
早いもので、当院もホスピスを開設して 3年半が経ちま

した。開設当初は、療養型病床からの転換であったこともあ

り、高齢者の入院が多く、入院期間も長い傾向にありました

が、今年度上半期は例年に比べて入退院数も増し、平均在院

日数は全国平均並みとなっております。これは、私たちのホ

スピスが、地域住民の方、そして医療従事者の方にも深く理

解され、地域に根ざすようになってきた結果であると考えて

います。

私たちは、ホスピスケアのあり方は医療の本来あるべき姿

であると考え、病院全体をホスピス理念（ホスピスのこころ）

で包み込もうと考えてまいりました。介護療養型病床ではホ

スピスと違い、主として慢性期疾患を抱えた高齢者の方が長

期療養目的で入院されていますが、その人の生を支えるとい

う意味で、目指すものは同じであると考えています。ボラン

ティアの方にもお手伝いしていただきながら、音楽やレクリ

エーション、喫茶タイムなどを取り入れ、多職種のチームで、

日々患者さんのQOL向上に努めています。

日本の社会は今、あまりにも寂しいニュースばかりが耳に

入ってきます。人の命を軽んじるような犯罪が起きたり、い

じめや自殺も増えています。介護の現場では虐待などという

信じられない出来事も起こっています。いずれのニュースも

寂しい気持ちにさせられます。人として、「人を思いやるこ

ころはどこに行ってしまったのだろうか」、と思わず考えず

にはいられません。

ホスピスのこころは、相手を思いやるこころでもあります。

最近、各場所でホスピスを紹介する機会が増えましたが、ホ

スピスで最期まで自分らしく生き抜いた方たちのことを多く

の人に伝えながら、命の大切さや、人を思いやることの大切

さや素晴らしさを再確認していただくことができればと願っ

ています。　　　　　　　　　　　　（平成 19年 11月）
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毎年秋になると、愛車エスクードで秘

密の場所にきのこ狩りに行ってたという

飯田さん。「是非、主治医の河村先生や

スタッフと一緒にきのこを採りに行きた

い」という願いが叶った日だった。

朝、山菜スタイルに着替えるために自

宅に向かう。すると、懐かしいご近所の

方々や可愛がったお子様方も総出で迎え

てくれて、飯田さんの温かいお付き合い

ぶりが伝わってくる。

愛用のザックに、ナタ、鎌の小道具を

詰め込み、飯田さんだけが知る秘密の場

所へ向かった。秘密の場所までの林道は、

４０年前に飯田さんが測量をして出来た

道だそうで、ダートで崩落の跡や路肩の

弱いところもあって、同行の西山看護師

は “ヒャー ” と悲鳴を上げる ･･･。

自分で書いた “ きのこポイント地図 ”

の目的の場所に到着すると、元気が湧き

出て、とてもわくわくしている様子だっ

た。私たちは飯田さんの指図で動くが、

ベテラン山菜師には、目の付け所の悪さ

が歯がゆいようで、不安定な足取りで倒

ホスピス日記
９月３０日　夢のきのこ狩り

「う～ん！ボリボリじゃないなぁ･･･」
苦笑いする飯田さん

「お～！あったあった・・・」

木の側まで歩こうとする。慌てて危険の

ない所で見守ってもらった。やっと幾つ

かのきのこを見つけ、食べられるか判定

をしてもらう。

結果は、想像に任せるが、収穫そのも

のより、飯田さんの「病室の空気より美

味いな ･･･。病院に入院してこんなこと

が出来るなんて！」と最高の笑顔で感想

を語る姿が何よりもの収穫であった。林

の中のフィトンチッドが作用して、素敵

な笑顔を引き出したのだろうか。

私たちは、飯田さんの思い出の森で２

時間ほど過ごし、とても楽しい時間を共

にした。　　　　　　　　　（間島敦子）

一緒にきのこを探す
河村副院長と西山看護師

ホスピス病棟『のど自慢大会』
惜しみない拍手が嬉しかった･･･

介護病棟『七夕会』（大正琴演奏）
ボランティア演奏に感激！楽しい時間だったよ

思
い
出



宮前キヨさんは、今年１２月で１００

歳のお誕生日を迎えられます。

９月の敬老の日を期に、厚生労働省か

ら感謝状と記念品が贈呈されました。

宮前さんは「こんな立派な物を頂いて

ありがたいです。何てお礼を言って良い

のかわかりません。嬉しい限りです。」

と瞳を潤ませ、合掌しながら感想を述べ

て下さいました。その手はとても小さく、

白く、細かく刻まれた　“ シワ ” は年輪

の如く長い年月の喜怒哀楽を感じます。

これからの抱負を伺うと「頑張ります。

負けないぞ。」とガッツポーズをしてく

れます。ユーモアたっぷりで魅力的な語

り口に、私たちは励まされ元気を頂く事

が多いのです。

どうか、いつまでもお元気で、健やか

な日々が送れます様にと祈りを込めてお

世話をさせて頂きます。　　（松野公子）
「ありがたや～　ありがたや～」

院長と記念の一枚「うれしいねぇ～」

介護病棟

敬老の日の祝い事

当院最長寿の高崎さん
笑顔が素敵な103歳

スタッフのおてもやんに
とても感激！

介護病棟敬老会での
　スナップショット

ホスピス病棟『民謡の宴』
師匠だった患者さんの為に、お弟子さんが皆さんに公演

毎年恒例の『夏祭り』
今年も新企画「河村ドクター流しそうめん」なり！人気は上々でした

100歳
おめでとうございます



今年は暑く長い夏

でした。ナナカマドは赤いお洋服、青く

高い空、白い雲、海は深いブルー。何時

の間にか秋の美しさです。

こちらをお訪ね致しましたのは雪の舞

う日々でした。皆さんの笑顔とても印象

的に残っております。嬉しかったです。

相手を思いやれる心、色々と案じて下

さって、優しいのです。

美しいものへの感性、描写された物へ

の反応は大人も子どもも変わりありませ

ん。喜びの表情は同じです。絵本のペー

ジによせる反応の早さ、表現力には幼い

時の日々、人生経験が受け取れますし、

瞳が輝き、生き生きとしたお顔で会話が

弾みますと私はその中からいろいろ学ば

せていただけます。限られましたスペー

スでの皆様の日常、絵本が彩りの一助に

なれたらと思います。

絵本の力、本が広げてくれます人と人

の輪、明日へのエネルギーをプレゼント

され、ボランティアをいただいているの

は私ではないでしょうか。

笑顔と会えますように、元気なお声が

聞けますように、絵本と共に。

９月から新たにボランティアメンバー

として５名が加わり、活動が始まりまし

た。まだ慣れていませんので、院内をし

ばしば迷うような状態ですが、スタッフ

の皆さんに教えていただきながら、ひと

つひとつ覚えている所です。

初回は初めて出会う方ばかりで緊張し

ましたが、回を重ねて行く度に、顔を覚

えていただいたり、会話ができたり、話

題が増えたり、声を掛けていただいたり

する事が少しずつ増え、私達にはとても

嬉しく、次回の活動の楽しみにもなって

おります。

介護病棟で新たに始まりました水曜日

のキーボード演奏では、参加する方の年

代や季節感に配慮しながら選曲し、皆さ

んと一緒に歌ったり、手拍子など思い思

いに曲を楽しみ、和やかなひとときをご

一緒させていただいてます。ホールにお

越しになれない方もお部屋で静かに聴い

ておられるそうです。最近ではリクエス

トが出たり、懐かしい曲が聞けて楽し

かったという感想もお話してくださるこ

ともありました。

ある時は、明治～大正時代の函館の写

真や地図等を御覧になりながら、子供や

青年時代をその当時過ごしていた方々

は、町の様子やその頃の思い出話を生き

生きとした表情で語ってくださり、お話

を伺う私達もとても楽しい時間でした。

患者さんや家族の皆さんとの交流での

学びはもちろん、スタッフの皆さんとの

交流にもいろいろ教わる事があり、とて

も良い刺激となっております。学ぶ事は

まだまだたくさんあります。これからも

どうぞ宜しくお願いいたします。

絵本がご縁をくれました
第２期ボランティア　小嶋　志保子

ボランティアメンバーとなって
第３期ボランティア　　黄　瑞恵

ホスピス病棟『フラの会』
今年もフラスタジオの皆さんが公演（左上）

ホスピス病棟喫茶の時間に･･･
　毎週金曜日に行なっている「喫茶の時間」
は、時々小さなイベントの日になります。
　パッチ・アダムスを師と称し、横浜でのワー
クショップにも参加された河村先生は、早速、
師のＤＮＡの一部を披露！『ツイストバルーン
を使ったパフォーマンスショー』で愉快な時間
が過ぎました。（右）患者さんと間島総師長

イベントのようすは、
ホームページでご覧になれます

おしまの
フラガールズ

回を重ねる毎
に上手くなっ
ているような
感じです

ホスピス病棟『ハロウィンパーティー』
変装が大好きな？おしまのスタッフたち

おしま病院ボランティア

「ミント」
　　　　の広場

おしま病院ボランティア

「ミント」
　　　の広場



「介護に腰痛は付き物・・・」よく見

聞きする文言です。

介護病棟のスタッフも腰痛の体験者が

多く、腰ベルトを着用し業務にあたって

います。今年度は『姿勢と腰痛の関係』

に着眼し研究テーマとして取り上げてみ

ました。

キネステティクスの技法で、腰かけら

れる台を使った移乗の介助　［重さを床

に逃す（流す）方法］をヒントに排泄ケ

アに活用してみる事にしました。“ 中腰

にならず台に座ってケアを行う ” そして

台使用前後で腰痛の程度を比較検討して

みます。

台は木製の手作りで介助者の体型に合

わせて大・中・小の３タイプを用意。持

ち運び易く、取っ手付きで、ワゴンにも

セットできるものです。すでに９月から

台を使用しケアを行っています。スタッ

フの反応も良く安全面での問題も今のと

ころありません。

ケアの動作はコミュニケーションで

す。患者さまには自然な動きと心地良さ

を提供することを忘れず、介助者の健康

維持にも視点を置き現在進行中です。ま

た、以前より行っているキネステティク

スの学習も継続して行い、自己研鑽と

サービスの向上を目指していきたいと考

えています。

食事はおおきな楽しみであり、出来る

限り自分の力で食べたいと思うのはごく

当たり前のことではないでしょうか？

しかし、手の力が弱くなったり、思う

ように動かすことが出来なくなるとせっ

かくの食事も思うように食べることがで

きず、ストレスの原因となることが多々

あります。

“ 楽しみのはずが楽しむことが出来な

い ” ということはとても悪い状況です。

食事は楽しみながらしたいものです。介

護病棟では、そんな当たり前の考えから

さまざまな形や機能の箸やスプーンを用

意して、患者さまが少しでも楽しみなが

ら食事をしていただけるように配慮して

います。

また、普通のスプーンや百円ショップ

で販売している介護スプーンなどでも、

ご本人の握り方や食べ方に合わせ、ス

プーンの握り部分を作り変えたり、長さ

や角度を調整したりして、患者さまご本

人が本当に使いやすいように工夫する取

り組みも行っています。

既存の製品も一工夫することで使いや

すい機能的な自助具となり、食事をより

楽しんで食べて頂くことができるように

なりました。

介護病棟での取り組み

腰かけ台の利用

自助具あれこれ ケアワーカー主任　　神門　経之

介護者がリタイヤしては、継続した良質の介護提供ができません
介助される相手に負担をかけず、介助する側も負担軽減の工夫が大切です

耐荷重200Kgの自作「腰かけ台」3タイプ

市販の物や自作（左上）の食事用の自助具

手の機能に合わせ、様々な持ち方が出来る箸 持つ手に合わせ太さを工夫。下はラムネの容器

（左上）市販の自助具
先の形状や堅さが異なる
スプーン（右上）

看護師主任　　松野　公子



　

ホスピス

Study
2007 年、WHOは「遺族へのケア」を追加した新たな

緩和ケアの指針を出しました。緩和ケアは、癌末期の症状

緩和だけではなく、がんと診断されたその時から提供され

ることが望ましいと言う考え方に、お亡くなりになられた

後のご家族へのケア（遺族へのケア）の重要性を唱え加え

たものです。

当院でも毎月ご遺族を対象とした茶話会を開き、悲嘆に

暮れ、その人本来の自分らしさを見失わないように、関わ

りを継続しています。また、当院のホスピス病棟の位置付

けは、“ 終の棲家 ” ではなく、その人らしく生き抜くため

に支援をする場所と位置付け、「緩和ケアを受ける上での

一つの選択枝」として利用されることができればと考えて

います。

図 2は、地域における関係図を示しましたが、紹介実

績を下記に掲載します。市内の医療機関内でも当院ホスピ

スの正しい情報が伝わらず、検討することも無くお亡くな

りになる方も多いと思います。最新の情報が、患者さんご

本人やご家族へ提供されることを願っています。

   

診療案内

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

ホスピス病棟
（緩和ケア病棟）

介護療養型病棟

ホスピス外来

訪問診療・健康診断

内 科 外 科 リウマチ科

【内　科・リウマチ科】
月　～　土曜

【外　科】
月 ・ 水 ・ 金
木　曜（整形外科医）

診療時間

午 前 9：00 ～ 12：30

【日曜・祝日】　休　診

【 予 約 制 】
　火曜日　午　後 1：30 ～ 5：00

【 訪 問 診 療 】
　水・金　午　後

五稜郭方面

本通方面
警察学校 イエロー

　グローブ

啄木公園
ラルズセイコー

　マート

日赤病院

中部高

魚長

的場中

競輪場

湯川・函館空港方面

松風町・函館駅方面

編集後記・・・・企画室　藤田佳久　（表紙：函館市香雪園）
　今年も残り1ヶ月少々となりました。広報誌を作成する度に時
間の早さに驚いています。各々に良い年の締めくくりが出来ま
すように祈念しております。
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