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かがやき
癒し癒される心からの医療



汐首岬から昇る朝日

ご あ い さ つ

院長　福 徳 雅 章

　新しい年が始まり、今年もまたさらに加速されたかのよ

うに時間が過ぎています。昨年は当院も医師不足の煽りを

受け、私自身、孤軍奮闘状態が長く続きましたが、12 月

からは医師 3 人体制となり、ようやく診療体制も正常の機

能を取り戻しています。神様がくれたクリスマスプレゼン

トだったのでしょうか。

　そのクリスマスには例年のごとく、遺愛女子高等学校の

学生さんが、入院されている患者さんとご家族に天使の歌

声（クリスマスキャロリング）を届けてくれました。患者

さんの中には感動のあまり涙を浮かべる方も多く、また一

緒に口ずさむ方もおられました。ある方は、あふれ出る涙

を止めることができませんでした。「こんな自分のために

歌ってくれている…」と、単に歌声に感動しただけではな

く、歌っている学生の笑顔や綺麗な瞳の中に自分に向けら

れた優しさが見えたのでしょうか、感極まったご様子でし

た。

　日々、ご病気と向き合っている患者さんの心の奥には、

私たちが薬を使ったり、日々のケアを行っているだけでは

癒すことのできない、さまざまな思いがあるのだと思いま

す。彼女たちの歌声は、それらの思いに寄り添うような、

きっと不思議な力をもたらしていたのでしょう。逆に、歌

いながら涙を流している学生さんもいました。まさに、癒

し癒される時間でした。そのような場に居合わせた私たち

職員も心温まる時間を過ごすことができました。

　昨年はがん診療連携拠点病院である市立函館病院、函館

五稜郭病院において緩和ケア研修会が開かれ、私もお手伝

いする機会をいただきました。この研修会は、がん対策基

本法に基づくがん対策推進基本計画の中で、緩和ケアを充

実していくという目標から、がん診療連携拠点病院で義務

付けられたものです。緩和ケアと言うと、痛みなどの身体

的な苦痛を緩和すること、という狭い意味に捉えられやす

いものですが、実は、緩和するべきものは全人的（身体的・

精神的・社会的・スピリチュアルな側面を含む）苦痛であ

り、そのためには「医師と患者の関係」という前に、「人

間同士としての関係」が重要であり、心のこもったコミュ

ニケーションが求められます。たとえば告知ひとつにして

も、言うだけは簡単ですが、相手である患者さんやその身

近にいるご家族の心情に配慮し、相手のペースで伝えてい

くことは、とても繊細な気遣いを必要とします。緩和ケア

は私たちが常に忘れてはならない心構えでもあり、全ての

医師がこの緩和ケアを理解、意識して診療にあたることが

重要であると思っています。

　今年もまた皆さんのお力を借りながら、奢らず、真摯な

気持ちで診療に当たるとともに、健全な病院運営に努めて

いきます。よろしくお願いいたします。



汐首岬から昇る朝日

スタッフ紹介

医師　鈴木晶子（すずきまさこ）

医師　安藤牧子（あんどうまきこ）

介護病棟看護師長　大野里美（おおのさとみ）

　最後を迎える方を前にすると「もっと何かできたのではなかろうか」

と悩んでいた。自分が何をしたいのか考えていたとき、心を込めた医

療ができる場所、函館おしま病院にたどりつきました。

　患者さまの苦痛をできる限り取り除く努力ができ、寄り添うことが

できる。そんな医療と出会え、ここで勉強するチャンスに巡り会えた

ことに感謝しています。

　ホスピスの心を忘れず、少しでも役に立てるように努力していきま

す。皆さんよろしくお願いします。

（旭川医大大学院卒。今まで消化器内科医として勤務）

　こんにちは。4 年前に野外劇を観て以来、函館の街がますます好き

になりましたし、おしま病院のことも大好きですので、またおしま病

院で働くことができるようになり感謝でいっぱいです。

　このたびはかわいい娘 ( 犬種；パピヨン。名前；クーピー ) を連れ

て引っ越してきました。この街で、関わらせていただく患者様とご家

族のために愛を込めて誠心誠意努めてまいりたいと思っております。

クーピーも皆様の力になりたいと申しておりますので、親娘ともども

どうぞよろしくお願い致します。

 

（旭川医大卒）

　おしま病院に勤務して 8 年目を迎えています。子育てを

しながらの看護師生活でいろんな病院にお世話になり、現

在を迎えていますが、患者さま、ご家族、同僚一人ひとり

との出会いが、私の宝として心に残っています。

　開設後のホスピス病棟で 5 年間スタッフとして働いてき

て、今回介護療養型病棟の師長の職をいただきました。嬉

しいことに、こちらに移動してきて、ご家族から「皆さん

にお世話になって、安心しています。」というお話をいた

だきました。現在、介護療養型医療施設は数年後には無く

なるという話が出ています。このことに関心を持ってい

らっしゃるご家族の中には、政権交代で「介護病棟が無く

なるという話」が無くな

ることを待ち望んでい

る方もおられました。

　この先の情勢は分か

りませんが、これから

も、患者さまやご家族と

情報の交換をしながら、

スタッフが先頭に立っ

て、よりよい介護、看護

をしていけるように、後ろからサポートができたならと考

えています。



イベントフォトメモリー

池田千鶴子さんのハープの音色が
クリスマス会に「温もり」を添える

今回は、患者さまが主役となり、演奏を行った

介護病棟 ホスピス病棟

遺愛高校合唱部によるクリスマスキャロリング
毎年多くの感動を与えてくれる

クリスマス会

敬老会

フルートコンサート

フラダンス

江戸前かっぽれを
披露して頂いた

フルートの音色に
こころ癒される

優雅なフラに
うっとり



I am 
Jazzman

　関西なまりの 70 歳代の患者さんが入院し

て来た。彼は昔ジャズバンドを組み幾度もス

テージで演奏をして来たサックス奏者だった。

しかし、もう 30 年以上サックスを吹いてい

ないらしい。喫茶の時に、昔の話やジャズの

話題に触れるといつも生き生きとした表情になり、「あ～

また吹いてみたいなぁ～～～」と昔を懐かしむのである。

　ある時、身内の方が、彼のずっとしまい込んでいたサッ

クスを持って来てくれた。見るからに時の流れを感じさせ

る箱と匂いであった。しかし、彼の目は輝いていた。「あ

れっ！持って来てくれたんや・・・。」愛犬にでも会えた

時の様に箱をなでる。蓋を開けると今度はプロの顔に変

わり、マウスピースだけをくわえ吹く。最初は音が出な

かったが、そのうち甲高い音が響いた。「音出るんやろう

か？・・・」と言いながらマウスピースを本体に取り付け

吹いてみた。ボファ～ボファ～とじれったい時間が続く。

息を吹き込まれた愛器は、徐々に血が通い始め、その指先

に反応し始めた。「あかんなぁ～。音出～へんわ。」「こん

なんとちゃうわ。あかんわ・・・」。音出てるでしょ！と

騒ぐ周りをよそに、彼は少し寂しそうだった。あの頃は上

手く吹けたのに何でだろう。上手いところを聞かせてやり

たいのに出来ないもどかしさが伝わってくる。その日から

彼の葛藤は始まったのである。

　楽器が悪いのか、自分が悪いのか、いつも悩みながら機

会を見つけて吹いてみた。ど素人の私たちには、「凄い吹

けるじゃん！」と思えても彼はまともに 1 曲演奏できない

のがショックだったらしい。その様子を見た協力病院の光

銭歯科医院院長が、何とか吹けるようにと入れ歯の治療を

始めてくれた。先生もまたバンド経験者であり、彼の気持

ちが痛いほど良くわかる様

だ。心配そうに見つめる中、

彼も懸命に吹いていた。し

かし、入れ歯だと噛む加減

が思う様に行

かないらしく

「あ～～悔しいなぁ～～」と

嘆いた。

　そんな彼の落胆に病棟ス

タッフが起ちあがった。ピ

アノ、フルート、クラリネッ

トでいつもはクラシックを

演奏する彼女たちだが、彼

の為にジャズの練習を始め

た。そして、ある喫茶の日

に演奏会は行われた。今ま

でとは違うテンポ、何処か

で聞いたことのある曲、軽

快なリズムについついスイングしそうになる。彼は、タン

バリンを叩いて体を揺らした。「ありがとね！」そう言っ

た。彼女たちは、つまずいて上手く弾けなかったことを詫

びたのだが、「ええんや！楽譜通り弾かんでも。ジャズは、

自分の気持ちええ様に弾くんや！気持ちええように弾いた

ら、こっちも気持ちええ様なる。」そう言って労った。そ

の後も光銭歯科医院歯科衛生士羽立さんが、自前のサック

スを貸してくれたりして彼を支えてくれた。

　彼のお陰で色んな人が関わり、気持ちを動かされた。「気

持ちええように弾いたら、こっちも気持ちええ様なる。」

と言う言葉通り、彼の存在自体が私たちにええ気持ちを与

え、楽しい時間を引き出してくれた様な気がする。まさし

くスイングするジャズだったと思う。今彼は、自由になっ

た体で愛器を抱えあの頃の曲を吹いている。♪～



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

「ティーサロンミント」
　～ボランティアの新たな活動～

あゆちゃんの
絵手紙

　美術教諭の資格を持つボランティアの大塚恭子さんは、

毎月絵手紙の時間を作って下さいます。その時節に合った

オブジェを探して来ては、題材用にし季節感を味わせて下

さいます。また、気楽に参加できるようにと、色鉛筆の様

に使えて、水を付けるだけで水彩画の様になるペンを用意

して下さっています。しかし、参加する患者さんやご家族

が少ないのがとても残念です。普段から筆で絵を描くこと

がない私たちにとって、「自分からは少し気が引ける」と

言うのが本音なのでしょうか。

　そんな「絵手紙」の時間に、あるご家族が参加して下さ

いました。小学生のあゆちゃんは、持ち前の好奇心ですぐ

絵手紙に没頭し、その姿を見ているお祖母ちゃんの顔は、

とても穏やかで嬉しそうでした。大塚さんは、絵手紙の最

後に押す落款を自分で作るのですが、見ていたあゆちゃん

はすぐに興味を示しました。専用の材料を彫刻刀で削る作

業ですが、彫刻刀をまだ一度も使った事がないと言います。

　母親から「危ないからやめなさ

い」と言われそうでしたが、大塚

さんは、「経験するのが大事、手を

切ったとしても大したこと無いか

らやってみる？」と誘いました。あゆちゃんは、一瞬お母

さんの顔を見ましたが、OK サインをもらいにっこりしま

した。ぎこちない手は危なかしいものでしたが、嬉しそう

に大塚さんの話を聞きながら真剣に取り組んでいました。

　実は、あゆちゃんには目的があったのです。それは、お

祖母ちゃんの落款を作り、描いた絵手紙に押してプレゼン

トしたかったのでした。やっと出来あがった落款を手に、

「お祖母ちゃんのできたよ！」と言って目の前で押してあ

げました。お祖母ちゃんの熱くなった気持ちが私たちにも

伝わって来ました。うっすら浮かんだ涙には、ありがとう

と言う気持ちと、もっとこの孫と一緒に居たいと言う願い

が溢れていました。

　大塚さんは、おっしゃいます。「参加者は少なくてもか

まわないですよ。少なくたって、ここには他では味わえな

い感動があるから。」

と。

（記：編集部藤田）

　昨年ボランティアに加わったメンバーが、本格的に
活動を始めています。
　さて、毎週金曜日に「喫茶の時間」として配茶サー
ビスを行っておりましたが、「気軽に挽きたて煎れた
ての珈琲で気持ちをリラックスしてもらいたい」と言
う私たちの思いを反映し、不定期ではありますが、他
の曜日にも喫茶の運営を始めました。

　約 1 時間の短い時間ですが、どうぞご利用ください。
そして私たちボランティアにもお気軽にお声をかけて
ください。
　尚、対象は、患者さまとそのご家族およびお見舞い
の方とさせて頂きます。（無料）
　お待ちしております。

（ボランティア「ミント」一同より）



遺族の茶話会で知り合った方たちと、
香雪園の紅葉を見に行きました。

岡本　敏子

ご遺族から…　　

『 主 人 の 思 い 出 』

　戦時中、父は、同盟通信の速記者で、母は、電話交換手
で、仕事がら通信で話す機会が多くて、顔も知らず、声だ
けで恋仲になり、結婚し、6 人の子供に恵まれ、2 番目が
主人です。兄弟妹は、みな学校では優秀でした。
　主人は、男気の強いユーモアのある人で、「俺の親達は、
2 年に 1 人ずつ子供を生み、かなりスケベだったな・・・
作るだけ作って、はいさいならと死んで」と母の前で本気
で言うのです。すると大きな声で「うるさい！」の一言が
返って来てみんなで笑う。戦時中代用教員の女の先生が、
担任で首が斜めだったので、その事を替え歌にし歌ったり、
トイレへ行くのを見ては、クラスの仲間を引き連れて汲み
取り場所へ廻り、汲み取りヒシャクでおしっこを受け取り、
騒ぎ燥

はしゃ

ぎ、毎日この様ないたずらで親は、呼び出され、先
生に叱られ、母に叱られ、父が帰宅すれば又叱られ、1 日
に何度もゲンコツをもらうその繰り返しです。
　外で遊ぶ時は、近所のガキ大将で、仲間を引き連れ、隣
の町内へケンカに挑むのです。夏は、立待岬・穴間へ仲間
と行き、吊り橋を揺さぶり怖がらせ、飛び込み競争に興じ、
帰りは、他人の家の大根を引き抜き分け、食べて、「これは、
梨だなぁ」、キュウリを口に入れ「ウメーナー」等言い合
い楽しかったと・・・。仲間がいじめられたら、敵討ちを
し、育った界隈では有名人。

　父は戦争が激しくなり満州へ行く矢先に 36 歳で喘息の
発作を起こし心臓麻痺で急死。主人は 12 歳でした。母は
35 歳で 6 人の子供を育て、食べる為、泊まり掛けで病院
の付き添い婦、鉄工所の飯炊き等色々し、また電話局の
交換手になりました。主人が 14 歳か 15 歳の時、一人で、
富良野まで 1 斗の米を買い出しに行き帰り「どうして我家
に農家の親戚が無いのか」と悔しい思いをしたと・・・。
　終戦になり、五島軒が進駐軍の本拠地
になり、米兵に可愛がられ、出入りが出
来、食糧品を手に入れ母が喜ぶので何度
も行った。働く年齢になり国鉄の試験を
受け合格したけれど、台風 15 号で洞爺
丸はじめ何隻かの船が沈没し、その家族
優先となり３年程据え置かれ、八戸の漁
場で事務員、電気工事夫、パン屋、銭湯
の釜焚きと転々と変え、やっと国鉄へ入
社し連絡船の乗務員に・・・。先輩から
強制的にタバコ、酒を飲まされ味も覚え、
止めることが出来なくなった。やがて船
に合理化が始まり縮小された頃、胃潰瘍
になり摘出手術を受けましたが、空き部
屋が無く、廊下で４日間過ごしやがて退
院を迎え、陸の仕事へ変わり、地方へ転
勤。ここ迄は結婚する前の事です。

　どこへ転勤しても幼い時の仲間は訪ねて来ます。その内
管理者に成り、飲酒の回数は増し家族そっちのけの毎日で、
転勤時が来れば、私が一人で、荷造り、色々な手続きも・・・。
２人目の子供が生まれ２週間目で転勤。この時も一人。私
は自律神経症になり救急車で運ばれたことも何度か。「俺
は絶対に酒タバコは『止めないよ』死ぬ時は、自分で火葬
場迄這って行くから心配するな」と冗談を言うのが口癖の
人。実現しませんでしたが、「定年に成ったら俺の全部を
小説にする」と言っていました。
　主人の兄妹弟、主人も癌で死に、姑はアルツハイマーで
亡くなり秋田の妹もアルツハイマー。一番下の妹は、息子
が結婚後１年半で胃癌になり 35 才で永眠。悲しみを乗り
越えて、今は好きなコーラスと演劇に。旦那は、アコーデ
オンに楽しみを持っています。私もそろそろ、趣味を始め
様と思っています。姑は、我家には、一バカ（働かない兄）、
二バカ（主人）、三バカ（妹）が居る」と笑って私に言っ
たのを今に成って思い出しました。主人の事を書くつもり
が逸

そ

れて、私は四バカです。
　主人に最後の時が来ても絶対に泣かないと決めていたの
に、師長さんの顔を見たら師長さんの胸で泣いてしまいま
した。この世は、癌、脳、心臓で大半が死を迎えるのを文
章を書くうちに気付きました。

　主人が癌だと告知された時、「先生、必ず月曜日に戻る
から今日は帰してくれ」と約束して帰宅し、身辺整理をし、
床屋へ行き、父母妹弟の遺影を見つめみんなの名を呼び仏
壇にお参りをし病院へ向かったのです。特に、弟の時は、
涙を流し泣きました。病院では看護見習生をいつも付けて
くれて、若い人達の考え、遊びを聞き「これから外へ遊び
に行くか？」等と笑い声が絶える事なく和気あいあいの毎

日を過ごさせてもらいました。見習生
に主人が、「本を沢山読み自分の郷里の
事を知り愛しなさい」と言うと、「有難
うございました。立派な看護師に成り
ます」と返って来ましたが、こちらこ
そ有難うです。
　おしま病院へ来て週一回の音楽会と
お風呂がなにより楽しみでした。元来
音楽は好きでした。部屋では、音楽を
流し、リラックスしているようでした。
　18 日間の短い闘病生活の中で、何よ
りの感謝は、亡くなってから風呂が好
きだったからと入浴させてくれた気配
りでした。本当に有難うございました。

　下手な文章だと主人は見ている事で
しょう。
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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

診療時間

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

ご 案 内

対岸は青森県大間の山々

ムック（サモエド）

クーピー（パピオン）

みみこ（シーズー）

ポパイ（ミックス）
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編集後記

　広報誌第 13 号をご覧頂きありがとうございます。

　北海道は、冬の真っ只中です。左の写真は、早朝

の気嵐（けあらし）の様子。海水の水蒸気が、急激

に冷やされ起こる自然現象ですが、この時の気温は

マイナス１３℃。こんな気温の中、ウニ漁をしてい

る漁師の船が漂っていました。

　私たちも、寒さに負けず、日々温かなケアを心が

けたいと思います。

編集部　企画室　藤 田 佳 久

　ホスピス病棟では病室でペットとの面会ができるよ

うになっています。病院という空間ではありますが、

今まで家族の一員として一緒に生活してきた愛犬や愛

猫とふれあうひとときは、病気のことを一瞬でも忘れ

させてくれるような癒しの時間となっているようです。

　私たちのチームの一員にも自称（？）・セラピ

スト犬がいます。スタッフが仕事の休みを利用し

て、自分の愛犬とともに動物好きな患者さんの病

室を訪ねています。

　動物たちの愛らしいしぐさや肌（毛）の温もり

が、患者さんに大きな癒しの力をもたらしてくれ

ることを願って…。


