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昨年 1年間は、どんな年でしたか？

　患者さんやご家族に影響を及ぼすような大きな事故
も無く 1年を終えたことは何よりほっとしています。
もちろん、いい事ばかりではなく、辛い事も多かった
1年でした。
　最も印象的な出来事としては、前事務長の長浜氏が
7月末に逝去されたことです。長年、共に病院を運営
したパートナーであり、また人としても尊敬できる彼
の存在は大きく、退職したことだけでも寂しいもので
したが、その早すぎる死はあまりにも辛すぎる現実で
した。ただ、そんな彼を共に造り上げたホスピスで見
送る事ができたことは、ささやかながら職員皆で恩返
しができたのかなあ、と感じました。

　その後、いつまでも悲しんではいられない難関が 9
月に待ち受けていました。病院医療機能評価 5年目の
更新のための審査でした。少ない職員で、日々の業務
と並行してのぎりぎりまでの準備でしたが、中間報告
ではとてもいい評価をいただき、正式な認定証が届く
のを待っています。持ち前のチームワークのお陰だと
思っています。

　病院運営については、4月から松田事務長を迎えま
したが、新体制となったことを機に、運営会議のメン
バーで毎朝ショートミーティングを行い、情報の共有
と問題点の早期解決を図りました。MSWや病棟スタッ
フを初めとする職員皆の頑張りにより、両病棟とも病
床稼働率は昨年より向上し、経営的にもいい形で締め
くくることが出来ました。

♣

平成21年 2月でホスピス病棟を作って
丸5年を迎えるわけですが・・・

　5年前、経験者が数名居たとは言え、ゼロからのス
タートでした。当初は、ケアについて私や師長があれ
これスタッフに指導する場面が多かったように思いま
すが、今では私たちの方がスタッフからアドバイスを
受けることも多く、頼もしく感じています。何より、
自分の時間を削ってまで、患者さんやご家族のために
思いやりを持って一生懸命に支えようとするスタッフ
の姿勢を見て、自分も頑張らねばとモチベーションを
上げています。
　この 5年間、多くの患者さん、そしてご家族との出
会いがありました。大変な中、毎日を懸命に過ごして
いる患者さんとそれを支えるご家族からは、自分が生
きる上でも学ぶものが多く、またその関わりは感動の
連続でもあります。いつも感謝の気持ちで一杯です。

今年は、どんな年にしたいと考えていま
すか？

　引き続き、患者さんに思いやりある医療と介護を提
供するべく職員一同努力したいと思います。
昨年よりがん対策基本法が実施され、市立病院を初め
とする地域がん診療連携拠点病院を中心として、がん
患者さんがどこでも緩和ケアを受けられるような体制
作りが求められています。他医療機関との連携のもと
に、ホスピス /緩和ケアのネットワーク構築に力を注
ぎ、これに伴い在宅ホスピスにもさらに力を入れたい
と思います。

♣

♣

新春インタビュー

福徳雅章院長に聞く！



他の医療機関に入院された場合と同じ扱い。

医療保険 ＝
ホスピス病棟

（緩和ケア病棟）

介 護 病 棟

当 院

【入院費用】

医療費
食事療養費
その他（差額室料・TV料等）

•
•
•

介護保険

他 院

保険医療機関

介護療養型医療施設

介護病棟入院には要介護認定を
受けることが必要。
但し、医療助成や生命保険の
入院給付金対象とならない。 3割負担

約 35万円
自己負担額
約 9万円

限度額適用認定証
提 示

医

療

費

当院ホスピス入院医療費（1ヶ月）

　日頃ホスピス病棟や介護病棟への入院相談を担当し
ていますが、その中でいくつか気になっている点を説
明したいと思います。
　当院のホスピス病棟（緩和ケア病棟）は開設して 5
年目ですが、現在でもホスピスを「長期療養するため
の施設」と思われている方が少なくありません。どう
やら病院（保険医療機関）とは異なる他の「有料施設」
と誤解されているようです。
　確かに「ホスピス」を施設の名称に用いているとこ
ろもあり、必ずしもホスピス＝緩和ケア病棟ではない
のですが、悪性腫瘍の患者さんの症状緩和〈治療やケ
ア〉を行っているホスピスはあくまでも医療機関です。
当院のホスピスも緩和ケア病棟として承認を受けた一
病棟であり、病院なので当然医師、看護師が 24 時間
滞在し、毎日医師による回診が行なわれ、昼夜看護師
がケアにあたっています。

　病院と認識している方でも「ホスピス」は特別高額
な費用がかかると心配されている方が多いのですが、
各健康保険や高齢者医療制度の適用になります。ちな
みに 1ヶ月の医療費は 3割負担で約 35 万円かかりま
すが「限度額適用認定証」の提示があると一般世帯で
約 9万円の自己負担額となります。尚、入院期間、所

得状況により自己負担額は異なり、食事療養費の負担
も有りますが、これは他の病院に入院した場合でも同
様です。また、生命保険の入院給付金の対象にもなり
ます。

　一方、介護病棟は、病院ではありながら介護保険施
設の中の「介護療養型医療施設」として位置づけられ、
介護保険の適用になるため、ホスピスのように重度心
身障害者の医療助成や生命保険の対象にはなりません。
　65歳以上の方には市町村から介護保険証が送付され
ていますが、介護病棟に入所するには要介護認定（ど
の程度介護が必要か、サービスを受けられる状態にあ
るのかどうか）を受けることが必要です。

　どうぞご不明な点がございましたら、お気軽に医療
相談室までお問い合わせ、またはご相談ください。

ホスピス病棟（緩和ケア病棟）は医療保険

介護病棟は介護保険の適用病棟です医療相談室通信

医療ソーシャルワーカー（MSW）　西 野 智 子



院長が思い出を語り、「ご遺族の方が心癒されます様に」
と、池田千鶴子さんのハープコンサートが行われた。

平成20年度追悼記念会

七 夕 敬老会

『ゴールデンローズ』の
皆さんが、大正琴の演奏
で盛り上げてくれた。

（左）
職員が扮した『織姫』に和む。

昨年 100 歳をお祝いされた患者さまから、
祝福される「米寿」受賞者。（右側）

夏祭り ハロウィンパーティー

ホスピス　クリスマス会 介護病棟　クリスマス会

毎年、函館港祭りの
花火大会に合わせて
開催。

職員が思考を凝らし
た屋台も登場。

家族と一緒に、楽し
いひと時を過ごす。

用意した変身グッズに
身をまとった患者さま
のご家族。

愛嬌たっぷりな
ご姉妹でした。

ハープ奏者の池田千鶴子先
生と『池田ファミリー』の
応援で、クリスマスハープ
コンサートが開かれた。

当院の豆ピストも練習の成
果を披露。

サンタに扮した河村医師からの
プレゼントに、皆さんとっても
嬉しそう。(^^)v

（左）サンタに変身して記念の
ポーズ！
よく似合ってます。

演奏に合わせて、
クリスマスソングを
皆で歌った。

思い出の
イベント
6月～12月



スタッフ　HOME

　10月のある日、担当患者さまの Sさんと音楽のお話
をしていた時でした。「フルート持っているのだけれど、
もう自分が持っていても吹かないから、吹けるあなた
に貰って欲しい」と申し出がありました。初めは「お
身内やご友人で吹く方が居るのでは・・・」など遠慮
していたのですが、Sさんがわざわざご自宅からフルー
トを持ってきてくださったので、ご厚意に甘んじてお
受けすることにしました。頂く代わりに、「このフルー
トの演奏をＳさんにお聞かせします。」と約束しました。

　私は、中学の吹奏楽部でフルートを吹いていました。
その後しばらくは時々吹いていたものの、楽器も売り
払い、もう 2年ほど吹くことがなかったので、昔の感
覚を思い出しながら練習を重ねました。また、Ｓさん
から、喫茶に適したとても素敵な楽譜もいただいたの
で、そこから少しずつ演奏できる様になりました。
　そして 11 月の喫茶の時間に、患者さまの前で初め
ての演奏会を開きました。勿論Ｓさんも一緒に聴いて
います。大変緊張しました。指も口も震えました。Ｓ
さんの期待していた音色が出せたのでしょうか？とて
も不安でしたが、お顔を見るととってもにこやかで、

たくさん拍手をしてくださいました。私は、フルート
を頂いて良かったんだなぁ・・・。これからずっと大
切にしようと誓いました。

　その後何度か患者さまの前で演奏する機会がありま
した。「ふるさと」のリクエストをいただいてもその場
で吹く技術が無いので、家で自分なりに「ミミドレミ
ソソラソ」など書いた紙を持って、耳コピーしています。
　患者さまの前での演奏は大変緊張しますが、本当に
ありがたいことです。聞いてくださる方がいるなら、
心を込めて演奏したいと思います。勤務の関係で毎週
金曜日の喫茶の日になかなか演奏できる機会がないの
ですが、これからも「頑張り過ぎないでサボらない」
ように続けていきたいと思います。
　そして、Ｓさんの音色が、また誰かを癒すことが出
来るように約束します。

『フルートの約束』　　ホスピス病棟看護師　村 岡 一 恵

フラダンスの会

チェロの演奏会 ハーモニカの演奏会

『クアルテイーナ』
による

チェロ四重奏。

『ふくろうの会』によるハーモニカ演奏会。
「ハーモニカの種類に驚いた。」

クリスマスキャロリング

『遺愛女子高等学校音楽部』によるキャロリング。
「感動して涙が止まらない。」　「手作りの素敵なカードを頂いた。」

『フアリイ・フラスタジオ』の
皆さんのフラダンス。

「楽しい優雅な気分を味わった。」

院外からの
イベント
ボランティア

「フラの先生と一緒に。」　　　「レイをかけて職員と。」

「心地良い時間を頂いた。」



　この度、総看護師長という立場を退き、後進に道を
譲ることを決意いたしました。この誌面をお借りしま
して、函館おしま病院での約 6年間の日々を、振り返っ
てみたいと思います。

　曾て私は『道南：生と死を考える会』主催のシリー
ズ学習『ホスピス講座』に参加していた受講生の一人
でした。その時の講師は当院の福徳雅章院長であり、
この様なご縁をいただくことになるとは夢にも思いま
せんでした。まさに私の運命は福徳院長からの一本の
電話で変わったのです。人生って不思議なものですね。
（『愛燦燦』の歌詞の様ですが・・・）
　振り返りますと６年間という「時」は非常に早く過
ぎたように感じております。後進に道を譲ることを考
えてから、いろいろな方々との出会いや新しい体験、
思い出が走馬灯のように駆け巡って参ります。

　病室にイーゼルを持ってきて、ギャラリーの中にベッ
ドがあるというような雰囲気の部屋で、完成された油
絵『秋の大沼湖畔』を描いた時の気持ちを話してくだ
さった素敵なＹさん。『千の風になって』の CDを聴い
ておられました。どんな時でも “ 自分らしく生きよう ”
と私たちにメッセージを発信してくださり、彼女から
最期の生き方を教えられました。

　また、北海道内を転勤され利尻岳登山の話をしてく
ださったＴさん。何時もご家族や友人が側におられ、
大事な和服を友人に譲り「身辺整理をしている」と以
前に話してくださったことがありました。
　主治医のＡ先生がベッドの傍らで彼女の手をしっか
りと握り、私が彼女からリクエストされた曲『春の小川』
を習いたてのハープで弾いていた時のことです。目を
閉じてじっと聴いておられましたが、スーと一滴の涙
を流されたのを見ました。主治医の優しく握る手の温
もりを感じられたのでしょうか。私は耳元で「貴女は
一人ではないですよ」とそっと一言。彼女は、小さく
うなずきました。その数日後、虹のかけ橋を渡られま
した。『孤独ではない』ことや『人生と音楽』との深い
意味合いを学び、文化的関わりの大切さも実感した一
コマでした。

　私たちは、患者さまやご家族と共に喜び、輝きに満
ちた表情にほっとしたり、時には涙したりする日々が
あります。近くの中学生が総合学習で病室を訪問する
ことを了解してくださった方がおられ、自分の病気か
ら『命の大切さ』を教えているその姿と、伝える『勇気』
に大きな感動を覚えました。
　そういう勇気に比べて、私は何と弱虫か・・・壁に
ぶつかり悩み、力不足を嘆いたりしたではないか・・・
と反省すること多しでした。考えてみますと実に多く
の方々からご支援やご指導をいただいており、私は非
常に恵まれた環境の中で仕事させていただいたことに
気が付きました。あらためて皆様に感謝いたします。

　入職間もない頃は、連日と言っていいほどの会議の
多さでした。ホスピスを開設するため病院機能評価を
受審するという初体験。ホスピス開設後は “ 病院に社
会の風を・・・”とボランティアの導入に１年間を費や
した準備委員会。しかし、苦渋時代に施設でボランティ
アをさせていただいた経験が私を助けてくれました。
　そして、患者さんやご家族のために行ってきた、『喫
茶の時間』、『ガーデニング』、『絵手紙』、『アロマ』、『お
話し相手』やボランティアさん方との日々の交流など、
本当に楽しく仕事させていただきました。また、イベ
ントをしてくださる市民の方々やプロの歌手のコン
サートに私たちも癒されました。

『第３の人生に向かって』
～勝手な贈り物～

総看護師長　間 島 敦 子



　手打ちそばのボランティアのデモンストレーション
に、食欲のなかった患者さんが、打ちたての新そばの
薫りに「美味しい！」とお代わりをされ、その笑顔に
ご家族も嬉しい表情を見せていたのを思い出します。
病院の中がまるで家庭であるかのような雰囲気になる
ボランティアさんたちの力、その存在の大きさに感動
しました。
　花のある風景作りのために、自宅からプランターに
季節の花を植え、持って来てくださるボランティアさ
んもおります。その花の手入れをしていると、ベッド
のままや車椅子でガーデンを見に来られた患者さんか
ら「いつも花が綺麗ですね」と声をかけられ、私は “花
に可愛いね・・・綺麗な色だね・・・と話しかけるん
ですよ ” と答えました。なんだか自分が褒められたよ
うな気持ちになります。また、一輪の花を渡したら、「い
い匂い！」と微笑んだ笑顔が忘れられません。

　尊敬する人生の先輩から見たらまだまだ未熟な私で
すが、定年を過ぎてからの第２の人生に好きな看護の
道を歩むチャンスを頂けたと言うことは、非常に幸運
だったと思っております。嬉しい出会いの入職があれ
ば、その先には「蛍の光～・・・別れ目～」の卒業が
あります。そして、私には次に約束された第３の人生
が待っているはずです。柳田邦男先生の言われる「豊
かな生、豊かな死」を目標に歩めたら最高の人生です。
憧れの宮沢賢治『晴耕雨読』の世界の様に、晴れたら
自然に親しむ山登りをしたり、イーハトヴの森か山荘
での暮らしが夢。雨なら「雨にも負けず」修行中のハー
プを奏でる。

　不器用な私は自遊人となったら、時間を持て余すの
だろうか、人間として自然体でいたいが、一体どう生
きたいと思っているのか、と自問自答。今からあせっ
ても絵を描くように簡単には無理でしょうが、「思いは
叶う」と、ありたいものです。『人生』は一度きり、日
野原重明先生の『生き方上手』をお手本にして、老い
ても夢と希望を持って生きたいと思います。そして、
函館おしま病院との関わりも今までとは違った形で続
けることができればと願います。

　さて、私から皆様に贈るものは何もないのですが、
自分自身への人生訓としている中から５つほど用意い
たしました。

一つは「当たり前のことを当たり前にできること。」
二つ「自分で汗を流すこと。」
三つ「どんなことでも一生懸命すること。」
四つ「素直な気持ちで良く聴くこと。」
五つ「前向きに考えること。」

　これは私の神様との約束でもあります。勝手な贈り
物ですが、１つでも受け取って頂けるのなら嬉しい限
りです。

　後任が決まるまでは、現職のままでいる予定です。
その日がいつになるのか今はまだ分かりませんが、そ
れまでは引き続きよろしくお願いいたします。
　最後になりましたが、今日までに多くの人々と素晴
らしい出会いをいただきました。また、不肖間島をこ
こまで育んでくださった多くの方々に重ねて感謝を申
し上げます。
　そして、函館おしま病院が、地域医療の重要な役割
をもつ病院として、益々ご発展されますことを心より
願っております。



内 科 リウマチ科

緩和ケア病棟

介護療養型病棟

TEL （0138）56-2308㈹
FAX （0138）56-2316
〒040-0021　函館市的場町19番6号

ホームページ　 http://www.oshima-hp.or.jp

診療時間
●月・水・金　午前 9：00～12：30　午後 1：30～ 3：30
●火　・　木　午前 9：00～12：30　午後　休　診
●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

各種健康診断
ホスピス相談
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編集後記

　広報誌第１１号をご覧頂きありがとうござ
います。当院では今年、ホスピス開設５周年
を迎えます。何か記念の企画ができればと考
えております。また、広報誌並びにホームペー
ジも充実させ、新しい情報を発信していきま
す。今後ともご指導ご鞭撻のほど、よろしく
お願いいたします。　企画室　藤 田 佳 久

病院機能評価更新のお知らせ

　昨年９月、財団法人日本医療機能評価機構
による更新審査（Ver.5）を受審しておりま
したが、平成２１年１月１９日付にて認定さ
れましたことをご報告いたします。
　今後も、より一層の努力をし、患者さまお
よび地域の皆さまに信頼される病院作りに励
みたいと思います。

函館おしま病院　職員一同

ご 案 内

　ボランティア活動をさせていただいて４ヶ月。院内
の明るく清潔な様に目をみはり、出窓、廊下に至る隅々
までスタッフの温かな心配りがあふれているのを感じ
ます。
　私は、子供たちへの読み聞かせや、視覚障害の方た
ちへ絵本や小説を “ 声でお届けする ” ボランティアを
していますが、病院での活動は新しい挑戦になります。
　今は、主に介護病棟とホスピス病棟
の喫茶タイムをお手伝いしています。
介護病棟では、時折絵本などを持って
病室へ伺い、お話を聞いていただくこ
とも。
　初めて大人の方たちと向き合い、御一緒の時間を楽
しんで頂くという難しさを体験中です。毎回、患者様
とどの様に接して良いのかドキドキします。そんな不
安と緊張の中、スタッフの笑顔に後押しされて続けら
れています。
　喫茶には、いつも数人のご家族がいらっしゃるので
すが、患者さまは勿論のこと、どの方のお顔を拝見し

てもやさしい笑顔なのです。お茶と会話を楽しみ、歌
を口ずさみ、音楽に耳を傾けてくださる。そんな時間
を共有させて頂いた日は、私自身の心がほのぼのとし

ているのです。患者様や皆様から私
が癒されているのを感じます。
　また、時々催されるスペシャルデー
に出演される先生、看護師の方々の
趣味の広さにも圧倒されます。歌唱

はもとよりピアノ、ハープ、フルート、大正琴などの
演奏。その上フラダンスの特技まで・・・。少しでも
患者様に喜んでいただきたい一心の力強いパワーを感
じ、その素晴らしさに驚いています。私もそのパワー
をエネルギーにして、患者様と笑顔でお会いできる機
会をたくさん持てる様に頑張ります。
　皆様宜しくお願いいたします。

おしま病院ボランティア

「ミント」の広場

『自分が癒されてしまうボランティア活動』

第５期ボランティア　山 岡 教 子


