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平成２９年分

院⻑先⽣への取材記事
紹介

寒さが厳しくなってき
ました

⾃治体病院学会（in千
葉）に参加しました。

台⾵の学会

エンド・オブ・ライ
フ・ケアの研修を受け
て

学会で発表してきまし
た

看護学⽣実習スター
ト︕

秋の便りに⾜を⽌めて

星取県の⽇南町で⼟星
をゲット‼

療養病棟スタッフで
BBQ

国保親善球技⼤会に参
加してきました

『地域で⽀えよう⼤切
な⼈2017』

ノルディック・ウォー
ク さかいみなと

第２回⽬の糖尿病教室
を開催しました

１年経って

看護師さん来てごしな
い。

救急と病院

トップ > ⽇南病院BLOG > 平成２９年分 > [印刷⽤ページ]

エンド・オブ・ライフ・ケアの研修を受けて
2017年10⽉12⽇

先⽉末に、⽇下看護師とともに「エンド・オブ・ライフ・ケアにおける看護」の研修を2⽇間にわたり受
けてきました。

「病や⽼いなどにより、⼈が⼈⽣を終える時期に必要とされるケア」という考えで、

その⼈の⼈⽣、⽣活に⽬を向け、QOLを最⼤限に保ち、その⼈にとってのよい死を迎えられるようにす
ることを⽬標とします。

⽇本では死を忌み嫌う傾向があり、病院には死や苦しみを連想させる4、9の病室がありませんが、誰に
でも訪れる「⽼い」や「死」に対す観念、死⽣観は、関わる私たちにとっては避けられない課題であ
り、⾃分⾃⾝が仕事に向き合う上で必要でもあります。

 2025年問題が⾔われ続け、多死社会を迎えますが、わが町⽇南町はすでに県内では⼈⼝⽐で最も多死
な町でもありますから、こういう研修を受ける機会は本当に⼤切だと感じました。

唐突ですが、これは「四国三郎」と呼ばれ、以前は暴れ川として知られていた「吉野川」です。

源流は⾼知・愛媛県境の瓶ヶ森で、「四国のいのち」である早明浦ダムはこの上流です。

年間降⽔量の多い地域なので、豊かな⽔量には圧倒されます。

脇の国道を通る時に、気になっていた「ラフティング」に、今年とうとう挑戦しました。

 

川には、浅くて流れが早いところを「瀬」といい、流れが速く⽩波の⽴っているところを「早瀬」とい
うこと。深い所を「淵」ということを、50年以上⽣きてきて初めて、ちゃんと知りました( ˘ω˘ )

この時は「⼤歩危」コースで約2時間のラフティングを楽しみましたが、途中の岩によじ登って川にダイ
ブしたり、淵ではボートから降りて浮かんでみたりと、インストラクターの⽅の指導で、⾮⽇常の体験
をすることが出来ました。

川を下っているとき、私は今までの出来事や出会った⼈のことなどを、川の流れとともに思い出し---頭
の中では、あの名曲が流れていました♪

＊沖縄にいた時、中年男性から聞いた体のあざ︓戦時中に⾚ちゃんだった男性を負ぶって逃げるとき
に、⺟親がきつく締めたおんぶひもで出来たということ・・若いお⺟さんが必死でわが⼦の命を守ろう
とされた⼼情を思うと、いたたまらなくなりいつも胸が熱くなります。
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⼭菜弁当

⽇南病院にようこそ

種まき

ありがとうございまし
た

⾼齢者に優しい 「か
じまやー」の精神

リハビリ⼈材育成に係
る研修会

雪の朝

認知症研修と互助会旅
⾏

「あったかい新年とあ
ったかい光に包まれま
した」

今⽇も⼀⽇おつかれさ
ま

診療案内
受付時間

7:30〜11:30
(⾃動再来受付機／窓⼝は8:15
〜)

診療時間

9:00〜12:00
電話

(代表)
0859-82-1235
(⼩児科直通)
0859-82-1239
(居宅事業所直通)
0859-82-1260

＊同じ官舎で暮らしていた⼥性︓元気だった幼い娘さんを突然の病気で失い、1年くらい経ったある⽇、
⽞関の外で、亡き⼦が使っていたブラシに絡まった髪の⽑を⼤事そうに⾒つめながら「何か捨てられな
くて。送られてくる通信教育のダイレクトメールも、最初は⾟かったけど、今は⽣きていた証のように
感じる」と話していたこと。

＊伯⺟が戦時中に、中部地⽅の病院に学徒動員されていたこと。

＊⼦供たちの同級⽣が、⽩⾎病や、川遊びの事故や、⾃死で若くして亡くなったこと。

＊私⾃⾝や⼦供が予期せぬ闘病したこと、その時に⽀えられた事、などなど・・今まで出会った⼈達と
の忘れられないエピソードも次々に頭を巡っていました。

川の流れは⽇々刻々と変化し、ボートは⾃分が思う⽅向にばかりは進んでくれません。

ぼんやり過ごせる淵あれば、そのうちに⽬を閉じないと怖いほどの早瀬もやってくる。

出来ることなら、順⾵満帆で何事も起こらず、平穏無事に過ごしたいものですが、想定外の出来事も珍
しくありません。

⽣まれてから、もう何⼗年も経っているのに、私は未だに上⼿く舵取りできず、激流に突っ込んでばか
りいるような気がするのですが、皆さんはどうでしょう (^.^)

こんな私より、もっと⻑く⽣きている⾼齢の患者さん達にも、様々な経験があり、語られていない出来
事が沢⼭あると思います。

そう思うと、今よりも苦労が多かった時代を過ごしてきた⾼齢の患者さんたちは、それだけで「凄
い︕」と思えてきます。

川の流れに⼈⽣を重ね合わせて思い、⾼齢の患者さん達が⼀番輝いていた時のことを聞きたくなった研
修＆ラフティング体験でした。

⼀般病棟   森 澤

 

「⼥も度胸」が必要なんです︕  『やばい』感じの激流!!! あ゛ーーーー
(^^;∧           

     時には
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〒689-5211 ⿃取県⽇野郡⽇南町⽣⼭511-7 
病院代表︓0859-82-1235 FAX︓0859-82-1341 
メール︓s4100@town.nichinan.tottori.jp
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