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東奔西走 ⑭ ～真の緩和ケア（ホスピスケア）を求めて～ 

認定 NPO 法人コミュニティケアリンク東京 理事長 

                        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」という言葉は、かなり一般化さ

れてきたように思いますが、皆さまが「緩和ケ

ア」という言葉を耳にされた時に、脳裏に浮か

ぶことはどのようなことでしょうか。例えば、

「がんの痛みを緩和する事」であったり、「終

末期がん患者さんの診療をする事」かもしれ

ません。 

でも、それだけでは「緩和ケア」とは言えな

いのです。何故なら「緩和ケア」とは WHO(世

界保健機関)の定義に基づいた言葉であり、そ

の定義に基づいたケアがなされて、はじめて

「緩和ケア」と言えるからです。 

WHO は「緩和ケアとは、生命を脅かす病に

関連する問題に直面している患者とその家族

の QOL（生活の質）を、痛みやその他の身体的・

心理社会的・スピリチュアルな問題を早期に

見出し、的確に評価を行い対応することで、苦

痛を予防し和らげることを通して向上させる

アプローチである」と定義しています。 

これに基づけば「がんの痛みを緩和する事」

も「終末期がん患者さん（生命を脅かす病）を

診療する事」も「緩和ケア」の大切な要素です

が、それだけでは「緩和ケア」とは言えないこ

とがお分かりいただけるのではないでしょう

か。「緩和ケア」は医療の概念だけではなく、

「生命を脅かされる病」に直面している患者

さんおよびご家族を支援する、あるべき社会

理念なのです。 

 最近、そのことが十分に理解されないまま

に、安易に「緩和ケア」という言葉が使われ、

名ばかり、あるいはまがい物的「緩和ケア」が

横行しているように思われてなりません。結

果的に、本来的な緩和ケアを求めている患者

さんやご家族が不利益を被っている可能性も

ありますので、要注意です。 

 ケアタウン小平チームは、「WHO の定義に

基づいた真の緩和ケア」を在宅で療養されて

いる皆様にお届けすべく活動してまいりまし

た。これからも、地域の皆様と協力しあいなが

ら、「真の緩和ケア」を求めて活動を続けたい

と願っています。ご支援のほどよろしくお願

いいたします。 

なお、ケアタウン小平チームの中核である

「NPO 法人コミュニティケアリンク東京」は

昨年 7 月、東京都より、公益性の高い「認定

NPO 法人」に承認されました。皆様からのご

寄付は確定申告時に寄付金控除※が適用され

ますので、ご寄付によるご支援もお願いでき

れば幸いです。重ねてよろしくお願いいたし

ます。 
 

 
 

 

 

ケアタウン小平 

だより ～第 1４号～ 
 

相河    山崎   石巻 

気合と笑顔でホスピスケアを届けます！ 

※賛助会員費を含む 3,000 円以上の寄付が対象 
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訪問看護日誌 ⑭                    ケアタウン小平訪問看護ステーション 

～わかりにくい！？ 訪問看護師が果たす役割について～       看護師  青木 裕美
ひ ろ み

 
 

この文章が掲載される頃には、私は他の訪

問看護ステーションからケアタウンに来て 

3 年目になります。 

訪問看護という仕事について日頃思ってい

る事を、皆さんにお伝えしたいと思います。 

訪問看護とは利用者様のお宅に出向いてい

く、いわば「出張看護師」のような面があり、

看護師の職種の中では少し特殊かもしれませ

ん。白衣ではなくポロシャツとスラックスの

私達を「看護師」と認識して頂くのは時には難

しい事もあります。「あなたは誰？ 何をして

くれる人なの？」と質問される事があり、その

度にニッコリ笑って「〇〇さんの体調を診に

来ます。その他にも身体をきれいにしたり、リ

ハビリを一緒にしたり、お薬をが飲めている

かをみたりします」とお答えするのですが「体

調は先生に診てもらっているし、体はヘルパ

ーさんに拭いてもらうし、リハビリはリハさ

んが来てくれるし、薬は薬局の人が来てやっ

てくれてますよ」と言われ正直「……」となる

事もあります。点滴や特殊な処置があれば別

ですが、なかなか一般的にはわかりにくいよ

うです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

訪問看護師は、例えるならファミリーレス

トランのように「中華や和食・洋食もあります

よ」と言う感じで、決め手には欠けるかもしれ

ませんが、全てを提供する事ができる存在だ

と思います。ここで食べてみたら美味しかっ

たからもっと食べようかなとか、これはこん

な味なのねとか、思っていただける窓口のよ

うな存在ではないかと考えています。そして

医療的な視点を持つ専門家として利用者さん

の生活全般を支える存在ではないかと。 

守備範囲が広いからといって、決して浅い

わけではありません。 

当ステーションはホスピスケアを主とした

看護を提供しており、終末期の癌の方が多い

ステーションです。ケアタウンへ来てまず、今

まで自分が「看取り」だと思っておこなってい

た看護は、技術的にも精神的にも全く浅いも

のであった事を感じました。 

ここでは、チームでのカンファレンスや 

情報交換を通して、利用者への理解を共有し、

アロマテラピーを用いたマッサージを行うな

どの薬以外でも症状緩和に努め、できるだけ

利用者・家族の気持ちに寄り添うケアを提供

していくことを目指しています。看取りの後

にご遺族にお手紙を出すときには、「あなたの

事を大切に思っていますよ」という想いで書

きます。遺族会や偲ぶ会を通してご遺族との

交流を深めるなど、私にとって全てが学びで

したし、今でもその学びは続いています。 

今後も、少しでも皆さんのお役に立てるよ

うに研鑽を積んで行きたいと思っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

後   岩本 小西 林 

中  奥村 近藤 木野 中川 

前  蛭田 青木 

ねほり・はほり・ふかぼり ★★ 看護師の「目」って、どんな目？ ★★ 

上のような苦労が訪問看護師さんにはあるんだね。普通は、かかりつけ医よりも利用者に接する機会

が多いから、利用者や家族にとって、身近な医療者として本当に役立つ存在なんだけどね。 

例えば、「利用者の体を拭く」場合も、看護師は医療的な「目」で観察するんだ。皮フや体の状態、   

薬の効果を見たり、過去との比較などから改善が必要なら医師との連携を図るよ。生活上のアドバ       

イスもするよ。医療と介護の間に立ち統合する仕事人、「訪問看護師」をお忘れなく！ 
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試行錯誤 ⑥                   ケアタウン小平ケアマネジメントセンター 

～ One for all,  All for one ～           管理者・ケアマネージャー 清水 利
とし

朗
ろう

 

 

こんにちは。ケアマネジメントセンターの清

水です。「ケアタウンだより」の寄稿は連続 6

回となります。同センターはケアタウン小平

の中で最も後発の事業所としてスタートし、

おかげさまで 6 年目(令和元年 11 月より 7 年

目になります)に辿り着きました。 

私がケアタウン小平ケアマネジメントセン

ターに入職し日の浅い平成 25 年 11 月からの

数か月間、利用者さんが次々と亡くなってい

くことにひどく驚き動揺したことを思い出し

ます。（平成 30 年 1 月～12 月 契約数 33 件、

内ターミナルは 22件）他事業所でケアマネジ

ャーをしていた時もターミナルケアに関わる

ことはありましたが、月に何人もの利用者さ

んが次々と亡くなっていく体験はそれまであ

りませんでした。「これがターミナルケアの最

前線なんだ」、「大変な事業所に来てしまった」

などと感じました。「ケアタウン小平は地域に

根差したケアをチームで丁寧におこなってい

るすごいところ」と聞いていましたが、「誘わ

れたので入職しました」というような軽い気

持ちでケアタウン小平へやって来たので、そ

んな私から見たケアタウン小平チームメンバ

ーたち（医師、看護師、療法士、介護職員、事

務職員、ボランティア）は、ケアタウン小平で

チームケアをしたいと集まった志高い人たち

でした。チームは関わる相手の立場に立ち・気

持ちを汲み取りきめ細かい配慮で手を差し伸

べる集団でした(今もそうです)。 

私がチームに加わった当初困ったことのひ

とつが、隔週でおこなわれている「クリニック

カンファレンス」でした。参加メンバーは医師、

看護師、療法士とすべて医療職・・・ただ一人

の介護職の私には飛び交う「医療用語」は

「？？？」でカンファレンスの内容が理解で

きなかったことです。苦い思い出です(苦笑)。 

 

今年、日本でラグビーワールドカップがお

こなわれます。ラグビーで有名な言葉「One for 

all, All for one」（ひとりはみんなの為、み

んなはひとりの為）がありますがケアタウン

小平チームではこの言葉が実践されています。

私は何度もチームのみんなに助けられました。

これからは助けられてばかりでなく、少しで

もみんなのために役に立てるように頑張って

いき、地域のみなさまの手助けになれればと

思っています。 

どうぞ、みなさま ケアタウン小平を応援

してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

水野谷   田中   野村     清水 

【しつもん・ぎもん・ケアタウン】 

Ｑ．蛭田所長、学生の実習も年間数多く受入れて

いますが、最近の印象的な出来事はあります

か？ 

Ａ．ガンで療養するＡさんは、全身に浮腫があり、

毎回マッサージを心待ちにしていました。実習

中の看護学生と訪問したある日、彼は学生にこ

う伝えて下さいました。 

「マッサージはやってもらった後に体が軽く

なる。薬よりマッサージがいいね。“手当”っ

ていうだろう、まさにそれだよ。」 

いつも私が大切にしたいと思っている看護の

原点、私にとっても嬉しい言葉でした。 

デイサービスでも多くの実習生が、様々な体験を

しています。次頁では錦織所長に訊きます。 
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ケアタウンデイサービスに来る前、10 年間

訪問介護を、そして 4 年間リハビリ専門のデ

イサービスで働いていました。 

訪問介護では限られた時間の中で家事援助

や身体介護を行いますが、制度改正の度に時

間が削られ、利用者さんと共に行う家事が減

り、ヘルパー主体の援助になっていきました。

在宅で援助を受け最期まで家に居られる事は

幸せな様に思われますが、皆さん色々な事を

我慢し、諦めて暮らされていることに気づい

たのです。例えば、お箸で食事がしたいけどこ

ぼすと迷惑をかけるからスプーンで我慢する。

オムツをやめてトイレに行きたいが家族に迷

惑がかかるから我慢する。その他にも数えき

れない我慢を知りながらも時間で帰らなけれ

ばいけないのが現実で、でもそれは仕方のな

い事と私自身も諦めていました。 

そんな時リハビリ専門のデイケアで働くこ

とになり、西日本にあるリハビリ施設に研修

に行きました。当時リハビリの知識は皆無で

リハビリと言えばマッサージや電気をかける

という認識でしたその施設ではみな笑顔で生

き生きとマシンで筋力アップを、ロープやボ

ールを使い日常生活に必要な動作練習を何度

も何度も繰り返していました。驚いたのは高

齢者自ら準備しトレーニングを行い、麻痺な

どで準備ができない人を手伝っていたのです。

もちろんスタッフも傍にいましたが、決して

手を出しすぎず見守り、時に励ましていまし

た。「最大限の自力、最小限のお手伝い」だと

教わりました。そこで見た光景はあまりに衝

撃的で私の介護への意識を大きく変えました。 

「あなたの夢はなんですか？」 

デイケアではリハビリの前にこう問いかけ

ます。すると堰を切ったように沢山の夢が出

てくる方もいれば、どうせ夢なんてと諦めて

いる方と様々で、後者の方には日常生活で困

っていることを伺いそれを夢と位置づけまし

た。中でも一番多かった夢は「歩きたい」でし

た。「歩きたい……」の先に例えば認知症で笑

わなくなった妻の為に大好きなケーキを買い

に行きたい。よく通っていた喫茶店にもう一

度行きたい。道路の向こう側の歯医者に行く

ために青信号のうちに横断歩道を渡れるよう

になりたい。イケメンのいる接骨院に通いた

いなど十人十色でした。何のために歩きたい

のか具体的であればある程「ケーキ屋さんに

行くために持久力をつける」等イメージがし

やすくなりました。 

一つ夢が叶うと自信につながり又新たな夢

が出てきます。加齢によって出来ないことが

増え自信をなくしていた人が、夢に向かって

チャレンジし、失った自信を取り戻す。私はこ

のことこそが一番大切な心のリハビリなのだ

と学びました。 

ケアタウン小平では経験豊富な常勤スタッ

フを中心に、様々な特技を活かした楽しい 

レクリエーションが日々盛り沢山です。その

中で私は、リハビリ（体操）を通して一人でも

多くの方が夢を叶え、自信を取り戻し笑顔の

多い日々を過ごして頂けるように一緒に頑張

っていきたいと思っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一笑懸命⑭ ～大切にしている、「自信を取り戻す」という心のリハビリ～ 

                 ケアタウン小平デイサービスセンター   介護福祉士 伊藤 ふゆみ 

 

Ｑ．錦織所長、看護実習生にはどのような点を大切に

指導していますか？ 

錦織：「ご利用者と向かい合う姿勢と表情の重要性」

を伝えます。基本的なことですが“あいさつ”を

きちんとするということです。 

  “あいさつ” ケアにおけるその重要性とは！？ 次頁へ！ 

伊 藤 相馬、林(貴)、松本、林(美) 

沼尻、篠塚、錦織 「きつい…」 
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ケアタウン小平のことは聞いたことがあり、

興味があったので、ボランティア講座に申し

込みました。講座当日 初めて訪れたケアタ

ウン小平は、緑に包まれた森の中の建物で、職

員さんの自然な笑顔に迎えられました。雰囲

気の良さに魅了され、講座を受ける前から、こ

こでボランティアをすると決めていました。 

 父亡き後、実家で一人暮らしをしている 

母のことを考えて、いっぷく荘を活動の場に

しました。木曜日にしたのは、ヨガにも興味が

あったからという単純な理由です。 

 活動初日、楽しみより不安が先立つ私に、大

家さんは「入居者の皆さんが助けてくれます

よ」とのこと。食堂にいても、何をどうお手伝

いすればよいのかわからず、立っているだけ

の私に、いっぷく荘の皆様は、笑顔で話しかけ

てくださり、仕事内容まで教えてくださいま

した。新人ボランティアの教育は慣れている

感じで、これが大家さんの言っていたことと

わかりました。私からもお声をかけたい一心

で、お名前を覚え、積極的に関りを持つように

努力しました。 

木曜日は月 2 回 午前のヨガがあります。

お部屋にお声掛けに行き、一緒にヨガをして

いるうちに、自然と溶け込んでいきました。ヨ

ガのない日は、お部屋に伺い、おしゃべりをす

ることもあります。家具や調度品 写真や絵 

書物 趣味の作品などからその方の歩んでこ

られた人生を感じながら、色々なお話をしま

す。お一人、おひとりが人生の大切な時間をこ

こで過ごしていらっしゃると思うと、同じ時

間を共有している幸せを実感します。 

 

 日々の活動で私が一番重要と思っているの

は「傾聴」です。相手が何を望んでいるかを知

るためには、こちらもアンテナを立てて、感情

を受け取らなくてはいけません。言葉の裏に

ある本当の気持ちを汲み取るのは、とても難

しいことです。心が見える目が欲しいと 

思います。困っていることを伺うと、つい解 

決策を考えがちですが、聴くことに集中して、

寄り添うよう努めています。 

 ボランティアを始めて、６年目に入りまし

た。楽しくて、あっという間に過ぎた気がしま

す。思い返すと本当にたくさんの方々との出

会いと、別れがありました。『一期一会』この

言葉がすべてを表します。同じ志を持った、た

くさんの友人もできました。 

ケアタウン小平のボランティアは私の生活

の大切な一部分です。寄り添っているつもり

の私も、きっと誰かに寄り添ってもらってい

るのでしょう。 

ボランティアをしていると、ありがとうと

声をかけていただくことが度々あります。そ

んな時、私はいつも、「どういたしまして。お

互いさまですから」と思っています。 

～寄り添っているつもりの私も、きっと誰かに寄り添われている～ 

                           ボランティア 藤川 かをり 

 

声を掛け合い、お互いを活かしあうチームです 

しつもん・ぎもん・ケアタウンの続き 

あいさつはコミュニケーションの始まり 

錦織：ご利用者は、あいさつの表情からいろいろ

なことを感じ取ります。「私はあなたのお手

伝いをする準備があります」というサインに

もなります。どんな時でも優しく柔らかな表

情であいさつをすることを心がけ、ご利用者

が話しやすい存在でいることの大切さを、実

習生に伝えています。 

以上、二人の所長にききました。いつかケアタウン小平で

一緒に活動する人が出てきたらいいですね！ 
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株式会社みゆき亭に入社して早いもので 

3年が過ぎました。 

私は冬に病気で休んだことがあったのです

が、その時は調理師・パートの皆さんが一丸と

なって頑張ってくれました。 

私がここまでやってこられたのは、良い職

場環境、頼もしい調理師、心強く協力的な  

パートの皆さんがいたからだと思っています。 

私の主な仕事は献立作成、食材の発注や  

月 1度の食事の聞き取り、料理の盛り付け、食

堂タヴェルナでの食事の提供です。 

私が以前勤めていた所は配膳車を使って食

事提供していたところが多く、タヴェルナの

様なカフェテリア方式スタイルは新鮮さを感

じます。何といっても入居者様の顔も見える

ので、コミュニケーションを取ることも出来、

喫食状況もわかるのでいいと思います。 

献立作成をするにあたり、以前の献立を見

ると年間の行事食が無いことに気付きました。 

行事食を提供することにより、季節を感じて

もらえたらと思ってとり入れました。ひなま

つりの日はちらし寿司にすると、「子供が小さ

いころ、私もよく作ったわ」という声が聞かれ

ました。デイサービスでも「ここでの行事食は

初めてだわ」と喜んでいただきました。入居者

様や利用者様、スタッフの方々からのそうい

った言葉はとてもいい励みとなります。 

宅配食の献立も作成していますが、主食・主

菜・温菜 2品・冷菜 2 品・漬物や煮豆・昆布の

佃煮といった品数豊富なお弁当となっており

ます。宅配を取っていただいているお客様か

らは「おかずや野菜が多くていいわね」と喜び

の声をいただいております。 

私が気を付けていることは、いつぷく荘・デ

イサービス・宅配の 1か月の献立を見て、同じ

料理が重ならないよう、社長・店長に献立チェ

ックをしてもらっています。また、行事食にあ

たる日はお弁当も行事に沿った内容で作成し

ています。お弁当の蓋を開けるのが楽しくな

るような献立を作成していけたらと思ってい

ます。 

月に 1 度ですが、食事の聞き取りを入居者

様のお部屋を訪問し行っております。食べた

い物や料理、献立に関する意見を伺っていま

す。時には世間話もしたりします。 

私は、入居者様とのコミュニケーションが

大切だと思っていますので、見かけたら気軽

に声でもかけてください。 

私は、みゆき亭で働いていて、別れも経験し

ました。よく話をしていた方達なので、心に残

っています。時には仕事に対して注意やアド

バイスを受けました。今でもふと思い出し、

「そうゆう事もあったよね」と話す事もあり

ます。まだまだこれから頑張っていこうと 

思っております。今後ともみゆき亭をよろし

くお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～“食べる”が、“楽しい”献立を入居者と一緒に作ります～ 株式会社 みゆき亭 

栄養士 大村 商子 

 

宅配食については、 ☎ 042-320-4116 

みゆき亭までお問合せください。 

 
主菜 黒むつの香味焼き 

みんなからは、しょう子ちゃんと呼ばれてます 

このカウンター内で仕上げ、盛り付けを行います！！ 
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ケアタウン小平の竣工から 13 年半が経過し

ました。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、「綺麗な建物

ですね」「築 13 年とは思えません」と言ってい

ただくことが多くあります。皆様の日頃の手入

れや清掃が建物を綺麗にさせていているもの

と感謝しております。 

今回は、ケアタウン小平いつぷく荘の設備の

紹介を 2つ、エピソードとともにお伝えします。 

 

1 つ目は、展望風呂です。ケアタウン小平い

つぷく荘の居室の浴室にはシャワーは付いて

おりますが浴槽はありません。建物 3 階に展望

風呂が 2 つあり、そちらをご利用いただいてお

ります。段差を極力無くし、脱衣スペース・洗

い場スペースを広く取り、介助浴もしやすい作

りとなっています。また、浴室からは小金井カ

ントリーの緑や敷地内の桜などを見ることが

出来、ゆっくりとくつろげる空間です。 

以前、入居されていた男性から「最期に大好

きな風呂に入りたいから手伝ってほしい」と言

われ介助をしたことがあります。身体を洗いな

がらその方の人生やケアタウンでどんなこと

を考えながら生活をされていたのかを聞きま

した。背中を流し終えたら涙を流し「ありがと

う」と言われました。その男性はその 3 日後に

お亡くなりになりましたが、その方の大きな背

中と最後の言葉は今でも忘れられません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 つ目は、食堂（タヴェルナ）です。建物   

2 階にある食堂は、いつぷく荘にお住まいの方

の食事をする場所のみならず、コーラスやヨガ、

絵画教室、麻雀などボランティアの皆さんを含

めた交流の場となっております。 

窓から見えるゴルフ場やケアタウンの中庭、

ボランティアの方々が揃えてくださる植物、冬

場はペレットストーブに灯る優しい火が落ち

着いた気持ちにさせてくれます。 

この食堂には、「遠出の出来なくなった祖母

にウェディングドレスを見せたいので結婚披

露宴をさせてほしい」という問い合わせを受け

たことがあります。「親戚だけで簡単な食事を

するだけで良いので」と頼まれ、快く快諾をし

ました。 

親戚だけ水入らずで過ごされた時間は、その

家族にとって幸せな時間であったと確信して

おります。病気と闘いながらその日を待ってい

た入居者の表情、祖母へ披露した後の孫娘の嬉

しそうな表情はとても印象的でした。 

その他にも、100 歳のバースデーパーティー

を行ったゲストルームや、たくさんの方から頂

いた本が集まる図書コーナーなど、ケアタウン

小平いつぷく荘内にはエピソードの詰まった

場所がたくさんあります。 

これからも皆さんが、ゆっくりと一服（いっ

ぷく）でき、小さな幸せ（一福・いっぷく）を

見つけられる場所でありたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

みゆき往還⑬                    株式会社 暁記念交流基金 

～ 一つひとつの場所に思い出が詰まっています ～    代表取締役社長 長谷
は せ

 公人
ま さ と

 

～編集後記～  

★娘 7才 2年生。重くなり抱っこを控える普段の私。でもプールでは軽くなるので久々に抱っこ。今夏の思い出です（編集 N） 

★96歳の母がこの春からケアタウン小平のデイサービスに御厄介に。ある日指の爪がピンクに色に輝いて帰ってきました。

「帰りのバスを待っている時間にしてくれたの」と嬉しそうでした。（校正 O） 

 

Ｑ．いつぷく荘の居室の広さはどのくらい？  

Ａ．一人住まい仕様の居室 20 室は、約 28 ㎡です

(壁や設備配管に必要なスペースなども含ま

れていて、壁の内側だけの広さでは、約 23㎡

です)。二人住まい仕様の居室が 1 室あり、  

約 46㎡（壁内側 39㎡）です。 

詳細はホームページをご覧ください。 

「ケアタウン小平いつぷく荘」で検索 



 

Ｑ＆Ａ 「訪問診療はどんな人が受けられるの？」 
ケアタウン小平クリニックにおける、おおまかな基準を下記にまとめましたのでご覧下さい。 

◆◆ 訪問診療の対象となる方 ◆◆ 

ケアタウン小平から片道 4km 前後にお住まいで、 

・がん末期の患者さんで、可能であれば最期までご自宅で過ごしたいと希望されて

いる方 

・慢性疾患の患者さん（要介護 2 以上で、寝たきりや通院困難な状態にある）    

で、可能であれば最期までご自宅で過ごしたいと希望されている方 

最終的には、医師との相談外来の結果でお手伝いできるかどうかが決定します。 

迷われる場合は、一度、クリニックまでご連絡下さい。相談外来は要予約です。 

 

1）ケアタウン小平クリニックにお電話下さい（TEL：042-321-7575） 

     受付：木曜・日祭日を除く 平日 9 時～18 時、土曜日 9 時～13 時 
・相談員が、病状、家族の状況※、訪問先の住所などを伺います ※相談者が友人知人の場合も含む 

・お聞きした情報を、医師が検討し、その結果を連絡します 

・病院で相談されている場合は、地域医療連携室などを通していただく方がスムーズです 

2）相談日までに、診療情報提供書と検査画像データをご準備下さい 
・担当医、もしくは病院の地域医療連携室にご依頼下さい 

・診療情報提供書がない場合は、相談を行うことができませんのでご了解下さい 

3）相談日当日は、以下のものを持ってクリニックにお越し下さい  
・患者さんの保険証など 

・現在使用中の薬が確認できるもの（お薬手帳など） 

・相談料金 ¥7,500 円（税込）※本紙発行日時点での税込価格 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

発行 認定 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 ☎042-321-5985 

認定 NPO 法人への、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 

適用されます。 
（認定有効期間：H30.7.27～H35.7.26） 

 

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ﾞを確認ください。 

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、皆様か

らのご寄付をお願いしております。ご寄付をいただいた方

には「ケアタウン小平だより」等、各種活動のお知らせを

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 

【相談外来は、私たちとご家族などが相互理解を深める大切なステップ】 

可能な限りクリニックの医師複数人で承ります。患者さんやご家族の状況を確認し 

ながら、不安や疑問に感じていることなどをお聴きします。また、医師からも在宅で 

出来ること、出来ないことを説明させていただきます。 

療養方針についての合意ができたら初診日（最初の訪問日）を決定し、初診時から 

24時間・365日体制でのお手伝いが始まります。クリニックの混み具合などにより、 

すぐにご相談ができない場合もあります。ご予約は、余裕をもってお願い致します。 
 


