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ごあいさつ

医療法人敬仁会理事長
函館おしま病院　院長　福

ふくとくまさあき

徳 雅 章

　時の流れは本当に速く、歳を取るとともにどんどん加速

されているような感じがするのは私だけではないと思いま

す。多忙のまま日々を過ごしていると、立ち止まって過去

を振り返ることは許されず、ただただ歳を重ねてしまうよ

うな不安がありますが、職業柄やむを得ないのかもしれま

せん。

　さて、今年度の初め、当院では職員と一緒に病院理念を

再確認するとともに、「高齢者に敬意を払おう」というこ

とを確認し合いました。超高齢社会に突入し、4人に 1人

が 65 歳以上という我が国において、医療や介護の問題は

決して人ごとでは無く、いずれ自らに降りかかってくるこ

とですので、常日頃から高い意識を持って仕事をしていく

必要があります。

　医療や介護を提供する側の私たちは、つい上から目線に

なってしまったり、馴れ馴れしい言葉がけをしてしまいが

ちです。また認知症に罹患した方に対しては、まるで子供

をあやしたり、お世話をしたりするような態度になってし

まうこともあります。忙しいあまりに自然と笑顔が消え、

相手に威圧感を与えてしまうことも多いように思います。

私自身、これまで医療や介護の現場でそのような場面を目

の当たりにしてきました。

　私の亡き祖父はかつてデイサービスへの通所を勧められ

た際、気乗りしない様子で、なかなか行こうとしませんで

した。おそらく当時の施設のあり方を見て、自分も子供扱

いされるのでは無いか、と思い、そのことに耐えられない

と感じていたからだと思います。その後、意を決してある

施設のデイサービスを利用することとなりましたが、自分

のことを人として尊重し、また人生の先輩として接してく

れるスタッフの態度や温かい環境の中で、祖父はそこで過

ごすことに喜びを感じ、いつしか通うことが楽しみになっ

たようです。

　人は皆、同じように歳を重ね、高齢者と言われる世代と

なりますし、中には認知症の症状が強い状態になることも

考えられますが、それは誰しも避けられないことです。自

分が老いた時に周りからどのように接して欲しいか、どの

ように介護をしてもらいたいか、と考えると、望ましい医

療や介護のあり方はおのずと答えが出てきます。

　この国を支えて来られた方々が今現在は他人の手を借り

なければならなくなったとしても、私たちは常にその方の

歩んできた人生に、またその方自身に敬意を払う姿勢を忘

れてはならないと思います。当たり前であると分かってい

ながら、つい忘れがちなことをこれからも皆で実践してい

きたいと思っています。
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私を成長させてくれるもの

ホスピス病棟看護師　佐
さ さ き り え

々 木 理 恵

スタッフメッセージ

　函館おしま病院に入職して間もない頃、医療者として、

看護師として、当たり前なことができていなかった自分に

ハッとさせられた。患者さん中心にケアをすること、それ

を医師も看護師も他の職員も、病院の理念に沿って実践し

ている。あらかじめ身についているかのように、患者さん

やご家族に対しては勿論だが、他のスタッフに対しても、

人として尊重し、気配りを忘れない職員ばかりで、最初は

自分がそれに追いつくのに精いっぱいの毎日だった。

　スタッフ一人ひとりが考え、思いを語り合い、より良い

ケアにつなげようとするためのカンファレンス（話し合い）

も多い。スタッフ同士が一生懸命に考え発言しているのを

目の当たりにしているうちに、大勢の中で発言するのが苦

手な私も自然と声を上げられるようになってきた。患者さ

んや家族へのケアを通じて先輩スタッフからは多くのこと

を学ばせて頂いたが、ホスピスでの患者さんや家族との関

わりは、人生の縮図のようで、自分の人生をも深く考えさ

せられることがたくさんあった。

　父親の事が大好きでたまらない娘さんがいた。その父親

を看取った後、悲しみに共に涙したとき、死を悼み互いに

硬く手を握り、彼女が私を励ましてくれたことが忘れられ

ない。私がかけるべき声を逆にかけてもらった時、自分の

足りなさを感じた。しかし、彼女の言葉には、私が今まで

してきた関わりが、彼女の悲嘆を和らげることができてい

たのかも知れないと感じられるたくさんの感謝が詰まって

いた。“ 癒し癒される ” と言うことは、まさにこの事なん

だと振り返った。

　「患者へ寄り添う事」、「家族を理解すること」、「共に喜

び悲しむこと」、言葉にすればたったそれだけだが、なか

なか実践できていない病院が多いように思う。表現しきれ

ない多くの出会いと別れが、私を成長させてくれている。

このお礼の気持ちをまた次の人へのケアにつなげていけれ

ばと思っている。
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思い出
　いっぱい

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。

「元町遺愛幼稚園の子供たち」
介護病棟「七夕会」にて。狭くて小さな会場も、子供た
ちの目には、きっと大きな舞台に映ったことでしょう！

「的場中学校吹奏楽部」
地域交流のひとつとして、近隣の学校などとも関わりを持
たせて頂いています。子や孫の様な生徒さんの姿は、患者
さんの心に温もりを与えます。

「七夕」
浴衣などを着た子供たちが、町内の七夕飾
りのある家々を回り、七夕のうたを歌って
お菓子を貰う風物詩。今年もたくさん当院
を訪れてくれた。

慰問してくださる人々によって、こころのこ

もった綿帽子が一つまたひとつ患者さんの元

へ運ばれて行きます。
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介護病棟看護主任　大
お お し ま え り こ

嶋 絵 理 子

『大切な関わり』

「民謡を聴く」　（函館尺八愛好会様）

♪エンや～～ぁ　歳を重ねると、民謡が心地良い音色に
聞こえるのはなぜなんだろう？食べ物の変化と同じかも
知れませんね。（ホスピス病棟にて）

　病室を訪れると、「今日は何をするの？」と患者さんが

楽しげに聞いて来ます。毎週木曜日は、皆さんが楽しみ

にしている “レクの日 ” なのです。喫茶や季節に合わせた

イベント、月毎の誕生日会、風船バレーや踊りなど、内

容は多岐に亘ります。そして、人気なのは “ 紙芝居 ”。こ

の日も、「紙芝居ですよ」と声をかけると、「行くわ！」

と笑顔で答えが返ってきました。

　デイルーム

のテーブル周

囲には、すで

に患者さんが

集まり、みん

なワクワクし

ている感じが

伝わって来ま

す。拍子木の

音が鳴ると視線が集中しました。「始まり～始まり～」。

その先には、なつかしの物語に合わせて役者に成り切っ

たスタッフたちが、感情を込めて盛り上げようと必死で

す。その様子に大きな笑い声がひびきます。役者たちも

更に調子を上げ、悠長な語り口になっていきます。笑い

の世界に引き込まれた皆さんのニコニコした表情が、私

たちに元気を与えてくれます。紙芝居が終わると皆さん

の顔が始まる時よりほんのり赤みを帯びています。「あ～、

今日も楽しかった・・・」と。

　高齢者のレクリエーションは、離床させることで引き

籠りを防ぎ、身体の細胞の活性化にも有意義な事が知ら

れています。そして笑いは、ストレスや心の痛みを和ら

げてくれます。紙芝居の時の様な笑いの場は、患者さん

だけへの効果ではなく、私たちスタッフにも同じ作用を

与えてくれます。癒し癒される関係を大切にして私たち

は日々のケアに努めています。

　これからも楽しい時間を過ごして頂く事ができるよう

に、いつまでも笑顔と安らぎを感じてもらえるような関

わりをしていきたいと思っています。

※当院では、笑いの種をまくイベントボランティア（慰問）

をお待ちしています。お問い合わせは、事務長松田まで。

「介護病棟敬老会」（二爺の会様）

市内で活動するボランティア「二爺の会」の皆さんが、楽
しいひとときを与えてくれた。スタッフと共演する二爺
の会のメンバー（中央）。
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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

『ボランティア
“ ミ ン ト ”

に出会えた』

　ボランティア　安
あ ん ど う ゆ み こ

藤 由 美 子

　「わたしここに居てもいいのかい？

ここは天国の様だね．．．．」　

　

　平成 22年５月救急病院の ICU で進行性大腸癌、心筋梗

塞と診断されながら「手術も治療もいらない。早く家に帰

りたい」と本人の強い希望で帰宅。通院をおしま病院に引

き継いで頂き、２週間おきに通って 10か月目の３月半ば

のことでした。

　自宅が自営業のため、お店中心の住み辛い我が家でも病

院やショートステイなど２日もしない内に帰りたがる母で

したので、おしま病院入院の時も心配だったのですが、こ

こでは何とも言えない安堵感に包まれてあの言葉になった

のだと思います。

　母は、毎週２回のお風呂と金曜日のお茶会コンサートが

何よりの楽しみでした。もちろん私も欠かさず参加させて

頂き、ボランテイアの方に飲み物を頼み、それはもう心地

の良い時間でした。４か月半で退院する前日の金曜日も、

参加してかき氷を注文。「おいしい！生き返るー！」そん

な言葉で周りの皆さんの笑いを誘い、その翌日の明け方、

穏やかに父の元へ旅立ちました。私の人生でこんなにも

ゆったり母と過ごせたこの病院で、私達が味わった安堵感

や楽しみを少しでもおすそ分けしたくて、昨年の春、ボラ

ンティア「ミント」の募集に応募しました。

　皆さんに助けて貰いながら、色んな思い出の中もう１年

過ぎましたが、４月初めの的場中学校吹奏楽のイベントの

時、初めて会ったベッドの女性が辛そうで、傍で話しかけ

てもあまり返答もなく、それでも次回を約束して終わりま

した。その数日後、仕事をしていた私の店の前で、娘さん

が二人何か話したそうな風なのでドアを開け招き入れまし

た。驚いた事に、私の子供の頃から馴染みの Tさんの娘さ

んで、お母さんがおしま病院に居て、もう時間が無く何が

して上げられるか考えた末、私に顔そりを頼む事を思いつ

いて来たのでした。お母さんが元気な頃、私のお店から帰

るといつも「ああさっぱりした！いい気持ち」と言ってい

たのを思い出したそうで、私もすぐに支度をして二人の娘

さんと病院に向かいました。病室へ入ると、その方は、あ

の日の辛そうな奥さんだったことを知りました。

　会わせてくれた事に感謝しながら、髪をカットし、お顔

を剃ってマッサージ。でもやっぱり辛そうで、２日後の金

曜日に会う約束をして帰りました。金曜日にお茶会の支度

後、急いで病室に行ったら、今朝退院されたと。

　あれがお別れだった。でもありがとう。母の時の様に、

命の尊さ切なさを思い知りました。

　夕方、お宅にお参りに行って更に驚きましたのは、あの

苦痛に歪んでいたお顔が、まるで娘さんの様に可愛い表情

になっていた事です。ご家族は顔そりしてもらったからだ

と言ってくれましたが、そんなのではなく、でも何か気持

ちが伝わった様な嬉しい涙が久しぶりに溢れました。

　たくさんの出会いを癒しを頂きながら、私なりに私らし

くこれからも頑張って生きたいと思って居ます。どうぞ宜

しくお願いします。

きれいな声で歌を歌う安藤さん
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『追悼記念会に参加させて頂いて』

another story

介護付有料老人ホームあんじゅう七重浜

波
は な み

並 　 孝
たかし

　私の勤務する介護付有料老人ホームあんじゅう七重浜は

平成 20年から「エンドオブライフケア」に取り組んでお

ります。私たちはこのケアを通して、“ 死 ” は日常の延長

線上にあり、決して特別なものではないということ学びま

した。だからこそ、人生の最晩年期を共に過ごさせて頂く

中で、出来る限りのケアを最大限提供させて頂くことこそ

が、私たちの使命であると信じ、日々支援をさせて頂いて

おります。

　「私たちに出来ることは何か？」を追求していくことが、

このケアを成熟させていくのだと感じているのですが、私

たちは「ご遺族に対するケア」（グリーフケア）はその筆

頭だと思っています。この思いを抱いて、福徳院長に函館

おしま病院の取り組みについて是非ともご教授頂きたい旨

を相談したところ、追悼記念会への参加を快諾して頂きま

した。

　追悼記念会はスタッフ皆様の温かいお出迎えに始まり、

参加者はまるで我が家に帰ってきたような懐かしさと安心

感に満ちた表情でした。ご遺族の中にはスタッフを「最愛

の人を一緒に見送ったいわば同士のような存在」に感じて

おられる方がいたかもしれません。私の目にはそんな風に

映りました。このケアは構築された信頼関係がなければ成

り立たないということを肌で感じた瞬間でした。福徳院長

は「いまだ癒されぬ皆様の心を私たち職員が知るとともに、

少しでもお役に立つことはできないだろうかという気持ち

からスタートさせました。」と挨拶され、まさにこの思い

がこのケアの原点であることを知りました。

また、この会とは別に「遺族の茶話会」を定例で開催され

ていることを知り、「継続する」ことの大切さとこのケア

に対する思いの深さを感じました。

　第１部は「思い出のスライドショー」、「思い出のメッセー

ジ」と題して沢山の思い出を振り返る時間でした。そこに

は沢山の笑顔と愛がありました。一人ひとりの人生があり、

かけがえのない家族がいました。何も知らない私でもそこ

には「最高の幸せ」があったと確信できました。

　第 2部はお互いの悲しみを分かち合い、立ち直るきっか

けとなるように「故人を偲ぶ茶話会」が行われました。コー

ヒーやお菓子を食べながら、とてもリラックスした雰囲気

で、時に笑い声も聞こえていました。当時を思い出し、今

だから振り返れることもあったのだと思います。最後は参

加者、スタッフ全員による「花は咲く」の合唱。会場全体

が一つになっていました。

　このたび追悼記念会に参加させて頂き、やはりグリーフ

ケアが人生の最晩年期に関わる者として、絶対に大切にし

なければならないケアであることを確信したとともにかけ

がえのない財産となりました。今後、私たちなりのグリー

フケアを実践し、さらに深めていきたいと思っております。
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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

放射4-1 号線

ご 案 内

編 集 後 記

広報誌第 19号をご覧頂きありがとうございます。

　当院は 10月末に 5年に一度の病院機能評価更新の為の

受審をします。今回で 2回目の更新受審ですが、この時期

を迎えると、あっという間に 5年の月日が過ぎている事に

気付かされます。

　受審準備では、行なってきた実績の自己評価と課題の絞

り出し、古い体制や対応の見直しなど、各分野の大掃除が

始まり、病院全体の煤払いをしている様な感じがします。

そのため、受審は毎回大変ですが、日々の努力を第三者に

評価して頂き、新たな気持ちで次の 5年に進む大切な

ポイントだと思って取り組んでいます。

　今年、ＪＲ北海道は、多くの事故が発生し様々な問題が

表面化しました。安全を守ることの大切さや大変さが伝

わって来ます。人々の生活を支え、安全を守り、ＳＬの様

に力強く活き活きとした会社になるよう奮起することを

願って表紙にしました。そして私たちも、いのちの大切さ

と安全安心を再確認して、地域に根差した病院運営に取り

組んで行きたいと思います。　　　　企画室　藤田佳久

スタッフ紹介

　皆様はじめまして。平成生まれ新人管理栄養士の今知里

と申します。青森県つがる市出身で道北の大学を卒業しま

した。

　函館おしま病院に着任し、2ヶ月程経過しましたがまだ

まだ不慣れなところも多々あります。しかし、「美味しくて、

飽きない食事」「食べる事で笑顔になれる食事」「患者様の

ご意見を反映した食事」を提供できるよう、若さを武器に

日々精進して参ります。

　未熟者ですが、どうぞ宜しくお願いいたします。

医師　安

あ ん ど う ま き こ

藤 牧 子 管理栄養士　今

こ ん 　 ち さ と

知 里

　今年 4月からおしま病院でまたお世話になることになり

ました安藤牧子です。

　お一人お一人の患者様、ご家族との出会いに心より感謝

し、ご一緒に過ごさせていただく時間を大切に積み重ねて

いきたいと思っております。

　関わらせていただく方々の、小さな幸せや安らぎのお役

に立てる様に、診療に努めたいと思います。どうぞよろし

くお願いいたします。
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