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クリスマス会

やなせななさんコンサート

クリスマスキャロリング

節　分 -ホスピス病棟 -

ひな祭り -介護病棟 -

お花見 -ホスピス病棟 -

済みきった歌声に耳を傾けた時
あなたの優しさが伝わってきた・・・

あなたの歌声を聴くことは、
もうこれで最後かもしれない。
だから、そっと目を閉じて、
からだの奥で聴いていた・・・

頬をつたう涙は、あなたの心の贈り物。
私のお返しは、
あなたが歌い続けられるよう願うこと。

ホスピス病棟≫≫≫

　ハーピスト池田千鶴子さん率いる当院の豆ピストが
贈る、年に一度のお披露目の日。迷惑な贈り物と思わ
ないで、最期まで聴いてくださった皆さんに、感謝い
たします。が、いつまで経っても豆ピストのままです。

クリスマス
は、 素 敵 な
思い出に ･･･
（病室にて）

≪≪≪介護病棟

　介護病棟のクリスマス会は、スタッフ全員でのパ
フォーマンスです。仕事の合間を縫っての全員が揃う
ことが無い練習ですが、本番では不思議と息が合って
来るのは、普段のチームワークの結晶でしょうか ･･･。

とびっきりの
笑顔が、あな
たから私への
プレゼント。

　毎年この時期、函館遺愛女子高校音楽部の皆さんが、美
しい歌声を響かせ病室をまわり、たくさんの感動的なシー
ンを見せてくれます。今回もそうでした。その参加した生
徒さんから届いた手紙を一部紹介します。
・・・・
　おしま病院には様々な患者様がいました。
目を閉じてじっと聞いてくださる方。微笑みながら頷いて
くださる方。私達一人一人の顔を刻み込むように見てい
らっしゃった方。
　そんな中で私は 1人忘れられない患者様がいるのです。
その方は、歌を聞いてから私達が出て行く直前まで私の手
を握っていました。私は胸が締め付けられる思いがしたの
ですが、笑顔を努めてその人に「来年また来ますね。」と言っ
たのでした。

　しかし、言った後で私はひどく後悔したのです。来年に
は私は既に引退していて、再びおしま病院を訪問する事は
ないのです。「私はあの人に嘘
を付いてしまったんだなぁ」と、
帰り道でいたたまれない気持ち
のまま歩いていると、ふと、前
を歩く後輩達が目に入りまし
た。
　そこで私は気付いたのです。
来年、私が引退しても、彼女達
後輩がまたあの場所で患者様方
に歌を届ける事ができるだろうと。「私」は来ることがで
きなくても、「音楽部」がまたおしま病院に訪問する事が
できればいいな、と思っております。

（08/3/1　遺愛女子高校音楽部　Nさんより）
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　“鬼は外～！福は内～！ ”
鬼に扮するのは、外科医の河村先生で、
福徳院長は内科医なので、当院ではな
ぜか語呂の合うこの言葉。今年も喫茶の

時間に行われた恒例行事です。

　豆を投げる姿にも、その様子を見る姿

にも、早く春の季節がやってきて、心地

よい日々が送れる様に願いました。

　介護病棟の三大行事の一つがこのひな祭り会です。女

性の患者さんが多いこともあってか、皆さん楽しみにし

ていてスタッフも気合いが入ります。

　今年は、会場の明かりを落として、小さなランプを灯

し朗読をしたり、ゲームやアルト演奏、そして歌を歌っ

たりと、盛りだくさんの演出で皆さんに楽しんで頂けた

ようでした。

　帰り際に、サポートしてくださったボランティアの方

と会話されるその表情からも、良い時間が過ごせたのか

なぁ…そんな雰囲気が感じ取れます。

　今年の花見は五稜郭タワーコースと、函館遺愛高校

コースの二組に分かれました。どちらのコースも皆さん

大変満足してくださいました。さらに、準備に奮闘して

くれたスタッフは、患者さんやご家族の方々の喜びの笑

顔を見る事ができ、本当に嬉しい一日となりました。

　五稜郭タワーコースでは、公園内を散策したりタワー

に上って伊達先生と記念写真を撮ったりしました。

　遺愛高校コースを選んだ患者さんは、ベット上でもあ

まり身動きが取れない方々なのですが、天気が良かった

こともあり、車から降ろしたベッドの上で、桜の花をか

らだ全体で感じていただきました。

　どのご家族も、寝たままでどんな風に桜が見えるのか、

患者さんの側に顔を寄せ「きれいだねー」「良かったねー」

と時間を忘れて見とれているのが印象的でした。

プロ



心に残るそれぞれの思い出

私たちのホスピスには、色々な場所にフクロウが居る。

と言っても、それは、掌に乗せられるほどの小さな

サイズの手作りのお人形さんで、病棟の窓際に置かれてい

たり、談話室のテーブルに置かれていたり、時には患者さ

んのお部屋にお邪魔していたりする。フクロウたちは、木

の上に停まり、色々な表情をしていて、眺めていると何と

なく心和む。このフクロウたちの産みの親であり、それら

をホスピスに届けてくれたのは、Ｎさんの奥様である。

　Ｎさんは、私たちの病院がホスピスを開設してまもなく

の時に入院された。2年前から喉の異変に気付き、ある病

院で検査を受けたところ、中咽頭癌と診断され、放射線治

療を受けた。約 1年後、腰痛が出現し、腰の骨への転移が

見つかった。もう一度、放射線治療を受けたが、少しずつ

悪化し、骨の腫瘍は脊髄の神経を圧迫して、徐々に足は麻

痺を来たし、歩くことも難しくなった。さらに癌は咽頭部

にも再発し、これ以上の治療が難しいという判断のもとに、

私たちのホスピスへ入院となったのである。ちょうど 1週

間前に竣工式を終えたばかりの真新しい病棟にＮさんは入

院した。

　Ｎさんは病気について真実を伝えられていなかった。即

ち、癌であることははっきりと告げられていなかった。入

院した日、淡々と症状を説明してはくれたが、何となく不

安げな表情でもあった。Ｎさんの主な症状は腰から足にか

けての痛みであり、また、咽頭部に腫瘍の再発を認めてい

ることから、飲み込みが悪く、食事や水を飲むときにしば

しばむせこんでいた。いくつかの薬を使い、痛みは何とか

コントロールできたが、一方で肺炎を繰り返した。妻は毎

日病室に泊り込み、懸命に夫を支えた。

入院して2週間ほど経ったある日のこと、いつものよ

うにお部屋へ伺ったが、この時、Ｎさんは前の病院

の看護師さんが前日見舞いに来てくれたことを教えてくれ

た。そして、これまでの治療のことを振り返り、話してく

れた。じっくりと話を聴いた後、私は率直に「Ｎさん、本

当に大変でしたね」と声をかけた。その言葉を受けて、Ｎ

さんは感極まったようにポロポロと涙を流し、横に居た妻

も思わず涙した。いつも比較的、冷静に接してくれたＮさ

んだったが、さまざまな思いが凝縮された瞬間だったのか

もしれない。

　その後のＮさんの病状は、思いがけないくらい早いス

ピードで悪化した。考え得る、あらゆる方法で対処したが、

病状の進行を抑える事はできなかった。Ｎさんの身体の辛

さは極限に達しており、少しずつ鎮静剤を使い、眠らせる

ことで苦痛を緩和せざるを得なかった。ご家族の見守る中、

Ｎさんは少しずつ眠りに入り、その後は穏やかな時間を過

ごした。そして、約1週間後、永遠の眠りについたのである。

Ｎさんが旅立ってからしばらくして、奥様が病院を訪

ねてこられた。夫と共に過ごしたホスピスでの生活

は、2人にとって大切な、しかし辛い別れの時間でもあっ

た。その場所を再び訪れるには、きっと時間が必要だった

ことだと思う。そんな奥様がフクロウたちを連れて、病院

に来られた。1人で過ごしているとくよくよしてしまうし、

何かをして気を紛らわそうと思い立ち、作り始めたとのこ

とだった。フクロウが停まっている木の枝もさまざまな形

をしているが、これらはお元気な頃にＮさんとドライブに

行った際に一緒に拾ってきたものだと教えてくれた。この

手作りのフクロウたちは実はＮさん夫婦の協同作品であ

り、私は 2人の絆の象徴であるように感じた。

　奥様は言われた。「先生の一言で、人前で泣いたことの

無いあの人が初めて涙を見せたんですよ。優しい言葉をか

けられて、嬉しかったんですね。」と。この時のことは奥

様にとっても忘れられないシーンだったようである。もち

ろん、私にとっても…。あの時、何気ない一言だったが、

張り詰めていたＮさんの気持ちが、ほんの一瞬でも楽に

なったのかもしれない。

さて、Ｎさん夫婦のフクロウたちは、今も元気にして

いる。少しずつ仲間も増えているようだ。ある時、

ホスピスに入院していた患者さんの妹さんたちが言われて

いた。既に患者さんは意識がほとんど無い厳しい状態だっ

たが、そんな時、病室に居るのがせつなくて、1階の談話

室で休んでいた時にあのフクロウが目に入り、自分の辛い

思いを聴いてもらっていたのだと。彼女たちは、ボランティ

アが開いている絵手紙教室に参加して、フクロウを描き、

患者さんの退院と共に、その葉書を大事そうに持ち帰った。

　フクロウたちは、ホスピスの番人として、私たちや患者

さんを守ってくれているだけでなく、ご家族の気持ちを癒

してくれていた。あの時のＮさんが伝えたかったことが今

に繋がっている。フクロウさん、いつもありがとう。

介護病棟にて…

ホスピス病棟にて…

　介護病棟に入院されているＭさんのご主人は、以前、料理人として仕事をし

ていました。この度、入院している皆さんの為に何かしてあげたいと申し出が

あり、毎月行っている喫茶の時間を利用して、ピザを作ってくださる事になっ

たのです。

　一流レストランシェフの料理とあって、仕込みの段階からもう美味しさが滲

み出ています。ご主人のそんな姿を見た奥さまは勿論でしょうが、ご夫婦そろっ

て過去の思い出がよみがえった様です。

　焼きあがったばかりのピザは、皆さんに

振舞われ、本当に美味しい味にみんな感激

していました。ご主人の優しさがしみ込ん

だ絶品に、至福の時間をいただきました。

　母を大切にする息子がいます。

　その息子には結婚する相手がいましたが、結婚式

はもう少し先の予定で、母が元気な間に出来るかど

うかわからない状況でした。

　息子の友人が、晴れ姿を両親の前で先に見せてあげようと働きかけ、

大安のある日、二人は紙ふぶきが舞う赤いバージンロードを母の元へ

歩きました。ドレスやブーケはボランティアの手作りでメイクも手伝っ

て頂き、院内での即席の結婚行進でした。

　両親へ花束を贈り、幼い頃の思い出や感謝の言葉を伝える息子の言

葉をうなずきながら聴いていた母の目は、涙でいっぱいでした。

　記憶に残したいこと。それは患者さまやご家族にとっても私たちにとっても『大切な心の時間』。

福徳雅章エッセイ　特別編

ホスピスの番人



職員紹介

事務長
松
まつ
田
だ
　 啓
ひらく

　この度縁ありまして、平成 20年

4月 1日より函館おしま病院の事

務長に就任いたしました松田啓で

す。

　「癒し癒される心からの医療」の

病院理念に感銘を受け、微力ではございますが、院長をは

じめ当院のスタッフと共に理念の実現を目指し専心努力し

てまいりたいと思います。

　今後とも地域の皆様、並びにご関係の皆様からのご指導

とご支援を賜りますよう、どうぞよろしくお願い申し上げ

ます。

薬局長
長
おさ
内
ない
俊
とし
暁
あき

　私は、今年３月の末より皆様の

お薬を調剤させていただいており

ます。

　以前、眼科と調剤薬局での勤務

経験をもってはおりますが、新し

いシステムや環境の中で戸惑いながら日々を送っておりま

す。特に外来の患者様には待ち時間が長くなりご迷惑をお

かけしておりますが、試行錯誤を繰り返しながら少しでも

早くお薬をお渡しできるようにと技術を磨きながら経験を

積んでいるところであります。

　ところで、皆様はお薬の事で心配な事はありませんか？

「どうしてもお昼の薬の飲み忘れが多いんだよね」「この薬

はまずいんだよね」「これは飲みにくいんだよね」という

ような簡単なことでも結構です。お薬の事で気になること

がございましたら気軽にご相談下さい。何か良い方法があ

るか一緒に考えてみましょう。

　お薬は、先生の指示通りに飲んで効き目を発揮するもの

です。上手く飲むことが出来ていない場合は、効果も不十

分になります。気になることはご相談下さい。

副院長
伊
だ
達
て
　 基
もとい

　はじめまして。今年の 4月に中

央病院から移ってきました伊達と

いいます。

　これまでは内科（血液腫瘍内科）

を専門に総合病院で診療をしてい

ました。しかし総合病院では、日々の診療に追われ患者様

ひとりひとりとゆっくり向き合える時間がないことがジレ

ンマでした。

　今回おしま病院に勤務することができ、皆様とじっくり

向き合える時間がとれるようになり幸せを感じています。

　皆様に信頼され本当の意味での真の医療を提供できるよ

うに成長をしていきたいと思っています。

　どうぞ宜しくお願いします。



診療時間

●月・水・金曜　午前 9：00～12：30

　　　　　　　午後 1：30～ 3：30

●火・木曜　　午前 9：00～12：30

●火曜午後　　ホスピス外来（予約制）

●木曜午後　　訪問診療

【土・日・祝日】　休   診

内 科

リウマチ科
院　長　福徳 雅章

緩和ケア病棟

介護療養型病棟

ホスピス相談

日本医療機能評価機構認定施設

電話（0138）56-2308㈹
Fax  （0138）56-2316
電話（0138）56-2308㈹
Fax  （0138）56-2316

ホームページ　 http://www.oshima‑hp.or.jp
〒040-0021 函館市的場町19番6号

赤十字
病院

的場中学校 競輪場

NTT
セイコーマート

ラルズ

中央病院

人見線

競輪通り

漁り火通り
至函館山 至湯川

　おしま病院にお世話になって３ヶ月が過ぎまし

た。介護病棟の喫茶のお手伝いや患者さまとの会話

を通して、人生の先輩方に教えて頂く事ばかりの充

実した日々です。

　先日も、石川啄木の詩の絵本を患者さまと楽しむ

機会がありました。皆さまは、ご高齢なので目も見

え難くなっているかも知れないし、耳も聞こえ難く

なっているかも知れないので、果たしてどれくらい

伝わるのか不安な気持ちでお邪魔しました。

　ところが、ぼんやり天井を見つめていた目が、私

の小さな声に合わせるかの様に、絵を追い文字を

追っている。あぁ、私の声に応えて下さっている

と、嬉しい気持ちで一杯にな

りました。その嬉しい気持ち

が、患者さまにも伝わったの

か、表情も一層穏やかになった様に感じました。嬉

しい気持ちがピンポン玉の様に行ったり来たりする

ことを実感できたひと時でした。

　そもそも「高齢だからこれくらいしか出来ないか

も…」と言う思い込みこそが僭越なのだと思い知り

ました。

　これからもゆっくりとではありますが、患者さま

の人生のひと時を共有させていただきたいと思って

います。どうぞよろしくお願いいたします。

“やす代”ワールドがホスピス病棟の出窓に

できました。

　スタッフの佐藤やす代さんが長年集めたお宝が、ジャ

ンルも様々に出窓を飾っています。中でも、ペコちゃん

シリーズは、見ているみんなが微笑みます。「実は私も

ペコラーなの」と告白してくださるご家族もいて、色々

な話題を提供してくれています。

　「少しでも患者さんやご家族の方々に楽しいことを提

供したい」と大きな袋を抱えて、やす代さんが出勤して

来ます。さぁ、今日はどんなものが飾られるのかな？

第４期ボランティア　橋立　久子

ピンポン玉のような心のふれあい

【編集後記】　　　企画室　藤田佳久

　広報誌第１０号をご覧頂きありがと
うございました。みなさまに支えられ、
創刊号から６年の歳月を経て、記念の
１０号を発行することが出来たことに
心より感謝いたします。

　毎号それぞれにたくさんの思い出を
詰め発行して来ましたが、今後も患者
さまやご家族と刻んだひと時や、関わ
りを持ってくださった多くの方々の気
持ちを一冊一冊に込めて発刊して行き
たいと思います。
　どうぞ今後とも変わらぬご支援のほ
どよろしくお願いいたします。

スタッフ
HOME

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




