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発行 2017.8.24 

東奔西走 ⑫                             NPO 法人コミュニティケアリンク東京 理事長 

～制度は後からついてくる～         ケアタウン小平クリニック 院長   山崎
やまざき

 章郎
ふ み お

 

 

緩和ケア（ホスピスケア）を在宅に届けようと

して、ケアタウン小平チームが 2005 年 10 月、

その活動を開始した時、チームの一員であるケ

アタウン小平クリニックは２４時間対応を掲げ

て訪問診療を開始しました。在宅で最期まで過

ごしたいと願う患者さんの思いに応えるために

は、それが必要だと考えたからです。 

 半年後の 2006 年 4 月、24 時間対応する診療

所は「在宅療養支援診療所」として制度化されま

した。 

 その後、24 時間対応の診療所が継続的に地域

社会に貢献していくためには、夜間や休日の負

担を分担できる体制が必要であると考え、開業 4

年後の 2009 年から、クリニックは私も含め３人

の常勤医体制にいたしました。 

 すると、2012 年、常勤医が３人以上（1 人開

業医が 3 人でグループ化することでも可）いて、

いくつかの基準をクリアできれば、その診療所

は「機能強化型在宅療養支援診療所」として、従

来の「在宅療養支援診療所」よりも、高く評価さ

れる制度が出来上がったのです。当然、我々のク

リニックは「機能強化型在宅療養支援診療所」と

して活動するようになりました。その後も、我々

は、変わることなく小平市を中心に在宅緩和ケ

アに取り組み続けてきました。 

ところで、従来の医療制度では、在宅医療に取

り組む医療機関が、緩和ケアの専門性を持って

いるのかどうか、全く不明でした。 

私は、短期間に病状が悪化し、死に直面するが

んの疾患特性を踏まえて、適切な緩和ケアには

専門性が必要であると考え、同じ思いを持つ仲

間たちと、その必要性を、様々な場面を通して訴

えてきました。 

それが実を結び、2016 年 4 月より、年間の在

宅看取り数が 20 名以上等のいくつかの要件を

満たした「機能強化型在宅療養支援診療所」は

「在宅緩和ケア充実診療所」という制度の下で

活動できるようになりました。専門性を明示で

きるようになったのです。 

もちろんケアタウン小平クリニックは、全て

の基準を満たしているので、現在は「在宅緩和ケ

ア充実診療所」を標榜し、24 時間の在宅緩和ケ

アに取り組んでいるところです。 

 結果論かもしれませんが、以上のように、ケア

タウン小平クリニックにとって、制度は全て後

からついてきたことになります。 

世の中の課題を解決していく制度は、現場の

実践から産まれるのだ、ということを実感する

ばかりです。 
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後列  石巻、山崎、相河 

前列   佐々、柴垣 
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訪問看護日誌 ⑫                    ケアタウン小平訪問看護ステーション 

～訪問看護師になって知った、家族の力、温かさ～       看護師  小西 章代
ゆ き よ

 
 

ケアタウン小平のチームで働くようになっ

て 4 年目になりました。病棟勤務をしている

ときには、「家に帰りたいけれど帰れない」「帰

るタイミングを失くし病室で亡くなる」患者

さんが多くいました。本人の思うように自宅

で過ごすことができないか、そのためにはど

のような準備をしなくてはいけないのかと考

えることもありましたが、その頃の私は病棟

の業務を行うことで精一杯で、具体的に考え

ることができませんでした。そんな中、次第に、

自宅で最期を迎える方たちのお手伝いをした

いという思いが強くなって、訪問看護師にな

りました。 

実際に訪問看護師としてご自宅に伺うよう

になり、利用者が「最期の時間を自宅で過ごせ

た」ことを経験していくと、本人の希望通りの

最期を迎えられたことをとても嬉しく思いま

した。当初は本人の希望を叶えようと、本人に

注目してケアを行っていたように思います。

しかし、私が 3 年間訪問している中で、共通

して感じるようになったことがあります。そ

れは、はじめは自宅での介護に不安げな ご

家族ですが、次第に介護力が増していくとい

うことです。私たちがお会いする方たちの中

には、残念ながらこれ以上治療することが難

しく、残された時間が限られていると言われ

た状況で訪問が始まる方が多くいます。退院

後間もないときは、病院であればナースコー

ルを押せばすぐに対応してくれるけれど、自

宅では「何かあったらどうしよう」と不安が一

杯で、本人もご家族もとても緊張されている

のが伝わってきます。しかしご家族は訪問を

重ねるごとに、状態の変化、特に痛みの様子、

排泄状況などを記録して、細かな変化を私た

ちに伝えて下さるようになります。 そして、

苦痛に対しての対応や、おむつ交換などもし

っかり行っていくようになられています。そ

の様子はとても頼もしく、ご家族の一生懸命

な想いに私たちの心も熱くなります。ご家族

は「看護師さんたちが来てくれているから安

心です」と仰ってくださいますが、私たちが訪

問するのは日々の生活の中のわずかな時間で

あり、それ以外はご家族の介護があってこそ、

療養生活が継続できるので、そのことをその

ままお伝えしています。（もちろんおひとりで

過ごされている方も、色々なサービスを利用

しながらご自宅で過ごすことができます！） 

日々の介護に終わりがくるとき、それは本

人とのお別れのときですが、ご家族は「自分た

ちが自宅で看取ることができて本当に良かっ

た。こんなふうに表現するのは違うのかもし

れないけれど、すがすがしい気持ちで、やりき

った感じがあります」「あんなに穏やかに逝け

るのですね」「本人の思った通りの最期を迎え

ることができました」「最期は自分と二人でこ

の自宅で旅立っていけるようにと願っていま

した」とお話して下さる方もいらっしゃいま

した。大切な人との別れは悲しくさみしいの

ですが、そのような気持ちで見送ることがで

きたご家族と、そのときを共有させて頂ける

ことを、大切にしたいと思っています。家族の

思いがこんなにまで強くて温かいことに気が

付くことができたのは、訪問看護師として、ご

自宅に訪問させていただけたからこそだと感

じています。 

今後私は、本人と家族が自宅でかけがえの

ない時間を過ごすことができるように、一つ

一つのケアやコミュニケーションを今以上に

大切にしていきたいと思っています。 

 

 

 

 

 

 

Q．訪問看護師は、今後さらに活躍が期待   

されます。将来なりたいと思っている人

に経験上のアドバイスがあれば一言 

小西 

本人・家族にじっくりと関わりたい、在宅

での看護を行ってみたいと考えている方

は、「今」がその時ですよ‼ 
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試行錯誤 ④                     ケアタウン小平ケアマネジメントセンター 

～ケアチームに咲く むらさきはなな ～                          管理者  清水 利
とし

朗
ろう

 

 

こんにちは。ケアタウン小平ケアマネジメ

ントセンター 管理者の 清水です。(・・・

と言っても職員は私 ひとりだけです(笑)) 

ケアタウン小平だよりの寄稿も 4 回目とな

りました。ケアマネジメントセンターは平成

25 年 11 月に開設ました。今年で 5 年目を迎

えます。関わって下さっている皆様のお陰と、

感謝申し上げます。 

さて今日は東京が『梅雨入り』した翌日です。

皆様がこの記事を読まれるのはいつの季節の

ことでしょうか。日本には春夏秋冬の季節が

ありそれぞれ趣があり、楽しめますね。私はこ

のところ春が気に入っています。満開の桜の

花を眺めるのが楽しみです。今年は 開花宣

言から寒さが戻り、散ってしまうまでの期間

が例年より長く、その分いっぱい楽しめ満喫

できました。 

ところで桜の木の根元に紫色の花が咲いて

いるのに気づかれたことはありますか。  

『むらさきはなな』と呼ばれる一年草です。桜

の木の根元の景観をととのえ、立ち入れない

ようにし、根元の土が踏み固められることを

防いでいます。枯れてからは桜の木の養分に

なります……都下の桜の名所の桜守さんの話

です。『むらさきはなな』はただ咲いている草

花ではなく、桜の木の成り立ちを地道に縁の

下から着実に支えていると知り、感心しまし

た。 

開設から平成 29 年 5 月までに約 200 名の

方々とケアマネジメントの契約を交わしまし

た。終末期の方々をお手伝いすることが多く、

150人が終末期の方々でした。これは他の居宅

介護事業所(ケアマネジメント)と異なるとこ

ろです。 

他の居宅介護事業所より短い期間に多くの

一期一会に関わっています。本人も家族も初

めて直面することに、不安や戸惑いや緊張を

感じています。そんな本人や家族をクリニッ

ク、訪問看護、デイサービス、その他の介護サ

ービス事業所などと連携し、チームケアで自

宅で不安なく穏やかに過ごしていけるよう手

助けしています。 

居宅介護の仕事の一つは自宅で安心して自

分らしく過ごしていけるようチーム間の連携

を図り、情報を共有し必要な介護サービス（福

祉用具、訪問入浴、訪問介護その他）などを適

切に調整・手配することです。ケアマネジメン

トセンターはケアチームという木の『むらさ

きはなな』のような存在になりたいと思って

います。 

これからもどうぞよろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

田中      野村    水野谷 
（理学療法士）   （作業療法士） 

野村に加え、2名入職 リハビリを通じて地域を支えます。 

 

このリハビリ棒、 

利用者家族の 

手作りです。 

後列  奥村、中川、岩本、青木、木野、林 

前列   清水、  蛭田、  小西、  近藤 

Ns 9 名が地域

を駆けます！ 

※新スタッフ 
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私がデイサービスセンターを利用される皆

さんのお手伝いをさせていただくようになっ

てから、早いもので 2年が経過しました。介護

職未経験者であった私は、当初右も左もわか

らず、皆さんの顔と名前を覚えることが精一

杯だったと記憶しています。その一杯一杯の

中で、日々お会いする皆さんとの会話、コミュ

ニケーションがとても大切だということを実

感しました。 

ある時、Ａさんのお手伝いをさせていただ

いていたところ、Ａさんが「これは、やさしい

事ですね。うーん、でもそれはやさしいという

ことは大変難しいということでもあるし、と

ても素晴らしいことでもありますね」と哲学

的な、とても奥の深いことをおっしゃったこ

とがありました。私は、この「やさしい」が「易

しい」か「優しい」なのか判断がつきませんで

した。少し考えてから両方を指しているのだ

ろうと思いました。Ａさんは芸術と哲学の世

界で人生の大半を過ごされてきた方なので、

その人となりを表された言葉のように思えま

した。ともすれば日々過ごされている時間の

中に埋もれてしまいそうな会話ですが、その

中にＡさん本来の、姿や気持ちが隠れている

のではないかと思った出来事でした。 

 またＢさんは、利用当初不安な気持ちを抱

えていらして、とても緊張されていました。以

前犬を飼われていたとおっしゃっていたので、

少しでも気持ちを和らげることができないも

のかと「犬」をきっかけにお声掛けさせていた

だきました。そのお話の中から溢れ出るＢさ

んの優しいお人柄。話は尽きることなくご家

族のこと、ご自身のこと、本当にいろいろなこ

とをお話ししてくださいました。そして最後

に優しいほほえみを投げかけてくださいまし

た。その表情は少しだけ緊張から解放された

ように見受けられました。 

私は、皆さんとの会話の中に言葉の中に、そ

の方の人生観の一端を拝見することがありま

す。それは、私にとって宝物のように大切な時

間となりました。皆さんとのこの時間、ひとつ

ひとつを大切にしていきたいと思います。そ

してこちらでお過ごしいただく時間がゆっく

りと、穏やかに笑顔でお過ごしいただけるよ

うお手伝いさせていただきたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一笑懸命⑫                   ケアタウン小平デイサービスセンター 

～大切な時間 コミュニケーション～          介護士  篠塚 繭美 

 

 

Q．ご自身が、利用者とのコミュニケーションで大

切にしていることはありますか？ 

篠塚 

待つことです。問いかけに対して気持ちや  

考えをまとめる時間は人それぞれですから、 

急かすことはしません。会話だけでなく、  

動作に対しても一呼吸待つなど相手を観なが

ら行動することを大切にしています。 

後列 高橋（新スタッフ） 林   錦織  沼尻 

前列    村尾     篠塚    松本 
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私は、小学 6 年生と 2 年生の子供がいる主

婦ボランティアです。ケアタウン小平のボラ

ンティアでは若手のようです。（笑） 

下の子が 5 歳になり子供の手が少し離れた

際に、ボランティア募集の記事をみて、門をた

たきました。そろそろ社会との関わりを持ち

たいと望んだからでした。仕事をするという

選択もあったかもしれませんが、もうしばら

く育児中心でいたい、と思っていた私にとっ

て、週に一度の活動はぴったりでした。子供の

行事がある時はお休みをもらい、夏休みには

子連れで来ることもありました。無理なく続

けさせていただいたおかけで、あっという間

に 4 年目になりました。 

子供たちの同級生のお母さん達に「ボラン

ティアをしている」と言うと、「えらいね」「仕

事じゃないの」と驚かれますが、私にとっては

週に一度の習い事に通っている感じです。む

しろただで勉強させていただけるありがたい

時間になっています。お昼の配膳準備で食べ

る方のことを考えた気配りを、「今日は何の

日？」のクイズで歴史を、スタッフのお仕事ぶ

りから介護やユーモアたっぷりの時間を、実

習生からは若さと志に刺激をもらい、通って

来られる皆様からは、人生の先輩として「生き

ていくこと、老いること」の気づきをいただい

ています。 

また、ボランティアの魅力は、ケアタウンに

来なければ、出会えなかった方々との出会い

だと思います。一緒に活動するボランティア

仲間の皆さんは、私の親世代の方もいます。活

動中の何気ない会話から、自分の親の想いに

気づけたり、親には相談できないことにアド

バイスをもらったりしています。 

 時には、子供たちの用事や家事で忙しさが

重なり、その上雨だったりすると、気が重い日

もありますが、帰りはいつも「今日も伺ってよ

かった」と心が元気になっています。 

それはお入れしたお茶に、もったいないくら

い丁寧に「ありがとう」と言って頂いたり、ご

利用者さんとスタッフの方々のほっこり温か

くなるような会話や、時に笑いが止まらない

ほどの時間をいただいたりするからです。そ

してなにより、それぞれの方に過去があり、元

気な時があり、今があることを感じられる時

間が、子育て中のなんとなく過ごしがちな

日々のエッセンスになっている気がします。 

私の世代では、ボランティアは、特別なこ

と、余裕のある人がやることと思われている

ように感じますが、私のこの小さな活動を語

ることで、わが子やまわりの人達のボラン 

ティアに対する垣根が低くなれば、よいなぁ

と願っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～ボランティアは、子育て世代にとって魅力が盛りだくさんです～ 

                            ボランティア 矢野 由美 

 

矢野さんは、気働きもきいて頼もしいです。

私たちが少し疲れたなと感じた 11 時頃に、

ニコッと笑って来てくださる。 

若い力がいただけて私たち世代にとっても

ありがたい存在です。 

 

多忙な子育て。活動が難しいかもと考えた矢野さん。 

そんな時、同じ経験をしてきた先輩ボランティアに相談

したら、「みんな都合があるんだから、そんな時は休み

が続いてもいいじゃない。お互い様、がんばって！」と

応援の言葉。活動を続けるのも仲間同士支えあいです。 
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毎週金曜日、いつぷく荘で絵画サークルと

昼食の配膳などのお手伝いをしています。 

5 年前に下の娘が中学生になって自分の時

間がもてるようになりました。何か始めたい

と考えていた時に、たまたま公民館で見つけ

たのがボランティア講座のチラシでした。 

以前に山崎先生のホスピスのご本を読んでい

ましたので、ケアタウンに興味がありました。

そして、私がどなたかのお役に立てるなら嬉

しいですし、私の将来のためにも介護につい

て知っておきたいという思いもあり、早速申

し込みをしました。講座ではスタッフの方々

の明るく穏やかな笑顔と、緑豊かでゆったり

としたケアタウンの佇まいにすっかり魅了さ

れました。大勢の方が登録し、様々な活動をし

ていることにも驚きました。ここで長く活動

して、私の生活のひとつになったらいいと思

い、初日を待ちました。 

 しかし、私は介護経験ゼロ、初ボランティア

です。しかもいっぷく荘に入居の方々は人生

経験豊富な３まわり以上年上の方々。みなさ

んそれぞれ毅然としていらっしゃいます。近

づくタイミングがわからず、ただ後ろに立っ

ているだけの初日でした。お話したくても言

葉が出ません。先輩ボランティアのようにス

ムーズに動く事も出来ず、しばらくはぎこち

なく過ごしていました。それでも絵画サーク

ルやフェスタに向けての手仕事をご一緒する

うちに、少しずつ親しくさせて頂けるように

なりました。 

私は金曜ボランティアのお仲間の中でも一番

の若手。少々開き直りの気持ちもあり、私らし

く明るく丁寧に寄り添っていこうと思うよう

になりました。スタッフの方々がおひとりお

ひとりをとても細やかに大切にしていること

も勉強になりました。 

 昼食後やお部屋にお邪魔していろいろな 

お話を伺います。黒豆や昆布巻きの煮方など

お料理を教わりました。ふるさとのこと、  

戦争中の暮らしのこと、二二六事件の時の様

子をお話してくださった方もおられました。

どれも貴重なお話で、お一人おひとりの来し

方、生き方、考え方にふれて尊敬の思いを強く

します。それぞれの年齢の重ね方は私のお手

本です。 

 金曜ボランティアは個性的で、園芸のプロ

のような方やヨガの先生など、活動中の楽し

いおしゃべりの中にも得るものが多くありま

す。どなたかの手助けになればと始めたボラ

ンティアで、逆に私がいろいろなものを頂い

ています。活動を始めて５年、新しい世界が広

がりました。これからも、とても気持ちのいい

ここで人との関りを楽しむ時間を大切にして

いきたいと思っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～地域でみつけた新しい世界～ 

                            ボランティア 日野 紀子 

 

 

「ボランティア＝社会の風」 

週一回、時間固定、曜日固定の中で 100 名近く

の地域の方々が、ケアタウン小平が目指すホス

ピスケアの理念に賛同し参画されます。さわや

かな笑顔にのせ、日常会話や地域の空気や出来

事を届けてくれる様は、まさに「風」です。 

食後のひとときを和やかに 

入居者の発案から始

まったグループ活

動。 

他の曜日でもおしゃ

べりに手仕事、ヨガ

などの活動が、入居

者 同士をつないで

います。 

 

この日の画題は、  

紫玉ねぎでした。 
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この原稿を書いている 6 月初旬は、梅雨の

初めと春の終わりが交差するような、湿った

冷たい風が吹く日と、カラッとした空気の中

を強い日差しが照り付ける日が交互にやって

くる日々が続いております。ケアタウン小平

の樹木も花の季節を終え、若葉も緑を増し、夏

の猛暑の前に養分を蓄えているような瑞々し

さを感じます。 

今回のケアタウンだよりでは、ケアタウン

小平の説明やケアタウン小平いつぷく荘の案

内をした時に、多くの人が口にする言葉を2つ

紹介します。 

1 つ目は、「緑が豊かですね」という言葉で

す。 

ケアタウン小平には、設立前から立ってい

る欅の木・桜の木は基より、敷地に沿って設置

されている回廊に、多くの木々が植えられて

います。2 階にある食堂タヴェルナには、ケア

タウン小平に植えられている植物集がありま

すが、これに掲載されている植物だけでも 132

種類あります。 

2 階・3 階から中庭を眺めますと、隣接する

小金井カントリークラブの木々も見ることが

出来ることから、四季の移ろいを感じること

が出来ます。また、木々の間には、ボランテア

さんが制作してくれた鳥の巣箱やトナカイの

モニュメントなどの何気ない装飾による仕掛

けが、見る人の心を癒してくれています。 

2 つ目は、「建物がキレイですね」という言

葉です。 

施工していただいた大成建設様のお力もも

ちろんありますが、日頃から多くの方に丁寧

にご使用いただき、綺麗な状態を保っていた 

 

だいている証拠であります。 

多くの見学者が「築 10 年を過ぎた建物には

見えない」と言ってくれます。自宅として  

大切に使っていただいているいつぷく荘の入

居者の皆さま、仕事に真摯に向き合うスタッ

フの姿勢、ケアタウン小平に愛着を持ちなが

ら活動をしてくれているボランティアの皆さ

まの心があって、ケアタウン小平の建物を輝

かせているのだと確信します。これらはケア

タウン小平の欠けることのできない資産です。 

これからもケアタウン小平いつぷく荘の入

居者の皆さまが快適に生活が出来るように、

スタッフが気持ちよく働けるように、そして

ボランティア・近隣コミュニティの皆さまが

気持ちよく足を運んでいただけるように努め

て参りますので、どうぞよろしくお願いいた

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

みゆき往還⑫                      株式会社 暁記念交流基金 

～ケアタウン小平がキラリ輝く理由～              代表取締役 長谷
は せ

 公人
ま さ と

 

～編集後記～ 

★娘 5才 8ヶ月。「おつかい行ってもいいよ。ねぇ、いこうかぁ？」と自信ありげ。

初めてのためもちろん尾行。○○マヨネーズと連呼して道を歩き、お店へ行き、無

事購入。親の心配をよそに帰宅したその顔は充実感一杯でした。（企画・編集 N） 

★山崎先生の原稿にあるように、制度が後からついてきたわけで、「ケアタウン小

平」の取り組みが、どの国も経験したこともない超高齢社会の先端をいっているこ

とが分かります。（校正 O） 

★ケアタウンで過ごしていると季節の移り変わりを深く感じます。ビル街と自宅を

往復していた頃は、日本に四季がある感覚も希薄だった気がします。（編集 S） 

 

建物内には、さまざまな手芸品や絵が飾られていま

す。多くはいつぷく荘で過ごされた方の作品です。 

ふとした時に懐かしい人の存在を感じます。 

長谷公人  長谷郁子 

金曜・絵画グループ 

発 行 

NPO 法人 

コミュニティケアリンク東京 

東京都小平市御幸町 131-5 

ケアタウン小平 

☎042-321-5985 
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訪問後のカンファレンス          情報は細かに共有           もちろん全体でも 

                
ケアを縁の下から支えるケママネージャー                            雨中の看護師、地域を駆ける 

     
木漏れ陽の下 デイサービス         真剣！ デイサービス      夕食は、地域にも配達しています！ 

       
遺族会ケアの木  ケアがつなぐ地域の縁           絵本の部屋 地域の親子に         笑顔をおやつにミキシング 

                         借し出ししています 

コミュニティケアリンク東京の活動にご協力ください 

当 NPO 法人ではよりよい活動を展開していくために、皆様

からのご寄付をお願いしております。ご寄付いただいた方

には、ケアタウン小平だより等を通じて、  ケアタウン小平

の活動をご連絡させていただきます。 

①郵便局からの払込の場合… 

  口座記号番号 ００１００－１－２７９４８９  

加盟者名   （特）コミュニティケアリンク東京  
※払込取扱票の通信欄に「寄付金として」とご明記 

ください。 

②銀行からのお振込の場合… 

ゆうちょ銀行  店名 〇一九店 （ゼロイチキュウ店） 

口座  当座 ・ ０２７９４８９ 

名義  特定非営利活動法人コミュニティケアリンク東京 

仮認定 NPO 有資格期間中、3,000 円以上の寄付・  

賛助会員費は、確定申告にて寄付金控除が適用いた

だけます。（認定有効期間：H27.7.29～H30.7.28） 

 

所得税のほか、住民税を含めると寄附金の 

最大 50％の税額控除が受けられます。 

 

☆所得税の税額控除方式なら 

（寄附金額-2,000 円）×40％＝税額控除額 

☆個人住民税 

（寄附金額-2,000 円）×10％に相当する額 

 

※対象寄附金額、控除額には上限があります。 

詳細は事務局又は国税庁ﾎｰﾑﾍﾟｰｼにて確認ください。 

写真でみる 

ケアタウン小平 


