であります。 

米沢市医師会だより「好生」より転載 

講師の大石春美氏 

実際に緩和ケアに関わる仕事をしてみると、以前考えていたもの

と大分違うような気がしています。私が以前緩和ケア病棟に対して

持っていたイメージはホスピスに近いものでした。しかし、三友堂

病院の緩和ケア病棟では症状が緩和された段階での退院を前提と

考えており、その平均在院日数は十数日であり、入院した時から退 

 

https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjo5PbGuKjgAhXGFYgKHZqCAXoQjRx6BAgBEAU&url=https://www.photolibrary.jp/img566/221756_5447810.html&psig=AOvVaw0ZNPujufyHrNpT-xtk12op&ust=1549588140705345
https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiXlYXn98vgAhWMf7wKHXeUCgoQjRx6BAgBEAU&url=https://publicdomainq.net/fertile-shoots-dandelion-0007575/&psig=AOvVaw3Sb4RhlmY4gROpJWhO8Zcx&ust=1550807612410227
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地域緩和ケアサポートセンターが普及を図るべき

視点は医療中心のものではなく、病気とつきあいな

がら地域で生活する人々とそれを支え、緩和ケアを

提供する者の視点です。その見解において、この度

の講演会は大変実り多いものとなりました。講師の

大石春美氏に敬意を表するとともに開催にあたり、

ご支援、ご協力くださいました関係者の皆様に感謝

いたします。 

 

 

 大石氏が実践されている「コミュニティー緩和ケア」

とは、生活の営みの中で療養し、最期を迎える場とな

るよう専門職とともに支え合う市民参加型の新しい医

療の形でした。それは、限りある命を意識しながら心

豊かな関係づくりを展開し、今まさに輝きを増した命

が織りなす物語がドキュメンタリーとして私達に訴え

かけました。特に、命を愛おしみ、心おきなく喜怒哀

楽を精一杯表現しながら魂が安らぎの境地に向かう様

は、動画と講師の大石氏の語りによって、多くの参加

者に感動を与えてくれました。リーとして私達に訴え

かけました。 

 

 

 

 開会の挨拶 仁科盛之病院長

院 

座長 灘岡壽英医師 

お礼の言葉 加藤佳子医師 閉会の挨拶 川村博司医師

者 

https://www.google.co.jp/imgres?imgurl=http://neuneu.penne.jp/n/src_down/2012/05may1920_1080_nocal.jpg&imgrefurl=https://matome.naver.jp/odai/2136151375048295001/2144309996721743403&docid=BL9Ri6CLIGvU1M&tbnid=YbLdkDFlXczRiM:&vet=10ahUKEwjdk_y08MvgAhWOGaYKHT-qAqMQMwhHKAgwCA..i&w=1920&h=1080&bih=503&biw=1051&q=%E6%98%A5%E6%B0%B4%E5%BD%A9%E7%94%BB%E3%82%A4%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%88&ved=0ahUKEwjdk_y08MvgAhWOGaYKHT-qAqMQMwhHKAgwCA&iact=mrc&uact=8
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地域包括ケアや地域医療の普及と推進を背景に、自宅や施設で「人生の最終段階」を迎える方が増え

ており、これに伴い、地域で支える「地域完結型」の医療と介護のあり方に関心が高まっています。 

平成 30年 12月 13日（木）三友堂病院 2階外来ホールに於いて、当院の重野朋子がん看護専門看

護師を講師に『「看取り」のケア』の研修会を開催しました。当日は、院内外の医療・介護・福祉に携

わる多職種 63名にご参加いただき、臨死期の患者さん（在宅・施設では利用者さん）への具体的なケ

ア方法やご家族への対応、留意点について聞くことができました。 

また、穏やかな看取りのためのプロセスとされる ACP（アドバンスケアプランニング）についても学

びました。ACPとは、終末期に病状が悪化し、患者（利用者）本人が意思表示できなくなる場合に備え、

家族や医療介護福祉従事者との話し合いを重ねることにより、患者（利用者）の価値観を明らかにし、

これからの治療・ケアの目標や選好を明確にする過程を示します。「初めて耳にした」という参加者が

殆どでしたが、その重要性について理解され、自施設や現場において、「今後実施していきたい」とい

った前向きな声が多く聞かれました。 

かけがえのない人生。大切な人の最期だからこそ、ご本人もご家族も気持ちは揺れ動きます。私達も

また、その時々のお気持ちに寄り添いながら、それでも確かな支えとなる伴奏者でありたいと願います。 

 

山形県在宅医療推進事業 

平成 30年度 地域緩和ケア研修会報告 

 

厚生労働省では、平成 30年 12月 5日にこのACP（アドバンス・ケア・ 

プランニング）の愛称を「人生会議」とすると発表しました。さらに 11月 30日

（いい看取り・看取られ）を「人生会議の日」とし、人生の最終段階における医療・

ケアについて考える日と決定し、今後、普及と周知を目指しています。 

 

看 取 り 

穏やかな看取りのために 

大切なことは、 

その方がどんな価値観を持って

生きてこられたかを理解しなが

ら関わること 

 

のケア 

 

写

真 

講師のがん看護専門看護師 重野朋子 

－ 厚生労働省が ACPの愛称決定 「人生会議」 － 

 

 

https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjQ9-6w-svgAhXMU7wKHdETAgkQjRx6BAgBEAU&url=https://www.ymgt-shakyo.or.jp/kenshu/&psig=AOvVaw30NdQ3-hYZhxMSYsrS3UuW&ust=1550808403701507
https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiOkN2m-MvgAhXHzLwKHVgSBs0QjRx6BAgBEAU&url=https://pixta.jp/tags/%E3%81%97%E3%82%8D%E3%81%A4%E3%82%81%E3%81%8F%E3%81%95 %E7%99%BD%E8%A9%B0%E8%8D%89 %E3%82%AF%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%90%E3%83%BC %E3%82%B7%E3%83%AD%E3%83%84%E3%83%A1%E3%82%AF%E3%82%B5?search_type%3D2&psig=AOvVaw0Q7Wj5yGg6kkk7An8FuNp7&ust=1550807932642583
https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjQ9-6w-svgAhXMU7wKHdETAgkQjRx6BAgBEAU&url=https://www.ymgt-shakyo.or.jp/kenshu/&psig=AOvVaw30NdQ3-hYZhxMSYsrS3UuW&ust=1550808403701507
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『在宅緩和ケアの推進に向けての課題・緩和ケア病棟における長期入院症例の検討』 

＜第 23回 日本緩和医療学会学術大会にて＞ 

2018 年 6月 15日～17日 於 神戸市 

 

学会発表報告 患者の望みを知るために 

 

 

＜第 42回 日本死の臨床研究会にて＞ 

2018 年 12月 8日・9日 於 新潟県 

 
緩和ケア病棟で倫理カンファレンスを行った事例について、ポス

ター発表をしてきました。この事例は、音楽療法を介して患者さん

が大切にしていることを引き出した事例でした。ディスカッション

の中で音楽療法について質問があった際、当院では音楽療法士と連

携して意思決定支援に音楽療法を取り入れていることをお伝えし

てきました。皆さん、興味を持って聞いてくださっていました。 

認知症者の“その人らしさ”を知るために 

 

当院の緩和ケア病棟は 2005 年の開設当初より、患者さんやご家族の希望に応えるため在宅移行に

力を入れ、約 2 週間の入院期間で在宅への移行を実現してきました。大会では、2017 年度の緩和ケ

ア病棟在棟期間が 31日を超える長期入院の症例検討した内容について発表しました。調査結果から明

らかとなった長期入院の要因として「介護力不足」「家族関係・家族の不安」などがあります。  

今後、独居や介護者不在世帯の増加が予想されるため、そういったケースについては、「どこでどの

ように過ごされたいか」の意向を早い段階から確認し、状態悪化時にも療養生活が維持できるような準

備が重要です。緩和ケア科として、これまでの症状緩和、在宅療養支援はもちろんですが、人生会議を

繰り返し行う中、患者さんの「生きることを支える」ための支援を行っていきたいと考えています。 

認知症がある患者さんへ、音楽療法を介して関わった事例をポスタ

ー発表してきました。認知症は記憶が障害される一方で豊かな感受性

は維持されると言われています。しかし、医療の現場では、認知症が

ある患者さんを一人の感受性豊かな人ととらえているか疑問な場面

があります。音楽療法を介して、感受性豊かな人として認知症の患者

さんと関わった事例を報告してきました。皆さん、興味を持ってポス

ターを見て頂けたようでした。 【 がん看護専門看護師 重野朋子 】 

－倫理カンファレンスを行った事例を振り返る－ 

 

演題 

演題 

 ―音楽療法を介した関わり－ 

【 がん疼痛看護認定看護師 渡部芳紀 】 

演題 

 

＜第 31回 日本サイコオンコロジー学会にて＞  

2018 年 9月 21日.22 日 於 石川県 
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～クリスマス会～ 

～芋煮会～ 

10/20（土）恒例の芋煮会を緩和ケア病棟談話室で行いました。

皆さんに少しでも喜んで頂きたいという思いで精一杯、腕を振るっ

て芋煮やおにぎり、デザートなどで「おもてなし」をしました。  

ほんのひと時ではありましたが、皆さんの笑顔が見ることができ、

私達も嬉しい気持ちになりました。秋の味覚を堪能して頂けたでし

ょうか？患者さんとご家族の思い出のひとつになれば幸いです。 

“オｯフォッフォー” 12月 21日 緩和ケア病棟に、サン

タさんがトナカイさん達と一緒にやってきました。サンタさ

んが、ソリに沢山のプレゼントを乗せて、シャンシャンと鈴

を鳴らし、お一人お一人のお部屋へ訪問しました。 

サンタさんから、プレゼントとデザートが贈られました。 

皆さんへのプレゼントは、「手を入れられるクッションとペ

ットボトル用ストロー付キャップ」でした。 

9 月の病棟行事 

【 がん疼痛看護認定看護師 渡部芳紀 】 

皆さん、“いくつになってもプレゼントは嬉しいね”と満面の笑みを頂いたところをパシャ！サンタさ

んと写真を撮りました。幼少の頃に戻ったような笑顔を見て、サンタさんもにっこり。 

皆さんの笑顔は、私達スタッフの癒しになります。ありがとうございました。ささやかな時間でしたが、

楽しい思い出の 1ページにして頂けたかと思います。    【 看護師 鈴木さよ子 】            

『二人主治医制に向けての緩和ケアチーム看護師の取り組み』 

＜第22回 東北緩和医療研究会にて＞ 

2018 年 10 月 27日  於 仙台市 

 

 

 

当院は 2013 年に直接診療型緩和ケアチームを発足し、「診断時からの緩和ケア」「腫瘍診療医と緩

和ケア医による二人主治医制」の実現に向けて取り組んできました。本研究会では、二人主治医制の導入

に向け、チーム看護師が緩和ケアコーディネーターとしての役割を担ってきたことにより、年々、二人主

治医制を導入した患者の数が増加したことをはじめ、院内の医療スタッフによるアンケート調査により、

二人主治医制が有用かつ必要であることが実証された内容を発表しました。今後も、がん診療に緩和ケア

チームとして早期から介入し、二人主治医制導入の促進を図ることで「患者中心の医療の展開」「がん診

療スタッフの支援」に貢献したいと考えています。また、チーム看護師として、早期からの二人主治医制

実施に向けて、医療スタッフへの啓発活動を継続していきたいと考えています。 

12 月の病棟行事 

【 看護師 佐藤弥生 】 

演題 

https://previews.123rf.com/images/catarchangel/catarchangel1707/catarchangel170700211/82766293-落葉高木、茂みと草、抽象的背景、フォレスト-テンプレート、黄色と赤の葉と植物、ある秋の風景を水彩手描き下ろしイラスト.jpg
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１月１６日から配属となりました。県外の

病院に勤めていましたが、結婚・子育てを機

に米沢に移住してきました。 

緩和ケア病棟での勤務は初めてですが、先

輩のご指導をいただきながら、患者様やご家

族の心の拠りどころのような存在となれる

ように一日一日を大切に頑張りたいと思っ

ています。どうぞよろしくお願い致します。 

1月29日より育休復帰で緩和ケア病棟に

配属となりました。前部署は２病棟で勤務し

ておりました。出身は河北町で結婚を機に置

賜に参りました。不慣れな点ばかりですが、

先輩方のご指導を頂きながら、患者様・ご家

族の気持ちに寄り添った温かい看護ができ

るように頑張っていきたいと思います。 

どうぞよろしくお願い致します。 

10 月から６年ぶりに緩和ケア病棟で勤

務させて頂くことになりました。暖かく迎

えて頂きありがたく思っています。皆さん

にご指導いただき日々学びながら、患者様

やご家族に寄り添った看護が出来るよう

に努力していきたいと思います。 

よろしくお願いします。    

10月より手術室から異動になりました。

看護師 4年目で今回初めての病棟勤務とな

りました。戸惑うこともたくさんあります

が、患者さんや家族の願いに添えるような看

護を心がけて日々学びながら頑張っていき

たいと思いますのでよろしくお願いします。   

スタッフ紹介 

看護師 竹股洋子 

看護師 渡部弥那美 看護師 鈴木亜衣 

看護師 國分尚子 

４名の新しい仲間が加わりました♪ 

よろしくお願いします！ 
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小正月に豊年祈願として飾る「団子の木」は、皆さん

ご存知かと思いますが、こちらは草木で染めた色とりど

りの繭玉をあしらった正月飾りです。お正月らしい凧や

羽子板の飾りを加え、賑やかで美しい繭玉の柳の枝飾り

です。5階レクリエーションルーム（外来待合室兼）と

緩和ケア病棟に飾られ、患者さんはじめ 

私達職員の気持ちをも和ませてくれました。 

（繭玉のお正月飾り 加藤佳子医師寄贈） 

 

患者さんやご家族の方向けの絵本です 

淡い綺麗な色合いと優しい絵に寄せて、がんになった母と娘

の素直な愛のある日常が綴られています。抗がん剤による脱毛

をテーマに、親の病気について子どもへどう伝えたらよいかな

ど、がんと向き合う方々に、そっと寄り添ってくれそうな素敵

な絵本です。 

さく・え:たなか さとこ  出版:生活の医療社 

 

 

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

 

 

お正月飾りがお目見え 

 

 

【編集担当】 

國分尚子 

黒田美智子 

小笠原未希 

 

お勧めしたい

本があります 

 

＜編集後記＞記編集 

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、心より感謝申しあげます。

今後も緩和ケアの理解を深めて

頂く一助になるよう努めてまい

りたいと思います。どうぞよろし

くお願い申しあげます。 

https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjfoMz39cvgAhUEE7wKHWXnBFkQjRx6BAgBEAU&url=https://pixta.jp/tags/%E9%9B%B2 %E6%9C%AC %E9%9F%B3%E6%A5%BD %E8%87%AA%E7%84%B6?search_type%3D2&psig=AOvVaw0qYuyJeu2xw-h643gJNnea&ust=1550807228405644
https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwizwKnpuszgAhUjGqYKHSoSBy4QjRx6BAgBEAU&url=https://pixta.jp/tags/%E6%A2%85 %E5%B9%B4%E8%B3%80%E7%8A%B6%E7%B4%A0%E6%9D%90 %E6%A2%85%E3%81%AE%E8%8A%B1 %E7%8C%AA?search_type%3D2&psig=AOvVaw1eLnRmd_Iu0yAUr3dDxADg&ust=1550825818411748

