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癒し癒される心からの医療



ご あ い さ つ

院長　福 徳 雅 章

（元）内科外来看護師　山下有子

函館おしま病院での在宅ホスピス…
私が心に残ったこと

　先日、新しい健康保険証を手に取った時、裏面に臓器移

植を提供する意思を表示する欄（ドナーカード）があるこ

とに驚きました。折りしも臓器移植法案改正についてさま

ざまな議論が交わされている時でもあり、改めて「命」の

重さと「死」について考えさせられています。特に、脳死

＝死と定義することについては、臓器移植を推進する上で

必要であると感じながら、まだ温もりの残っている人を脳

死を持って一律に死と判定することに不安と戸惑いを感じ

るのは私だけではないと思います。時間をかけて十分に考

えていかなければならない問題です。

　今年もさまざまな著名人が亡くなられましたが、私の中

ではロック歌手の忌野清志郎さん、プロレスラーの三沢光

晴さん、そして世界的ポップ歌手のマイケルジャクソンさ

んの死は、色々なことを考えさせてくれました。

　忌野さんは自分の生き方を貫くため、声を失う手術を受

けずに、他治療を選択して復帰を目指しましたが、残念な

がら望みを絶たれました。三沢さんはエース選手と社長と

いう 2 足の草鞋を履きながら心身ともに疲労が蓄積した

中、プロレスではポピュラーな技を受けた直後に死に至り

ました。マイケルジャクソンさんはスーパースターという

虚像と実像に苦しみながら、平和を愛するメッセージを発

信し続け、復帰コンサートを目前に控える中、急死しまし

た。3 人とも多くの人々に愛された大スターであり、あま

りにも早すぎる死は残念でなりません。

　3 人の方は、自分の人生の明と暗の部分を私たちにさら

け出しながら、短すぎるとは言え、人生を自分らしく全う

したと言えるでしょう。その生き方は、私を含めて多くの

人に感動や勇気、さらには生きていく上での力を与えてく

れました。そして、彼らの生き方と死を通じて、私たち自

身はもう少し日頃から生きる意味を考えていかねばならな

いと改めて感じております。

　病院では、病気を克服して元気に退院される方がいる一

方で、残念ながら死を持って退院される方もいます。それ

だけに、私たち医療者は常に死と向き合わなければならな

いと言えます。死をみつめることは、生をみつめることで

もあります。誰にでも等しく訪れる死は、どのような形で

訪れるのかは誰にも分かりませんが、そこに至るまでの人

生をどう生きるかは自分で決められるものです。

　私たちは自分の生と死を見つめながら、ご病気を抱えた

多くの方の人生のほんの一部分ではありますが、これから

も精一杯お手伝いしていきたいと思います。

　「医療機関でもない自宅で末期状態の方の緩和ケアがで

きるのか？」。訪問看護 5 年を経験し、昨年 4 月、当院に

就職した私は ‘ はらはら ‘ しながら訪問診療に同行したこ

とを覚えています。

　『人生の締めくくり・・・最後の大切な時間をどう支援

していけばいいのか。その人らしく、その人の気持ちを尊

重して』と、言葉では簡単ですが、いつも答えを出すのに

時間がかかってしまいます。そんな中『在宅ホスピス』で

は、訪問看護師さんをはじめ、ケアマネージャーさん、ヘ

ルパーさん、福祉用具の業者さん達が在宅サービスの提供

にあたって、五感を使って情報を得、それをもとに知恵を

出し合い答えを導いていきました。

　各サービスの様々な関わりから自宅での過ごし方や若い

頃熱を入れていた趣味、大切なペットの名前など、私の想

像できなかった情報を得られることも多く連携の重要性を

実感しました。

　また療養の場が『自宅』という空間には不思議な力があ

りました。家族との歴史をはぐくんだ大切な品物、懐かし

い香り、家族の一員である役割・・・。そして家族の心の

こもった介護が加わり、患者さんへ不思議な力を与えてく

れるのでしょう。私は訪問するたびにその空間を共有させ

ていただき、いつも心に温かいものを感じていました。

　『在宅ホスピス』がその方にとって一番良い方法とは断

言できませんが、一つの選択肢として誰もが選ぶことがで

きる医療体制になることを心から願っています。

　私事ですが、１年数カ月の間おしま病院に勤務いたしま

したが、家族の都合で退職することになりました。関わり

を持たせて頂いた患者さん、ご家族の皆さん、そしてサポー

トして下さった関係者の皆さんに心から感謝いたします。



輝く思い出のフォトギャラリー

遺愛高校校庭へのお花見会にて

自宅のトマトを持って来た日

ボランティアとの絵手紙の時間

至福の香り

若かりし頃を思い浮かべて、もういちど♪

親子三代春の香りを感じて

自分の時間

遺愛女子高校のご厚意により、校庭の花見を行う
ことが出来た。
毎年楽しみにしている行事の一つ。天候と桜の状
態を気にしながらも、今年は良い天気に恵まれた。

時間の楽しみ方は、千差万別。
病気や痛みをふと忘れられるひと
時を大切にしたいと思います。
そのお手伝いができれば・・・

共に学んだ仲間たちが、先生と一緒に来てくれた。
わずかな時間だが、皆で笑った。
不思議なくらい元気が出て、その瞳（ひとみ）も
精一杯輝いた。

喫茶の時間は、スタッフの隠して
いた特技や技量が暴露される時。
あっ失礼、技をお披露目する時。

珈琲の香りが、笑顔を振り撒く。

喫茶の時間

スタッフと共に、あたたかな日差しを浴びて

カンパ～い！

病室にて

理学療法士が「野点」を披露。「とっても美味しい」と・・・

あ～このタッチ・・・ 30 年ぶりに愛器を手にして



平成２１年度「おしま病院講習会」を受講して

　講習会は、当院でボランティア活動をする為の必須
講習として、平成１８年より毎年開催して来ました。
　近年、「ホスピス」や「緩和ケア」と言う言葉が知
られる様になり、興味を持たれる方も多くなって来た
と思います。この様な動きを受けて、昨年から、ホス
ピスについて学びたい方も受け入れ開催しています。

　また今年からは、3 日間の講義だったものを受講し
やすい様に２日間（１日２時間半）５講義としました。
　受講された方の中から無作為に選んだお二人にお願
いをして、受講の感想を書いて頂きました。講習会が
実際どの様に受け止められているのか、生の声をお伝
えできればと思います。

「病を得て　なお輝く人」　　　　　　　　ムックの母さん（ホスピス病棟看護師）

「一通のお手紙」　　　　　　　なんちゃってフォトグラファー（診療放射線技師）

中濱　正一　さん

　ホスピスケアとはどのようなもの

で、医療という専門分野の中で、ボ

ランティアがどのような活動をして

いるのか興味があり、妻とともに受

講させて頂きました。

　７月１６日、２４日の二回にわたる講習でホスピス、緩

和ケアは『その人らしく生きることを支えるケア』で、そ

のためには人を理解すること、ケアに参加することは心の

通う大切な時間であり、『何もできないと思わせないこと

が大切』との言葉には心から感動しました。

　また、病院スタッフ、ボランティア、ケアを受ける方々

が喜びや痛みを共有し、成長してゆく姿を視聴し、チーム

ケアは患者のみならずケアに係わる人の成長にもつながっ

ているのではないかと思った次第です。

　自己主張に偏りがちな組織や社会、家族の中でもホスピ

スの基本的な考えかたは必要なものであり、私も日々の生

活の中でもこのような姿勢を持って生きたいと反省させら

れました。

　男性は一人という状況ではありましたが、スタッフ初め

受講者の方々のご配慮により楽しく意義深い講習が受けら

れましたことを心から感謝いたします。

ありがとうございました。

木村　照子　さん

　受講のきっかけは、“「ミントの会」

かけがえのない時間を大切にホスピ

スボランティア募集 ” という新聞記事

との出会いです。私の所属している

団体にも、病院、ホスピスがあり興

味と関心がありました。ボランティアの経験は JRC（日本

赤十字社）以来していませんでした。

　講習会は、２日間でしたので出席出来ました。とてもわ

かりやすく、プリントもありましたので、宿題のレポート

も書きやすかったです。考えさせられたのは、全人的に関

わっておられると言うこと、「ホスピスの心」や「おもて

なしの心」の気付き、「チーム関係」など、理解の深みに

までは達して居りませんが、すばらしさに心が温かくなり

ました。

　個人の価値観に寄り添い、抑制をしない。抑制によって

ちがう行動が出てしまう場合があることなど教えられ、他

のことも思い目から鱗でした。病院紹介 DVD は総合的に

理解を深めました。最後の講義では、３名のボランティア

さんの紹介があり、生き生きとされているお姿は魅力的で

した。感謝でした。

【講習会プログラム】

１日目 平成２１年７月１６日（木）14：00 ～ 16：30

　　１．ホスピスのこころと当院の理念について（60 分）　福徳雅章　院長

　　２．ホスピスケアの特徴（60 分）　 堺　千代　ホスピス病棟看護師長

２日目 平成２１年７月２４日（金）14：00 ～ 16：30

　　３．入院相談と保険制度について（30 分）　 西野智子　医療相談室主任

　　４．高齢者介護について（30 分） 　松野公子　介護支援専門員

　　＊　ホスピスを知ってほしい（30 分）　「当院プロモーション DVD 視聴」

　　５．おしま病院ボランティア “ ミント ” の活動について（40 分）　間島敦子総看護師長

　Ｓさんが入院されたのは、ようやく暖かくなりかけた日

の頃でした。幼少の頃に養子となったためか、彼を訪ねて

来る人はほとんどありませんでした。しかしＳさんは絵を

描くことが好きで、病室内ではもちろんの事、ボランティ

アが行っている「絵手紙」にも積極的に参加されていまし

た。いつお会いしてもその姿は穏やかでした。

　ある日生まれて３ヵ月目になるサモエド犬の「ムック」

を初めて病棟へ連れて行きました。偶然その日は絵手紙の

日でＳさんもそこに参加していました。ムックとＳさんの

初めての出会いでした。その後私は何度もＳさんの病室を

訪れる事になるわけですが、部屋の壁に貼ってある絵はと

てもセンスが良く私の心を温かくしてくれました。毎日本

当に楽しそうに描いているので、私はある日ムックの絵を

描いて欲しいと写真をお渡ししました。

　真剣に机に向かって、何日か

かけて絵を描いて下さいまし

た。カレンダーの裏側に描かれ

たムックの絵が少しずつ出来あ

がって行くのを見るたびに、思

わず顔がほころびます。Ｓさん

の方を見ると、彼もまたいつも

笑顔を返してくれました。写真

の中のムックの姿がそのままの

状態で絵になって行きました。

絵のお礼にムックがＳさんのもとを訪れた時

　「病を得る」と言う言葉があります。これは、病気をきっ

かけに生き方や時間など色々な事に目覚めるなど肯定的に

使われる言いまわしです。人間誰もがいつかは病気になり

体や心の不調が現れます。Ｓさんも重い病を得て今に至る

まで様々な心の葛藤があったことでしょう。しかし、やが

てそんな自分自身と向き合い、うまく折り合いを付け残さ

れた時間を自分の好きな事に没頭して毎日を過ごされてい

る様に思えました。そこには、寂しさや孤独感を全く感じ

ませんでした。「病を得てもなお、こうも生きられるのだ

よ。」と言う、心に残る素敵な生き方を教えて頂きました。

　Ｓさんの残り時間は、この広報誌のタイトルの通りとっ

てもかがやいていました。Ｓさんは今もずっと絵を描き続

けているのでしょう。本当に心温まる時間をありがとうご

ざいました。

　私は、イベントなどの時に入院されている患者さんやご

家族の写真を撮り、差し上げる機会が多くあります。しか

し、写真に写っているのは患者さんの元気な姿ばかりでは

無いため、それを手にしたご家族をかえって悲しい思いに

させてしまったり、また、写真を貰うこと自体あまり喜ば

れていないのではないかと思い、悩むことがよくあります。

　自分では、現場記録写真ではなく、出来るだけ写ってい

る方たちのこころが伝わって来る写真を心がけて写してい

るのですが・・・。

　そんな中、先日介護病棟に入院されていた方のご家族か

ら、一通のお手紙を頂きました。その内容は・・・・

　『○月○日の誕生日だったのでお誕生会をしてもらい、

ちょうどアルバムを頂いたので今まで病院で撮ってもらっ

た写真を差し込み、良かったねと言っていた矢先、その月

末に突然あっけなく逝ってしまいました。1 年３ヵ月毎日

通いましたが、その日々を写真に撮っておいてもらい、今

はまだ全然亡くなった気がせず残されたジッチャンの家に

通っています。そのうち最後はこんな風だったんだと思い

出す時が来ると思います。

　私が結婚以来バッチャンは人工膀胱で苦しんだ人生でし

たが、それに付き合い最後の日々を撮ってもらったお陰

で、私の人生の総仕上げを残し

てもらった様でとてもありがた

く思っています。

　…私も 32 年病院の入退院に

付き合いましたが、写真を撮っ

てもらったのは初めてでした。

いい思い出になりそうです。…』

　お手紙を頂いて、これからも

思い出になる様な、「こころが伝

わる瞬間」を撮り続けようと思

います。
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緩和ケア病棟 介護療養型病棟

TEL （0138）56-2308㈹
FAX （0138）56-2316

診療時間

●月　～　金　午前 9：00～12：30　　午後　休　診
　（水曜のみ　午前 9：00～12：30　　午後 1：30～ 3：30 ）
●火曜　午後　緩和ケア診療（予約制）
●木曜　午後　訪問診療
●土・日・祝日　 休     診

〒040-0021
函館市的場町19番6号

各種健康診断
ホスピス（緩和ケア）相談

ホームページ　http://www.oshima-hp.or.jp

スタッフ紹介 幹部職員募集

薬局長　一色敦子

ご 案 内

編集後記

　広報誌第 12 号をご覧頂きありがとうございます。

　当院で過ごされた患者さんやご家族との出会いは、私たちに

たくさんの感動と学びを与えて下さいます。全てをご紹介した

いのですが、とても紹介しきれないので、その一部を各号に掲

載しています。

　今号では、函館の夏の風物詩 “ 漁り火 ” に合わせ、「輝き」を

キーワードに作成してみました。今後も、関わりの中で大切に

している「輝く命」をお伝えできればと思っています。

企画室　藤 田 佳 久

　はじめまして。4 月に札幌か

ら引っ越してきました一色敦子

と申します。

　函館で暮らすのは生まれて初めてで、最初の頃は出か

けるたびに迷っていましたが、最近少し慣れて行きたい

所に行けるようになりました。

　『気軽に何でも聞ける薬局』を目指したいと思います。

どうぞよろしくお願いします。

　現在当院では、当院の理念に共鳴して下さる医師、
ホスピスケアに関心のある看護部管理者（看護部長）
などの幹部職員を公募しております。

　やり甲斐と感動のある緩和ケアの構築と充実のた
めに、共に歩んで下さるパートナーをお待ちしてい
ます。
　尚、詳細については、下記担当者までお問い合わ
せ下さい。

　　　　　　　（まつだ　ひらく）

　事務長　松田　啓

　☎ 0138-56-2308（代表）

メモ）
緩 和 ケ ア 病 棟　20 床
介 護 療 養 型 病 棟　36 床


