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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

市民創作　函館野外劇（特別史跡五稜郭にて）

　参院選の結果はねじれ国会を導く結果となり、政局はま

すます混沌としています。民主党政権になって 1 年も経過

していないというのに、この不安定な状況は私たちの暮ら

しや仕事にも影響を及ぼしています。

　医療の世界でも、ここ数年は診療報酬の引き下げが続き、

また早くから医師過剰時代が到来するという誤った情報の

下に、医学部の新設を認可せず、また定員数も削減してき

た結果、今では病院経営は厳しく、また医師その他の職種

のマンパワー不足から現場は悲鳴をあげています。函館市

も例外ではありません。このような中、昨年からは一転し

て、診療報酬の引き上げや医学部定員を増やすなどの方向

転換が打ち出されていますが、これは国の長期的ビジョン

が明らかに誤った方向を向いていた結果に他ならず、私た

ち国民はそれに振り回されてきたと言えます。

　もういい加減に複数の政党が足を引っ張り合うことに時

間を割くのでは無く、日本の未来を、全政党、さらには全

国民的に考えていく必要性を感じています。報道に携わる

方たちにもそういう視点からのポジティブな報道を期待す

るばかりです。

　先日、ホスピスで数日間という短い入院の後、お見送り

させていただきました方がお二人いらっしゃいました。お

二人ともある期間、外来通院をしながらご自宅で療養され

ていましたが、少しずつ病状が悪化していました。しかし、

ご本人の「お家で過ごしたい」と言う気持ちを出来る限り

叶えたいということで、ご家族が一生懸命に介護なさって

いました。いよいよ容態が厳しくなり、最終的には入院と

いう選択となりましたが、入院後もご家族の献身的な介護

は変わらず、静かに旅立たれました。お二人とも早すぎる

別れではありましたが、ぎりぎりまで住み慣れたお家で、

愛するご家族に囲まれて過ごされたひとときは、かけがえ

の無い時間だったのではないでしょうか。

　今の医療制度では、治療や検査目的で入院した一般病院

では長期間入院は不可能で、すぐに療養型病院やリハビリ

専門の病院、あるいは施設などへ移らなければなりません。

これらの受け入れには限りがありますので、おのずと在

宅療養せざるを得ない方も多くなっています。落ち着いて

いる方であれば問題無いでしょうが、病気の種類や病状に

よってはとても不安な中、ご自宅で過ごさなければなりま

せん。この場合、出来る限り、在宅サービスを利用するべ

きで、そのためにも介護保険制度があります。しかし、こ

れらのしくみを理解している方はそう多くなく、またそれ

は医療者側にも同じように言えます。

　函館市では随分前から熱心に往診や訪問診療を行なって

いる診療所が多くあり、また訪問看護ステーションや訪問

介護のスタッフ、ケアマネジャーの皆さんもとても一生懸

命に在宅ケアに取り組んでいます。医療機関同士の連携も

他地域に比べてスムースです。即ち、在宅療養する方を支

援する土壌があると言えます。

　地域の皆さんが、病院であっても施設であっても、在宅

であっても十分に支援できる体制をより整えていくととも

に、それを皆さんに伝えていくことにも

力を注いでいきたいと思っております。



総看護師長　大野幸子（おおのさちこ）

管理栄養士　髙橋路代（たかはしみちよ）

　盛夏を迎え、暑さ対策も一段と力が入っていること

と推察いたします。

　この度、8 月より間島総看護師長の後任として、業

務を引き受けることになり、責任の重さに、不安と緊

張が交錯しておりますが、研修会等で福徳院長の医療

に対する真摯な姿勢に共感するものも多く、院長とと

もに看護をやってみようという気持ちになりました。

　医療が細分化し、患者の状態や、患者・家族のニー

ズに応じ、継続的な地域医療につなげていくには、社

会資源の開発や連携体制の構築を強化していかなけれ

ばならないと私は考えております。

　病院をひとつの大きな医療チームとして捉え、各職

種が専門性を発揮し、患者のためにより良い医療が行

なわれる体制がとられるように、前職の経験を生かし、

今日まで築き上げたものをベースにしながら、看護す

るものも満足できるようなマネジメントを心がけてい

きたいと思っております。

　はじめまして。３月より勤務しています髙橋路代と

申します。

　お米の町雨竜町から道南に来て、はや１５年が経ち、

函館は私の第２の故郷になりました。

 　「患者様一人一人に対応できる食事」、「笑顔で美味

しいと言われる食事」を目指して日々努力していきた

いと思います。

 　どうぞ宜しくお願いします。

プロフィール

市立函館病院高等看護学院卒

職歴）

市立函館病院高等看護学院看護教員

市立函館病院（病棟管理者、地域医療連携課）

プロフィール

市立名寄短期大学卒

職歴）

老人保健施設等での管理栄養士

スタッフ紹介



介護病棟ケアワーカー　成田　展実

ホスピス病棟看護師　長畑　由夏

お花見会
5 月 8 日（土）。遺愛学院のご厚意により、校庭
での花見が行なわれました。今年は、介護病棟も
参加しての一大イベントとなりました。

　良い天候で実施できる様にと、てるてる坊主に晴れを

願って迎えた当日。願いが足りなかったせいなのか小雨が

パラつくこともありましたが、太陽が顔を出すことも多く、

おおむね良好の天候の下で行なうことが出来ました。

　患者さまの中には、満開の

桜の木々の美しさに、感激し

て涙を流す方もいました。自

然の中では心も和やかに、会

話も弾みました。この日が誕

生日だった患者さまにサプラ

イズで誕生会を敢行しました。

春薫る桜の下で行う誕生会は、

初めてのことでとても喜んで

いただけました。

　また、今回担当された介護

タクシーのスタッフが送迎す

ることになった患者さまと、

以前に札幌でお世話した事があって、数年ぶりの偶然の再

会をしたり、昔、近所に住んでいてとてもお世話になった

方だったなど、感動や驚きの中、笑いあり涙ありのあっと

言う間の 1 日でした。

　患者さまやご家族の皆さまと共に、かけがえのない素敵

な時間を過ごすことができ、思い出深い経験となりました。

今回のイベントを担当したスタッフとして皆さまに心から

感謝いたします。

　患者さまとボラン

ティア、そしてスタッ

フ が 一 緒 の 外 出 は、

介護病棟として初め

てで、それも「お花見」

と言う大イベントに、

とても楽しみな半面

心配でもありました。

　コースは、函館では桜並木

で有名な「桜ヶ丘通り」を通

り目的地「遺愛学院校庭」へ。

病院を出発し、桜ヶ丘通りに

入るとすでに渋滞。なかなか

進めませんでしたが、ゆっく

りの状態が幸いし、窓が大き

な介護タクシーからは、桜の

トンネルもとても近くに感じ

られました。

　校庭に到着すると満開の桜

が出迎えてくれました。木の

下に行ってみると、車椅子のままで

も手が届くほど花の重みで枝が垂

れ下がり、仰ぐように見る花見と違

い、不思議な感じがしました。患者

さまは手を伸ばし花に触れ、嬉しそ

うな表情で桜を眺めていました。学

院には、桜以外にも梅やライラック

が咲き緑豊かな景色をみなさん楽し

まれていました。帰院後自室に戻ら

れた患者さまは、同室者の方に校庭

で拾った桜や梅の花をお土産として

渡し、花見の様子を楽しそうに話さ

れていました。

　行き帰りの車中では、全員で歌を

歌ったり、話題のお店の前を通ると、

その店の事を話したり、ずっと賑やかでまるで旅行のよう

でした。患者さまにとって、病棟では体験できない楽しい

時間を過ごされたのではないかと思いました。

　普段自分は花より団子ですが、この日ばかりは患者さま

と一緒に桜に感動出来たことが今でも心に残っています。



七夕の風物詩

フラの舞い

コンサート

　函館に昔から受け継がれている風習があります。

　７月７日、市内のあちらこちらで、たくさんの子供たち

が浴衣姿でそれぞれの町内を練り歩きます。♪竹～に短冊

七夕祭り、おおいに祝おう、ろうそく一本ちょうだいな♪

子供たちの大きな歌声が、短冊を飾った家々の玄関先で響

き渡り、ろうそくの代わりにお菓子などを貰います。

　今年、当院でも初めてその伝統の風習に

参画。玄関前に短冊を飾り、お菓子やくじ

引き、ヨーヨー釣りコーナーを用意して子

供たちが訪れるのを待ちます。間もなくカ

ラフルな浴衣を着た可愛い子供たちが大勢

やって来て、元気に歌を歌ってくれました。

　お菓子を渡す役をホスピス病棟の患者さんが引き受け

て、子供たちの歌声に一生懸命拍手を送りお菓子を渡して

いました。「いや～！いっぱい元気を貰いました。」と喜び、

時の経つのを忘れるほど、楽しい時間を過ごしました。

　また来年も短冊を飾りたいと思います。

　　介護病棟では初めてのフラダンスのボランティア

イベントが行なわれました。披露してくださったのは、

市内でフラ教室を開設しているカプアリコリリア村木

小百合主宰。

　患者さんもレイを提げ、それぞれに着飾りしなやか

な踊りに一緒に身体を動かします。ホワッとした空気

が会場を包み、南国の気分をみなさん味わった様です。

一人ひとりのうるおった笑顔は、フラが与えた心への

癒し効果なのかも知れません。

　ホスピス病棟では、多くの方がボランティア

コンサートを行なってくださいます。

　７月１０日には、市内の教会で聖歌を歌って

いるグループ『EN-Joy Sisters』が美しいハーモ

ニーを聴かせてくださいました。

　ご家族の中には、彼女たちの心地よい安らぐ歌声と今横

たわる傍らの大切な人への思いが共鳴して涙を流される姿

もありました。どんな時も、歌は心に響きそれぞれに深い

感動を与えてくれます。ボランティアの皆さまに感謝いた

します。 ※　イベントの様子は、当院のホームページでもご覧いただけます。（　Photo、文責　企画室　藤田　）



「優しさにつつまれて」

ボランティアミント　亀井　百合子

　健康を誇りに生きて来た主人が、体調の変化に気付き、

外来へ受診。胃癌であるとの診断を受け、2006 年 2 月 7

日胃の全摘手術となったのです。さらに術後の医師からの

説明により余命 1 年の宣告をされたのでした。1 年間の抗

癌剤投与があり体力もかなり低下したところへ癌の再発！

医師からはさらなる抗癌剤治療を勧められましたが “ もう

病気と闘うのはやめよう、残された日々を大切に生きたい ”

との強い希望で 2008 年 2 月 6 日、おしま病院ホスピスへ

身をゆだねたのでした。

　福徳院長はじめスタッフの方々の、優しい眼差しに迎え

られたあの時の安堵感は忘れられません。“ 今したい事、

出来る事を自由にして下さい ” と主任看護師さんに言われ、

外泊も自由でしたし、病院という規制が無い事に驚かされ

ました。主人は音楽が好きで、病室にコンポを持ち込み、

懐かしい映画音楽等を聴いて想い出に浸っていた様です。

又スタッフの方々が、話し相手になって下さり、静かに耳

を傾け、うなずいて下さった事により、自分の人生を回想

し、歩んで来た道を整理する大切な時間となったようです。

“ 自分の人生は色々あったけれど、良い人生だった。多く

の人達に感謝している、ありがとう ” と穏やかな心地良い

時間を刻んでいました。

　ある時、間島総師長がハープを病室に持ち込み弾いて下

さいました。「シェルブールの雨傘」、「星に願いを」、「ロ

ミオとジュリエット」、「日曜はダメよ」、「ゴットファーザー

のテーマ」、みんな主人の好きな曲でした。忙しい仕事の

合間に練習して下さったのでしょう。胸の奥深くしまい込

んでいた悲しみや想い出があふれ、涙となって 2 人のここ

ろに刻まれました。さらに、3 月 3 日には、主人の誕生日

と私達の結婚記念日をサプライズでお祝いして下さいまし

た。いつも仕事を終え夜 7 時近くに病院に駆けつける私を

待って、8 人のスタッフの方々が、ハッピーバースデーの

ローソクを灯し花束を贈って下さいました。そして主人か

らは “ 長い間ありがとう ” との言葉を添えて、病院で用意

して下さった花束を渡されました。忘れられない最良の記

念日となりました。

　“ 桜が咲くまで生きていたい ” の願いに、スタッフの１

人が、咲いたばかりの夜露にぬれた桜の枝を届けて下さい

ました。“ いい香りをありがとう ” とひとすじの涙が流れ

ました。ホッとしたのでしょう。その翌日永遠の眠りにつ

きました。その時スタッフの方が “ 亀井さん桜きれい !!”

と声をかけて下さったのです。私はその瞬間、光に包まれ

た満開の桜のトンネルを主人の魂が天に導かれてゆく光景

を見た様な気がしたのです。

　“ お送りした故人の命が、私に連なって私達のこころに

輝いています ” との福徳院長の言葉を心に刻み、今、ボラ

ンティアミントとして、音楽と喫茶の時間をご奉仕させて

頂いています。皆、限りある生命！だからこそ今日のこの

時を、慈しみを込めて、共に大切に過ごしましょう。

おしま病院ボランティア「ミント」の活動は、「ジ

グソーパズル」に似ています。

　1 週間、1 ヶ月と云うパズルの枠をメンバーそれぞれの

「活動できる時間」と云う一つのかけら（ワンピース）を

持ち寄って、少しずつ埋めていく。これからも、いろい

ろな人がワンピースを手に、ミントの「ジグソーパズル」

の完成に参加してくださることを楽しみにしています。

（ボランティア「ミント」一同より）

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



安藤　由美子

ご家族から…　　

『母と共に』

　まだ寒い 3 月 16 日、昨夜からの腹痛と吐き気の為、母

は予定していた日より早く、診療を受ける為におしま病院

に来ました。レントゲン、血液検査の結果、腸閉塞の診断

で緊急入院。私は内心ほっとしました。

　昨年の 5 月に突然呼吸困難で救急病院の ICU に入り、

心筋梗塞と進行性大腸癌が解り、90 才の母は検査だけで

大変な思いをしたので、これ以上痛いのも苦しいのも嫌だ

と逃げる様に退院して来たのです。私は不安でいっぱいで

したが、病気が解った時に、3 年程前、親しい方のお母様

がやはり末期の癌で大変な思いをされながら、やっとこの

おしま病院に辿り着き、幸せな環境の中で旅立たれたその

時に初めてこの病院を知りました。それで何とか母も穏や

かに人として余生を全う出来る様にと、救急病院を退院す

る前に医師にお願いし、又私も直接おしま病院に面接をお

願いして母の退院後の引き継ぎを願いました。

　それ以来、夏秋冬 2 週間毎の通院で何とか過ごして来

ましたが、気丈とは言え弱々しく細くなって行く母と暮ら

した日々はとても心細い時間でした。今まで病院はおろか

ショートステイにお世話になっても数日もすると早く家へ

帰りたい、我が家が一番とさっさと帰るのが常でした。

　私の家は理容院を経営している為、造りがお店優先で、

台所とお風呂は下、住居は２階、母も何をするにも階段を

上り下り。同配の友人が遊びに来て、「良くこんな段差の

多い家に暮らしているね。」と、まるで私が親不孝みたい

に云われたこともありましたが、母は「私はこの階段で鍛

えられているからいいんだ」と言ってくれていました。で

も、さすが 90 才も近くなって、特に冬は、部屋と廊下、

階段の温度差がかなりあるので、私も気が気ではありませ

んでした。

　母は、私の娘２女が 10 年前に急逝した時に、失意の中、

何で自分が残って居るのかと、好きだった事を全て止めて

しまい、残されたひ孫（３歳の女の子）が小学校を卒業す

る迄は、中学生になる迄は何としてでも見守って生きると

自ら誓って頑張って来ました。その５年後、私の主人が亡

くなった時は、気も狂わんばかり

に自分の生存を苦にして、落ち着

く迄大変でしたが、ひ孫や私の事

も見守る為にと気丈に今日迄生き

て来ました。

　せっかく主人がくれた母と私の

時間に感謝しながら、出来るだけ

楽しい思い出をと、二人で旅行、

鑑賞など、お店を守ってくれるお弟子さん達に甘えてずい

分色々とチャレンジしました。

　３年前は、NHK のど自慢が北斗市で行なわれる時、母

の大好きな石川さゆりさんがゲストなので、私は自分でも

驚く程の手際で母を予選会へ。250 名中の中から 20 組の

中に選ばれた時は、夢かと思いました。当日本番の歌が一

番良く、母も頑張り、さゆりさんと握手や思った以上にお

話が出来、“ 冥途の土産 ” と喜び、私も努力の甲斐があっ

たというものです。

　ここおしま病院での毎日は、優しく、温かく、穏やかな

時間の中、週２回のお風呂や毎週金曜日午後の１階フロア

でのお茶会コンサート。母が一番楽しみにしている時間で

す。私たちもボランティアの方に好きな飲み物を頼み、お

菓子を前にゆったりと総師長さんのピアノやハープ、時に

は時間のあるナースさんが得意の楽器を、弾いて、吹いて、

歌ってくださり、たまに、院長先生のギター弾き語りなど

もあり、ここが病院？と、うれしいギャップばかりです。

　五月のお花見では、ゆったりの車椅子に介護タクシーで、

すっかり暖かく包まれた母と共々、スタッフの皆様のお陰

で素敵なお花見を楽しませて頂きました。初めての驚きは

私の誕生日でした。３月２９日の夕方、私は何気なく母の

部屋に戻り少ししてドアがトントン。はいと返事をしたと

たん、ぞろぞろと院長先生や師長さん、ナースさんたち、

ソーシャルワーカーの西野さん、そして放射線技師の藤田

先生のカメラが揃い、驚いている母から私に素敵なお花の

アレンジが手渡され、皆さんで♪ハッピーバースディ♪を

大合唱して下さり、私も思わず涙があふれました。こんな

素敵な 67 歳は、生涯忘れない事でしょう。また、担当の

鈴木先生のハープをお部屋で二人

占めしてのコンサートなど、書き

並べたら切りがない位感動と幸せ

な思い出がどんどん増えて、この

まま先生やスタッフの皆様に助け

られながら、ずーっと一緒に居ら

れたらいいなぁ～とつくづく思う

この頃です。
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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

南部坂

ご遺族の茶話会ご案内

編集後記

　広報誌第 14 号をご覧頂きありがとうございます。

　6 月の末、笹木武さんとおっしゃる方が入院されました。病室を

訪れると、壁にたくさんの絵が飾られていました。

　笹木さんは、砂原町出身。昭和 34 年市立金沢美術工芸大学卒業後、

道南の知内や木古内、函館市内の幾つかの中学校での美術教諭をさ

れていました。専門は抽象画でしたが、退職後はデッサンや水彩画、

パソコン画にも取り組み、何度か個展も開かれたそうです。

　そのお話を聞き、院内で個展を開きませんかとお誘いしました。

また、広報誌の表紙にも是非使わせて欲しいと嘆願したところ、快

諾してくださいました。しかし、残念ながら個展の開催も、完成し

た広報誌をご覧になることも出来ませんでした。

　今皆さまにご覧頂いている表紙の絵が、広報誌を手にされた多く

の方々へ、癒しを与えてくださることを願っております。

　提供してくださった　故 ) 笹木武さんに心から感謝いたします。

編集部　企画室　藤 田 佳 久

　当院では、「ご遺族へのケア」の一環として年一回追悼記念会を開催してお

り、今年は 21 家族 38 人のご遺族がご出席くださいました。（右写真）

　参加できないご遺族の中には、「まだ心の整理が出来なくて、病院へ足が向

かない・・・」そうおっしゃられる方も少なくありません。

　私たちは、時の経過がご遺族の心を癒し、それぞれの悲嘆から立ち直られ

る事を願っておりますが、少しでもお手伝いができるのであればと、毎月最

終土曜日の午後 1 時 30 分より「ご遺族の茶話会」を行なっています。ご遺

族同士が心通わせられる時間となりますよう、ご参加をお待ちしています。

参加は無料です。事前にご連絡頂け

ると幸いです。

（連絡先：ホスピス病棟　堺まで）


