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スタッフ紹介

　昨年の大晦日、NHK 紅白歌合戦で大きな注目を浴び

た植村花菜さんの歌う「トイレの神様」は、その後もド

ラマ化されたり、色々な場所で話題に上ったりと、今年

も大きなブームになりそうです。この歌を初めて聞いた

時からその歌詞に関心を持っていた私は、昨年 10 月の

ある日、当院に職場体験に来られた中学生の皆さんに「生

と死」についてお話をする機会を得ましたが、この歌を

聴かせてみました。全員が初めてこの歌を聴いたとのこ

とでしたが、何人かから「感動した」という声が上がり、

目に涙を浮かべている生徒もいました。それから間もな

く、彼女が紅白歌合戦に出場決定というニュースを耳に

することとなりました。

　人生では色々な人との出会いがあり、また別れも多く

体験します。別れにはさまざまな形がありますが、どの

別れも辛いものです。しかし、人はその別れが訪れるま

ではその人の本当の良さやその人が居てくれることの有

り難さになかなか気付かないことが多いのではないで

しょうか。大切な人との別れがいつ訪れても後悔するこ

との無いような関わりを常に持っていきたいと改めて思

います。「トイレの神様」にはそんなメッセージも込め

られていると感じました。植村さんには是非この歌を歌

い続けて欲しいと思います。

　紅白歌合戦の中では「歌の力」という歌を出演者全員

が熱唱されていましたが、まさに歌の力は無限です。懐

かしい歌を聴くとそれが流行した頃の思い出が蘇り、人

生の振り返りにつながることがあります。

　初めて聴く歌の中にも「トイレの神様」のように人生

を見つめ直すきっかけになったり、生きていく上での道

標になるものがあります。悩みを抱えたり、困難に直面

している人にとっては、辛さを忘れさせてくれたり、そ

れらを乗り越える力を歌からもらうことがあります。病

を抱えている人においては歌は苦しみを忘れられるひと

ときや癒しをもたらしてくれることがあります。このよ

うに歌はさまざまな力を持っています。私も時間がある

時には無心になって歌を聴き、多くの力をもらっている

一人です。

　当院では患者さんやご家族が音楽に触れていただく時

間をなるべく作っています。時にはボランティアの方が、

時にはスタッフが、そして時には患者さん自身やご家族

が楽器を奏で、歌います。笑いあり涙あり。ここでも歌

はさまざまな力を発揮しています。もしかしたら「歌の

神様」もいるのかもしれません。

　そんなことを考えていたら、いつのまにか

新しい年を迎え、時は急ぎ足で流れています。

今年も多くの病める方たちのために少しでも

お役に立ちたいと思います。



ホスピス病棟師長　吉
よ し む ら り ょ う こ

村 良 子

おしま病院での研修を終えて

松前町立松前病院　後期研修医　曳
ひ き た あ や こ

田 彩 子

スタッフ紹介

　ホスピスは「死ぬ場所」「看取りの場所」と考えて入院

してくる方が多いです。ですから、皆さん精神的にとても

緊張して入院してきているように感じます。

　私は入職し約 7 年になろうとしています。ここで学んだ

ことは、ホスピスは決して最後の場所ではないということ

です。

　患者さんは癌と診断されてから、ずいぶん頑張って治療

を続け、心身ともに疲れて入院してきます。しかし、当院

へ入院し痛みや辛さが調整されると、これからの生き方を

考えることができるようです。実際に、再び仕事を始める

人や、退院して家族との時間を大切に過ごされる方もいま

す。また、再び治療を始める方もいます。

　私達は、患者さんからご家族にも話せない色々なお話を

聴くことがよくあります。その中には、罪や懺悔について

語られることがあります。その人一人一人が、生きてきた

歴史やそれぞれの物語を話すことで、残された命を精一杯

生きることができるようです。こうした事ができるのは、

当院の理念でもあります、おもてなしの心を大切にして、

私達も生きているからだと自負しています。それが、私達

の役割だと感じています。癌を抱える方たちが、いつでも

ホッと立ち寄れる場所、生きていく仲間でありたいと思っ

ています。

　これからも、患者さんやご家族から学びながら、患者さ

んやご家族に人として何ができるのかを考えながら、安心

していただけるホスピス病棟でありたいと思っています。

プロフィール

　函館厚生院高等看護学院卒

　2010 年の 10 月から 12 月まで、おしま病院でホスピス

研修をさせて頂きました。医者になって 3 年目。治療が閉

ざされた方に対して何ができ

るのか。それは今までにも何

度か立ち止まっては考えてい

た事でした。

　冬へと近づいていく外の景

色を、病室の窓から患者さん

と眺め過ごしていく中で、答

えの出ない問いかけに少しだ

け光がさした。3 ヶ月の研修を

ふりかえってそのように感じ

ています。

　研修で学んだ大事な事のひとつに “ 寄り添う ” という姿

勢があります。一人の人が自分の物語を閉じようとしてい

る。主役はその人本人であり、本人だけが知っている様々

な場面、大事な脇役たち。その時私達が出来る事は、傍ら

に寄り添って物語に耳を傾ける事。物語の終焉を共に感じ

る事。それだけしかできないんだ。しかしそれだけの事を

真摯に行っていくことがどんなに難しいか。おしま病院の

スタッフの姿から学びました。

　患者さんからの「ありがとう」の一言は私に穏やかな安

堵感と、新たな課題に向けての使命感を残しました。

　福徳院長始めおしま病院のスタッフの皆さん、患者さん

とその御家族との出会いに感謝します。

　松前病院が行なっている家庭医養成プログラム（高い医療水準と職

業規範を持ち、都会や地方で即戦力となる家庭医・全科診療医・何で

も科医を養成し、地域医療に貢献することが目的）の後期研修医として、

曳田彩子医師が、必修となっている 3 ヵ月の ｢ホスピス研修」を当院

で終了され、メッセージを寄せてくださいました。



『いのちの輝きに出会う
　　～コンサートをお届けして』

やなせななオフィシャルホームページ　http://www.yanasenana.net/

　私がおしま病院と出会ったのは、2005 年のことでした。

それまで病院という場所で歌ったことは一度もなかったの

ですが、縁あって出会った福徳雅章院長先生のあたたかい

お人柄と、スタッフの皆さんの明るさに惹かれ、2005 年

と 2007 年、そして 2010 年に、ホスピス病棟にてコンサー

トをさせていただくことになったのです。

　実現した 3 度目のコンサートは、私の地元・関西から 4

人のミュージシャンを連れて行きました。バンドの生演奏

でお届けするのは、昔なつかしい唱歌を中心としたプログ

ラム。おなじみのメロディを共有することで、お客さまと

の距離を縮めることができればいいなと思いながら選曲し

ました。

　唱歌というのは実に不思議なもので、聴き手の皆さんの

心の時計を戻す働きがあるようです。いつどこで演奏して

も、年齢を問わず、お客さまがまるで幼い子どものような、

無邪気な表情に変わってゆくのです！

　「いっしょに歌って下さいね」と呼びかけると、最初は

照れていた皆さんも少しずつ口元が動き始め、もうすっか

り忘れたと思っていた古い歌の詞までもが、自然とあふれ

出すのでした。そんな時は、お客さまの想い出に、歌に

よって寄り添うことができたような気がしてうれしくなり

ます。

　人にはそれぞれ歩んで来られた、いのちの道があると思

います。喜びや悲しみ、出会いと別れ…ひとつひとつの想

い出が、道を彩る四季折々の花のようなものなのではない

でしょうか。

　今回私はこのコンサートが、患者さまやご家族、スタッ

フの方々、そして私自身の新たな「花」となりますように、

と祈るような思いでした。その気持ちが通じたのか、ベッ

ドからニコニコと手を振って下さった方や、ぽろぽろと涙

をこぼしながら握手をして下さった方、ご家族といっしょ

に歌って下さった方、深く頷いて下さった方…患者さまの

笑顔と涙、尊いいのちの輝きに出会うことができました。

　かけがえのない時間を分かち合えた皆さんに、心から感

謝しています。　　　　　　　　　　　　　やなせなな。。。

“癒しの歌姫”やなせななさんプロフィール
『2004 年、シンガーソングライターとしてデビューし本格的音楽活動を始めたが、彼女は浄土真宗本願寺派教
恩寺（奈良県）の住職でもある。その異色の経歴から、「歌う尼さん」として全国のお寺コンサートや講演活動
を精力的にこなしている。自らもがんを経験され、患者さんの痛みを知るがゆえに、彼女の優しく済んだ歌声は、
多くの人に安らぎを与え、「いのち」の尊さを感じさせてくれる。』　　　　　　　　　　　　（文責：福徳雅章）



遺愛学院
　中学・高校音楽部の
クリスマスキャロリング

「口腔ケアに関わって」
ボランティアミント　山

や ま だ

田　祐
ゆう

遠くから歌声が聞こえてくる。何の歌だろう・・・。

近づいては遠のき、遠のいては近づいてくる歌声に耳を澄

ませた。

なんて素敵な歌声なんだろう。ああ聖夜の歌だ。

クリスマスが近いのかなぁ。もうそんな時期なんだ。

どんどん近づいてくるなぁ。こっちに来るのかなぁ。

澄んだハーモニー、心に響くその声。

どこから来たのかなぁ・・・。

私の処にも来ておくれ。そして聴かせて欲しい

その歌を、その声を・・・。

ああ、こころが洗われる。

ああ、素敵な歌だ。癒される声だ。

胸が詰まるよ。涙が出てしまう・・・。

手作りのクリスマスカードだね。

ありがたき仕業に言葉がないよ。

声が出るなら、一人ひとりに「ありがとう。ありがとう！」っ

て言いたかった。勘弁してくれなぁ・・・。

ほんとにありがたや～！感謝～！

いつまでもずっと聴いていたいなぁ・・・。

ああ、また聴かせてくれ、その天使の歌声を・・・。

※　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。

　歯科衛生士の資格を持つ私は、

患者さんの歯を磨いて「サッパリし

たよ～」って感じてもらえたらいい

なぁと思ったのが、ボランティアの応募のきっかけでした。

その願いが叶い、半年ほど前から、おしま病院の協力医、光

銭歯科医院の光銭院長と歯科衛生士の指導のもとで、少しず

つ患者さんに関わらせてもらえる様になり、今は介護病棟の

患者さんを対象に口腔ケアに携わっています。

　口から食事を摂っていない患者さんには歯磨きする必要が

ないのでは？と思われがちですが、口腔ケアには、次のよう

なとても重要な意味があります。

１．誤嚥性肺炎の予防（口腔ケア不足が原因とも）

２．口腔リハビリによる脳の発達（刺激）

３．口臭が少なくなり口腔が清潔に保たれる

４．表情が豊かになり発語が増える。

　口から食事を摂っていな

い患者さんには、ほとんど

口を開いてもらえなかった

り、噛まれたりすることも

ありましたが、お口が以前

よりもはるかに開いてくれ

るようになったり、言葉を

発しない方と思っていた

患者さんが、「お疲れ様

でした～また来ますね」と言うと、「ありがとう」と小さな

声で返してくれる様になったり、とてもうれしく思いました。

　また、入院した時は、口腔状態が悪く、ご自分で食事もし

ていない状態の患者さんが、口腔ケアを行い、歯肉の炎症な

どが改善すると、ご自分でほとんど食べる事ができるように

なったこともありました。

　口腔ケアによる変化は、昨日今日の短期間で現れるもので

はありませんが、私たちが日常生活では特に感じない普通の

ほんの小さな変化（唇と歯ぐきに挟まった食べかすを患者さ

んが自分の指で取り除こうとしたり、舌を使って取ったりす

る行為など）に気づくことができたりします。

　ボランティアとしてチームに加わり、患者さんの「気持ち

いい！」という笑顔と、「ありがとう」の小さな声に大きな

感動と元気をもらっています。これからも、いろいろな方に

関わっていくことができたらと思っています。

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
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≪　緩和ケアマジック　≫
居宅介護支援事業所
　ステラ 所長
介護支援専門員　石

いしかわ

川　静
しず

ご遺族から・・・ 久
く ぼ た

保田　奈
な お こ

緒子さまより

　私は在宅で生活されている方々の

ケアマネジャーをしておりますが、

おしま病院とは、利用者さんとの支援の中で連携させて頂

く機会が多くあります。その中で、緩和ケアの不思議な力

を日々感じて居り、私は、それを≪緩和ケアマジック≫と

呼んでいます。

　≪緩和ケアマジック≫というと、少し軽率に聞こえるか

もしれませんが、凄く痛みに苦しんでいた方が、すっと痛

みが取れたり、意識混濁状態であられた方が、最後の時ま

でご家族との対話を行う事が可能となったり、不安でどう

しようもないと話されていたご家族が安心されていく様子

を見たり等々、利用者さんとのかかわりの中でのそれらの

変化は、私からはマジックのように見えるのです。

　ホスピス病棟に入院された患者さまの一人に、当初、自

力での起き上がりや座位、歩行等が困難な状態で、ご家族

も急激な病状の変化に戸惑い、自宅での生活はもう無理だ

と感じていらっしゃった方が居りました。しかし、入院後、

症状コントロールが進むにつれ、困難であった起き上がり、

座位、歩行等が自力で可能な状態となられていき、ご家族

も様々なフォローのもと徐々に安心され、自宅退院に向け

て少しずつ光がさして行きました。私は、この段階からケ

アマネジャーとしての支援の依頼を受け、関りを持たせて

頂く事となりました。

　退院に向けての排泄・歩行・入浴の練習も順調に経過さ

れ、在宅サービスについての情報提供により、自宅での生

活イメージを持てるようになられていきます。主治医、担

当看護師、医療ソーシャルワーカーより、在宅支援者との

情報共有の為に「打ち合わせ」が持たれ、入院されてから

１ヶ月程経ったある日、ついに退院の日を迎えました。

　様々な苦難を越え、ご夫婦二人での貴重な時間を住み慣

れた自宅で過ごされる事となりました。ご本人は希望され

ていた趣味のある日常生活を過ごされ、奥様からは『主人

が「母さん、ありがとう」と言ってくれるようになった。

今は二人で背中を合わせてお茶を飲む時間が唯一の至福の

とき。こんなちょっとした時間を少しずつでも毎日持って

いければ ･･･』とのお話しも聞かれ、自宅に戻る事が可能

となった事でご本人だけではなく、ご家族にとっても大切

な時間を過ごす事が可能となられました。

　この方のように、ホスピスに入院されてからの緩和ケア

により、ＱＯＬが拡大されたという患者さまや、症状のコ

ントロールがつき自宅復帰され、最後までご自宅で過ごさ

れる方もいらっしゃいます。ホスピスは最後の場と捉えら

れがちですが、専門医による適切な症状のコントロールが

つけば、自宅への復帰も十分に考えられる状況にあります。

　≪緩和ケアマジック≫に日々感動を覚えつつ、私もチー

ムの一員として、利用者さん、及びそのご家族の支援に携

わっていける事を誇りに思いながら、これからも自宅で望

まれる生活を送る上での一助となっていけるよう尽力して

参りたいと思います。

　ちょうど昨年の今頃は、ホスピスで過ごしておりま

した。そこでは、コーヒーを飲みながらピアノ演奏を

聴いたり、伴奏に合わせて歌ったり絵手紙教室に孫と

参加したり・・・。

　病室ではお気に入りだったステンドグラ

スの光が溢れ、楽しいお喋り、なごやかな

笑い声が廊下にまで響いておりました。

　結婚記念日も病院のスタッフの方々に

祝っていただきました。

　病気の痛みや不安を感じず、時折外出も

しながら穏やかでキラキラした時間に満ち

充ちて、この時が長く続けばと願っておりました。

　しかし、段々と体力も落ち痩せていく様子が痛々し

く、母と私達にとって辛い時期になっていきました。

　それは「これからさよならするのですよ」と母から

の無言のメッセージのようで、私達に心の準備をさせ

てくれました。

　最期の一週間は、家族みんな病院に泊まり、母に寄

り添いながら過ごす事が出来ました。

そして 12 月 6 日小雪がちらつく中、

母は静かに眠ったまま旅立ちました。

それから 1 年が経とうとしています。。。

　時に思います。

　空高くある太陽は姿が見えませんが、

夕日は赤く姿を現します。夕日になっ

た母は輝いていた頃の思い出を私達に忘れないよう焼

きつかせてくれたように感じます。そして多くの方と

の出会いに恵まれ、幸せな生涯だったと思います。



企画室　藤
ふ じ た

田　佳
よしひさ

久

『 か が や く 笑 顔 に
励 ま さ れ て 』

　他院からの紹介により当院に入院される患者さんの中に

は、多くの不安を抱えて来られる方も少なくはありません。

その心身共に疲れ切ったような表情からは、転院元での闘

病生活の過酷さが想像されます。また、今後の治療を閉ざ

された中、主治医より “ 見放された ” 感を抱きながら、ど

んな病院かよく分からない当院へ転院することになった不

安もあるのだと思います。

　10 月の初め、一人の男性が転院されて来ました。割と

がっしりとした体格の方でしたが、虚ろな瞳は、心身共に

疲れ切ったものでした。スタッフは、そんな O
オー

さんの気

持ちを察して、ある日、気分転換にとボランティアによる

「絵手紙」へ誘いました。洒落た絵を描く O さんにボラン

ティアの大塚さんが語りかけ、心の鎖が少しずつ溶けて行

く様が、表情や色彩にも写し出されて行きました。

　絵手紙の時間をさほど痛みを感じないまま乗り切れた O

さん。「1 時間も座っていたのに、全然辛くなかった。自

信がついた。」「生まれ変わったみたいだ。」と言うその様

子をスタッフは「別人の様になった」と表現しています。

　O さんの表情は、本当に明るくなり、会話の中でも笑い

声が聞こえる様になったのです。そんなある日、O さん自

ら主催する「結婚記念日のお祝いと感謝の会」が行なわれ

ました。医師は勿論、病棟スタッフ、関わりを持った他部

署のスタッフまでも招待され、所狭しと並べられたおもて

なしを前に、ワインを注ぎ宴は始まったのです。

　冒頭、O さんは、「地獄から天国に来ました。」とあいさ

つをし、胸の内を話され、当院に来られたことを本当に嬉

しく感じているのが伝わって来ました。私の撮った写真に

は、そんな O さんの心が写っていました。

　娘さんは、入院されてから撮った写真をアルバムにして

います。タイトルに『お父さんの竜宮城』と書いていました。

ホスピスをそんな風に表現してくださる O さんの思いは、

スタッフに嬉しさと遣り甲斐を与えてくれたと思います。

そして、一人でも多くの患者さんに同じ思いを与えられる

様に頑張ろうと、スタッフに思わせたに違いありません。

　患者さんは、病に冒されながら身体の自由が利かなくな

るに連れ、「生きている意味を失う」言葉を発する事が多

くあります。しかし、私たちにとってもご家族にとっても、

何気ない会話の一言や心の動きがとても大きな感動や気付

きを与えてくださいます。心に残ったそれらは、決して無

駄になることなく、また出逢う患者さんやご家族へお役に

たつことが多いのです。O さんの言葉も私たちにとって忘

れられない言葉となり、ホスピスの意味をもう一度考える

きっかけになっています。

　当院では病棟名を「緩和ケア病棟」ではなく「ホスピス」

と呼んでいます。その意味は、単なる「痛みを取るだけの

緩和医療」の現場ではなく、こころの触れ合いを大切に、

その人らしさを尊重して、お互いに一人の人間として向き

合い、寄り添うこころ（＝ホスピスマインド）を実践する

場と言う思いを込めています。一般病院では、不可能な希

望であっても、その人の人生に於いて必要なことであれば、

お手伝いをさせて頂きたいと思っています。

　支援してくださる多くの方々、そして感謝してくださる

たくさんの患者さんやご家族のためにも、揺るぎ無い理念

を胸に、これからもホスピスマインドを大切にし、歩んで

行きたいと思います。

　この、かがやく笑顔に励まされながら。
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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　・　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

3rd アルバム『願い』
（Ⓟ Studio Tabby）

著書『歌う。尼さん』
㈱遊タイム出版

ご 案 内

退任あいさつ
前　ホスピス病棟師長
（緩和ケア認定看護師）　堺

さかい
　千

ち よ
代

『やなせなな』CD・書籍ご紹介 編集後記

　広報誌第 15 号をご覧頂きありがとうございます。

　今号には、当院と関わりのある院外の方々からの

寄稿文を掲載いたしました。あらためて多くの方々

に支えられて、当院があることを感じます。

　今年は、この様なつながりを基に、函館地域での

緩和ケアネットワーク作りに着手する予定でいます。

小さな輪が広がり、病む方々へ少しでもお役にたて

る様に、連携を取り合い、情報発信をしていきたい

と思っております。

編集部　企画室　藤 田 佳 久　

　この度、平成 22 年 11 月末を

以って 7 年間勤めた函館おしま

病院を退職いたしました。直接

お会いできず、紙面上でのご挨

拶になりましたことをお許しく

ださい。

　平成 15 年 12 月吹雪の中、新しいホスピス病棟を

立ち上げる為に、また憧れの北海道で生活できる喜

びに胸を膨らませ函館の地に降り立ちました。それ

からあっという間に 7 年の月日が過ぎてしまいまし

た。多くの人に支えられながら無事函館での勤務を

終えることができたことに感謝しております。

　現在は、大分ゆふみ病院（独立型ホスピス）で勤

務をはじめております。大分は 1 才～ 7 才まで住ん

でいた所ですが、今度も方言の習得からの始まりと

なりそうです。函館のときと同様、患者様やご家族、

スタッフに通訳をしていただきながら覚えていきた

いと思います。

　今後は、今までの経験と、また新しいことへのチャ

レンジを積み重ね、さらに成長していきたいと思っ

ております。

　最後になりますが、皆様には本当にお世話になり

ました。ありがとうございました。また何処かでお

逢い出来ることを願っております。


