
　最近、新聞などの報道を見る度に、「医師不足」、「医師撤退・

診療科閉鎖」、「医療崩壊」などの言葉が目に入り、医療情勢

は極めて不安定な時代を迎えているということを改めて実感

します。そして、この難関を乗り越える上で、これからの医

療のあり方のキーワードは「地域」と「連携」という感じが

しています。皆で力を合わせて、暗闇を抜け出さねばなりま

せん。

　そのような中、4 月から「がん対策基本法」が実施されま

す。これは、多くのがん患者や家族の声が国（政治）を動か

した結果でもあると理解しています。これにより、わが国の

がん医療も、診断（予防・早期発見）から治療、そして緩和

医療まで、患者の本当のニーズに応えられるよう整備される

ことが期待されます。

　当院ではホスピスを開設して丸 3 年という月日が流れま

した。今までに多くの方と出会い、身体症状を初めとする全

人的苦痛が少しでも緩和されるよう支援してきました。この

地域において、緩和医療に先進的に取り組んできた立場とし

て、今後も実践するだけではなく、啓蒙・普及に力を注いで

いこうと思っています。

　ホスピスの現場では、患者さんから学ぶことが実に多いも

のです。私たちの誰もに等しく訪れる、しかし誰もが経験

したことの無い死に直面し、患者さんはさまざまな苦悩を私

たちに垣間見せて下さいます。そして、その困難な状況にお

いても、自分らしく生きぬく姿に私たちはしばしば感動を覚

え、多くのことを気づかされます。癒すべき立場であるのに、

逆に癒されることもあります。その出会いに感謝し、さらに

患者さんやご家族から頂いたものを、また同じような立場に

立たれた方たちのために役立てていこうといつも思っていま

す。

（平成 19 年 4 月）

ご あ い さ つ
医療法人敬仁会　函館おしま病院

院　長　　福　徳　雅　章



おたより

Volunteer Work

　主人が亡くなり丸２年になり早いな～

と感じています。色々な事が思い出され

悲しくなったりしますが、その度に写真

を見て「ガンバレメソメソするな」と言

われているようで気を取り直していま

す。

　一昨年ようやく元気を取り戻し病院へ

挨拶へ行った時に茶話会の事を聞き、そ

れ以来出席させていただいています。

　初めは色々思い出して辛かったのです

が、皆様に励まされ、今では出席するの

が楽しみになりました。茶話会に出席す

るようになってから物事を前向きに考え

られる様になり、この会を開いて下さっ

て感謝しております。

　会に出席しますとなぜか不思議と元気

が出ます。ここで頂く挽きたてのコー

ヒーもとても美味しいのです。他のご遺

族の方々も是非茶話会に出席になり、生

きて行く力、パワーを頂いてくだされば

嬉しいと思います。

遺族の茶話会に参加して

　～　伊藤　和子さま　～

癒しの「みみこ」との出逢い

～　患者さまから　～

　疼痛コントロールが出来るような体

にして欲しいと、治療を受けることを

考 え 治 療 に 専 心 し て い ま し た が、 何

か一つ心にぽかんとした所が在りました。

一人部屋であり誰に気兼ねなく過ごせる

はずなのに・・・

　ある日、ドアがノックされ開かれたド

アから現れたのは看護師の外崎さんと外

崎さんに抱かれたワンちゃんでした。

　私は「あら～」なぜここに犬がいるの

かしら？と共に「可愛い」と思いました。

　名前を聞くと「みみこ」と言い、外崎

さんの都合の良い時に患者さんに会いに

来るとの事でした。

　「みみこ」は、すぐなついてくれました

し、吠えもせず、触れ合いの中で癒しを

感じました。

　私だけでなく、

他の患者さんに癒

しの心を与えてく

れ る セ ラ ピ ー 犬

「みみこ」。

　イベントになるとスタッフの一員とし

て活躍する「みみこ」。

　ありがとう「みみこ」。

　火曜日の午後３時～。１階サロンにて、

「水彩色鉛筆　絵手紙の時間」を始めてみ

ました。

　「ヘタが最高！今日の１枚、はみ出し

て、ゆっくり描いてみましょう！」私の

誘いの声に、車椅子やベッドの方も、そ

の日の楽な姿勢

で参加して下さ

いました。初め

は「絵なんて描

けない。今日は

観てるだけ・・・」

と恥ずかしそう

にしていた方も、いつの間にか描き始め

ています。絵が描けると次にその気持ち

を絵手紙に添えるのですが、迷っている

方には、「今のお気持ちは？」とマイクの

ようにして向けてみます。

　「１枚」が描けた気持ちを表す言葉が生

まれる瞬間の皆さんのお顔はとても輝い

て見えます。実は、その瞬間が私には最

高のプレゼントなのです。

　最初はどなたもいらっしゃらないので

はと、不安になったり、ドキドキしたり

しましたが、スタッフや他のボランティ

アのサポートのお陰で、共に楽しんで心

地よい疲労感で帰宅しています。

　そして、私が取り組みたい「絵画療法」

にも繋がっていく実践の場として、毎回、

課題や発見をいただけてとても嬉しく思

います。この様な自主企画の活動には、

難しさもありますがとてもやり甲斐を感

じています。

ボランティア自主企画の試み

　～　ボランティア第１期生　大塚　恭子　～



スタッフの七変化は、 とても楽しみ

９月

11月

10月

女性アカペラボーカルグループ

「アンサンブル ・ モジェ」

チェロ四重奏 「チェロクァルテーナ」

リコーダー演奏 「フォーリ ・ ムシカーリ」

「おしま」 の盛り上げ隊長

神門 （手前）

12月

そば店 「庵」 （いおり）

そば教室の皆さん

小道具を身につけ

ひな祭りでのスナップ

３月

響き渡る聖夜の歌声

鬼は鬼でも、 良い鬼いちゃんよ！

２月

１月

函館マジッククラブの

マジックショー

蕎麦打ち

クリスマス会

コンサート

クリスマス

キャロリング

Pick up

　大切な時間を共に刻み、たくさんの心温まる場面を

与えてくださった患者さまやご家族の皆さま。

　その感動に触れさせてくださった多くのボランティ

アの皆さまに心より感謝いたします。

　ホスピス病棟クリスマス会は、毎

年ハーピストの池田千鶴子さんが、

ミニコンサートを開いて下さいま

す。そして、池田さんからハープを

習っているスタッフも、「おしま豆

ピスト」として一緒に演奏します。

　豆ピストたちは、患者さまから温

かな拍手を貰い、今度はもう少し上

手に弾けるようになろうと、この時

ばかりは思うことでしょう・・・。

　介護病棟のクリスマス会は、スタッフが中心になっ

て趣向を凝らします。レクリエーションインストラ

クターの資格を持つ神門ケアワーカー主任のリード

で、他のスタッフも一芸役者に早替わり。

　笑いあり、感動あり、やっぱり最後も笑いで締め

くくる。これが神門流癒しの法則。みなさん笑顔で

した。

　食欲の秋、芸術の秋。深まり行く秋の気

配を感じながら、秋の味覚を堪能したり、

心静かに音楽に耳を傾ける。

　今年も素敵なボランティア公演が開かれ

ました。

その歌声を涙を流しながら聴き、「心に残る素敵な歌声をありがとう」

と、最後の力を振り絞って、お礼の言葉を述べた患者さまが印象的で

した。

採りたて・打ちたて・茹でたての、とても

美味しい新そばを味わう事ができました。

　クリスマスの時期になると、市内の遺愛高校音楽部の皆さんが、クリスマス

キャロリングをしてくださいます。小さなキャンドルを持ち、クリスマスキャ

ロルを歌いながら各部屋を回り、患者さま一人ひとりに、

手作りのクリスマスカードを手渡します。

　その歌声は、不思議なくらいに心を癒し、瞳を潤します。

心が通う時、生徒の目にも涙があふれます。

　おしま病院は、こころ優しき人たち

によって支えられている事を実感でき

るひとコマです。

　河村先生は、「愛と笑いはまったく副作用のない痛み止めだ」

と云う言葉を支えに、和製パッチ・アダムスを目指す。

　イベントには、ひそかに小道具を作り、患者さまやご家族に

笑いと癒しを提供しています。スナップ写真の各々の表情から、

その効果が感じられます。

　3 月 3 日、患者さま 30 名、家族 8 名、スタッ

フ 11 名にておひな様会を催しました。

　患者さまに事前に色塗りをしていただいたおひ

な様の絵を使ったゲームやスタッフが生びな（？）

に七変化するアトラクション。そして、おひな様

の歌や春の歌を歌いお祝いをしました。

　患者さまには楽しんでもらえたのか不安でした

が、スナップ写真の表情やおひな様会のお知らせ

パンフレットを後日何度も見ていた方の姿を見て

いると、喜んでもらえたのかなぁ？と思います。

　初めての企画担当で、準備も当日もいたらな

かった点が多かったのですが、みなさんの協力

により無事終了することが出来て

ホッとしました。

　みなさんの心の片隅にピンク色の桃の花のよう

に、ポッと温かいものが少しでも残ってくだされ

ば幸いと思っております。

　19 年 度 も た

くさんの企画を

しています。

どうぞお楽しみ

に！

介護病棟　おひな様会

～　看護師　小林　朋子　～



Staff's Study

ホスピス病棟ケースレポート発表会

～　看護師　佐藤　育子　～

　私たちホスピス病棟の看護師は、たく

さんの患者さまやご家族との関わりを

持っていますが、年に一度、自分の担当

した患者さまとの関わりの中から、特に

印象深かった事例をケースレポート（看

護に対する事例研究）として院内で発表

をしています。

　ケースレポートとしてまとめるために

文献を読んだり、カルテを見直すという

ことは、とても時間のかかる作業でした

が、終わってみると、

自分の悪いクセがわかったり、その時は

わからなかった患者さまの新たな苦痛に

気づくことができました。

　プライマリナースとして深く関わった

具体的な事例から得た、自信、気づき、

反省などの学びは、ずっと心に残るため、

今後のケアへの影響はとても大きくなり

ます。

　こうしてじっくり振り返ることは、患

者さまと過ごさせていただいた大切な時

間を無駄にせず、今後の看

護にしっかり活かす、という意味で大切

だと思っています。

　そして、患者さまから得た事が、次の

患者さまへ活かされることで、ホスピス

で過ごされた一人ひとりの命が、永遠に

生き続けるものなのではないのかと感じ

ています。

　ホスピスが開設され丸 3 年が経ちまし

た。開設当初は急性期病院の MSW から

の紹介患者さまが圧倒的に多かったので

すが、年々ご家族、患者さまご自身がホ

スピスを選ばれご相談に来られる方が増

えています。その多くは、主治医から“積

極的治療が困難なので退院（転院）を”

と勧められたのではなく、『これからの時

間をどこでどのように過ごすのか』を自

ら考え、療養生活の場としてホスピス（入

院・在宅）を選択されています。

　昨年２月ホスピス外来を開設したこと

により、将来的に入院、訪問診療を見据

えた上で、早くから緩和ケアを希望され

る方が増えている一方、非常に厳しい病

状でご相談に来られ、当院としても早急

に入院をお受けすることにしていた矢

先、急激に病状が悪化し移動が困難とな

り、入院に至らなかった方も少なくあり

ません。

　ある日、ご相談を受けてからわずか 1

週間、当院に転院できずにお亡くなりに

なられた方のご遺族からお手紙をいただ

きました。“望みのない病状を知った日か

らホスピスでの穏やかな時間を過ごすこ

とがたった一つの明かりだった”と書か

れていました。転院できることを楽しみ

にしていらしたはずなのに、残念でたま

りませんでした…

　一般病院では、点滴や酸素をつけベッ

ド上の生活になると、病室以外で過ごす

ことは難しいと思われますが、ホスピス

ではベッドのまま談話室でお茶の時間や

季節の行事を楽しんだり、入浴すること

も可能です。

　しかし、まだまだ「何もせず最期を待

つところ」というイメージが強いようで、

ご家族が相談に来られることさえ拒否さ

れた患者さまもおられました。

　また、医療関係者の中には、抗生剤投

与や高カロリー輸液、輸血、胸水や腹水

の穿刺等はできないと思われている方も

いらっしゃいます。

　ホスピスは、患者さまとご家族が共に

過ごせる「生活の場」であることを大切

にしていますが、心身の辛い症状を少し

でも和らげ、全身状態を良好に保つため

の「治療」（医学的管理）は、できる限り

行なう医療機関であるということをご理

解いただけたらと思います。

相談室通信

　～叶えられなかった家族の想い～　～　MSW 主任　西野　智子　～

　１６年間の外科医生活にピリオドを打

ち、ホスピス医を志しここ函館おしま病

院に勤務して、あっという間に一年が過

ぎました。医者が専門科目を変えること、

特に外科医がメスを置くということは転

職をすることに匹敵する決断でしたが、

この一年、患者さん・御家族・スタッフ

の皆さんとともに笑い・泣き、充実した

日々を過ごすことができ、自分の選んだ

道は正しかったと確信しています。

　まだまだ力不足を実感することもあり

ますが、患者さんの限りある生を高める

お手伝いができるよう努力

させていただきます。

　単身赴任のため時々函館を離れます

が、「大変ですね、お気をつけて」といっ

ていただきます。患者さん・御家族・ス

タッフの皆さんの御理解に感謝です。

ホスピス医元年を振り返って　～　副院長　河村　勝義　～
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介護療養型病床

ホスピス外来

訪問診療・健康診断

診 療 時 間

【内科・リウマチ科】

●　月　～　土曜

【ホスピス外来（予約制）】

●　火　　　　曜

【外　科】

●　月 ・ 水 ・ 金

●　木　曜（整形外科医）

【訪問診療】月・水・金曜

【日曜・祝日】　休　　診

午前 9：00 ～ 12：30

午後 1：30 ～　5：00

午前 9：00 ～ 12：30

午前 9：00 ～ 12：30

午　　後

電話（0138）56-2308（代表）

FAX（0138）56-2316
〒 040-0021　函館市的場町１９番６号　（的場中学校横通り）

【ホームページ】　http://www.oshima-hp.or.jp

初代会長を務める福徳院長

information

お問い合わせは、事務局（函館おしま病院　担当藤田）まで。ホームページ　http://www.oshima-hp.or.jp/zaitaku

　ホスピスにおいて、時に「家に帰りた

い」という希望を出される方がいらっ

しゃいます。残された時間を住み慣れた

自分の家で過ごしたいと思うのは、自然

なことでしょう。当院ではその希望にな

るべく応えられるよう努力してきまし

た。

　昨年の制度改訂により、急速に在宅医

療体制を整備していく必要性が出てきま

した。そうでなければ多くの介護難民が

生まれてしまいます。

　それを受けて、昨年 10 月に『道南在

宅ケア研究会』を有志とともに立ち上げ

ました。

　本研究会は、道南におけ

る在宅医療の推進と質の向

上を目標としています。在

宅ケアに関わる多職種の方

に会員となっていただき、

年 4 回の定例会を通じて、

お互いの顔を知り、在宅ケアに必要なス

キルを向上させ、また患者さんが在宅で

過ごされる上で、医療・看護面だけでは

なく、生活・QOL 面で、どのように支

援していけばいいかを共に考えていこう

と思っています。また、当院においては、

ホスピス・緩和ケアのネットワーク構築

の場ともなり得ると思っています。

道南在宅ケア研究会の発足

　～　院長　福徳　雅章　～

　広報誌第８号をお読みいただきあり

がとうございました。今号では、患者さまやご遺族の方から

も記事を寄せていただき大変感謝しております。おかげさま

で内容もより充実したものとなり、当院の取り組み等を少し

でも皆さまへお伝えできれば幸いです。

　紙面デザイン等は、全て企画室オリジナルで、草花のイラ

ストは、当院の安藤医師から提供してもらい春らしさを取り

入れました。今後もより一層皆さまに親しまれる広報誌作り

に取り組んで行きたいと思っております。どうぞよろしくお

願いいたします。　　　　　　　　　　　（企画室　藤田佳久）

　毎月最終土曜日午後１時半から、当院で亡くなられた方のご

遺族を対象とした茶話会を開催しています。ご遺族同志の支え

が何よりも力になることが多いものです。参加希望の方は、事

前にホスピス病棟堺までご連絡いただければ幸いです。

　新年度ボランティア募集！当院ボランティアとして登録する

ためには、指定講習の受講が必要です。今年度は５月と１１

月に講習会開催予定。只今随時申し込み受け付け中！詳しくは

ホームページまたは間島総師長までお問い合わせください。

編集後記




