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本原稿は、9 月 8 日、入院中のベッド上で書

いています。 8 月下旬、急性虫垂炎に伴う腹膜

炎で緊急入院したからです。入院前日の日中ま

では、食事も、仕事もいつも通りでした。 

手術も検討されましたが、まずは抗生物質で

保存的に治療し、改善がなければ手術をという

方針になりました。幸い、抗生物質が効果を発揮

し、近々手術なしで退院できそうです。 

しかしながら、突然の入院は、ケアタウン小平

チームに多大な迷惑をかけてしまいました。と

りわけ、3 人体制で 24 時間対応しているクリニ

ックは、いきなり 2 人体制になりましたので、

当番や訪問診療の調整など現場はてんてこ舞い

だったと思います。2 人の医師には感謝するば

かりです。 

在宅緩和ケアを希望される患者さんの相談外

来も一時的に中止していますので、患者さん・ご

家族の皆様にも、クリニックへ紹介してくださ

った医療・介護関係の皆様にも申し訳なさでい

っぱいです。 

また、少なからぬ患者さんの訪問看護をお願

いしているケアタウン小平訪問看護ステーショ

ンに紹介する患者さんも減少していますので、

訪問看護ステーションの運営にも影響を及ぼし

ています。 

ところで、先の見えぬコロナの影響で社会全

体が疲弊している今、ケアタウン小平チームも

例外ではありません。 

現場ではいつもと変わらず最善を尽くしてい

ますが、チームの中核として、訪問看護、デイサ

ービス、ケアマネジメントに取り組む「認定

NPO 法人コミュニティケアケアリンク東京」の

業績も、開設以来最大の赤字に直面しておりま

す。 

8 月 13 日の運営会議を通じて、地域の皆様か

らの、ご寄付やボランティア活動などのご支援

で、何とかコロナ危機を乗り越えようと覚悟し

たばかりの、この大切な時期の私の急な発病は、

ケアタウン小平チームの危機をより深めてしま

うことになりました。まさに、断腸の思いです。 

退院後すぐにも現場復帰し、再活動を望んで

いましたが、医師からは退院後もしばらくの安

静を指示されております。 

また、炎症が沈静化した後の、待機手術も予定

され、通常の現場復帰は、もう少し先のことにな

りそうです。 

 

 

ケアタウン小平 

だより ～第 1６号～ 
発行 2021.10.13 

東奔西走 16 ～ 恐縮の至りではありますが…… ～ 

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

 
 

後列  柴垣、石巻、佐々 

前列  相河、山崎 



                                                

2 

以上のような状況を踏まえ、私自身がその原

因の大きな要因ではありますので、恐縮の至り

ではありますが、今までご支援いただきました

皆様、また新たにご支援くださる皆様、どうかお

力を貸してください。 

当 NPO 法人は認定 NPO 法人です。ご寄付い

ただきました金額は、一定の割合で、確定申告時

に所得控除や税額控除の対象になります。 

皆様のご支援を力に、ケアタウン小平チーム

は、これからも前を向いて歩いていきたいと思

います。皆様にも、是非ご一緒に歩んで頂ければ

と願っています。 

今後とも何卒ご支援のほど、よろしくお願い

いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

                                                

 

 

 

私は 2017 年 2 月からケアタウン小平で働き、

今年で 5 年目です。今回は、ご利用者などにお

渡しする名刺のロゴマーク下にある、「あなたら

しさを支えます」という言葉について触れたい

と思います。 

 

学生の頃に、看護とは何か、というレポートの

課題がありました。「看護」とは、という問いの

他に、人間とは、健康とは、という問いもありま

した。この場合、人間とは、看護の対象者という

ことになると思います。たくさんの歴史に残る

看護の先輩方が、色々な表現で、看護とは何かに

ついて論じています。私はいまだに、これが看護

である、と自信をもって論ずることはできませ

んが、ずうっと考え続けています。 

看護は、人

間を、健康に

近づける技術

だと思ってい

ます。「人間と

は」、を学びな

がら、人間を

構成する要素

がとてもたくさんあることを知りました。緩和

ケアでは、トータルペインとして説明されるこ

とも多いです。人間には、体があり、心があり、

家族があり、仕事があり、ふるさとがあり、好き

な人や物、生き方、大事にしている教え…と、と

ても数えきれない色々な要素で構成されている

と考えます。そして、健康とは、単に身体的な病

気を持っていないということではなく、数えき

れない構成要素がその人にとって何らかの問題

を持っている状況について、対応できるという

ことだと考えます。多くの人は対応できる力、治

癒力を持っていて、自立してその力を使うこと

ができ、健康を維持できます。人間が、治癒力を

発揮しながら健康に過ごすことは、その人らし

い、といえると思います。 

つまり、「その人らしくあれる」よう治癒力の

発揮をお手伝いするのが、看護の仕事だと今の

私は思っています。 

 

病院で働いていた時、看護の対象になる人た

ちを深く知ろうとして、入院の時にアナムネ用

紙※をできる限り埋めてその方を理解しようと

努めてきました。でも、退院や外泊で帰宅される

患者さんが、病衣から私服へ着替え、たったそれ

だけで、一気に「その人らしく」なったように思

いました。私が病院で知り得るのは、この人のご

く一部なのではと思いました（私の想像力も乏

しいのですが）。 

訪問看護では、看護師がご自宅に伺い看護を

訪問看護日誌 16 ～ 今の私が考える「看護の仕事とは？」 ～ 

ケアタウン小平訪問看護ステーション  看護師 小島さやか 

 

今後の待機

手術に備え、

毎日、足腰を

鍛えていま

す！ 

【追伸】9月 21日より一旦復帰しています！ 
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行います。ご自宅では、その人を構成している事

柄が、より共有できやすく、表現もしやすいので

はないかと思います。なぜなら伺う場所にはそ

の方の思いで集められたものがあり、その空間

が今までの生活を映し出し、その人らしく生き

る方法が伺えると思うからです。 

人間というのはとても複雑で奥深く、自分自

身でも自分を理解するのは難しく、自分以外の

人ではなおさら理解をするのは難しいです。 

「その人らしさ」を支えることも、簡単ではない

と思います。それでも、訪問看護なら、私でも看

護の力を少しは発揮しやすいのではないか、 

そんなことを考えながら、働いています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

                                              

                                              

 

私とケアタウンのご縁は 5 年ほど前、ご主人

を亡くされた高齢の奥様にヘルパーとして付き

添い、遺族会の集まりに行った時のことです。そ

のあとこれまたご縁があり、デイサービスで働

き 3 年になります。 

これからも粉骨砕身？ 抱腹絶倒？ 誠心誠意

つとめて参ります！ 

 

さて、話は変わりますが、日本の平均寿命は男

性およそ 81 歳、女性は 87 歳なのはよく報道さ

れますが、いま「健康寿命（自立した生活ができ

る期間）」が注目されています。平均で男性 71

歳、女性 75 歳、つまりこの年齢の先は何らか、

例えば病気、介護状態になる可能性がある、とい

うことです。出来るだけ健康寿命をのばしてい

きたいものですが、健康長寿の三本柱をご存知

でしょうか？ 「栄養」「体力」そして「社会参加」

です。 

最初に「栄養」。いま高齢者にオススメは、「適

度に欧米化（肉類、脂質類を加えた高タンパク）

した多様性に富んだ日本食」だそうです。魚と味

噌汁、納豆ごはんでは、お腹は満たされても低栄

養の恐れも…？ 

次に、「体力＝貯筋（筋肉を貯める）」。ジムに

行かずとも毎日小さな貯筋、例えば歯ブラシの

時はつまさき立ちやかかとあげを。椅子に座る

時はドスンと座らず足のももの筋肉を使いゆっ

くりと。食事の前は舌をぐるぐるまわしたり…

そんな積み重ねが大切です。 

そして最後の「社会参加」。「人とのつながり」

ともいえます。高齢になり伴侶に先立たれたり、

病気や怪我で身体が思うようにならなくなって

くると社会から外れて孤立しがちになってしま

います。大きな団体に所属する必要はありませ

一笑懸命 16  ～ ご存知ですか？ 健康長寿の三本柱 ～                  

            ケアタウン小平デイサービスセンター  介護福祉士 相馬
そ う ま

 康子
や す こ

 

※アナムネ用紙 【アネムネ】：直訳だと病歴  

病歴の他に、家族構成や、し好品、日常生活の自立度についてなど、幅広い患者情報について記入するカルテの記録用紙 

宮本 

蛭田  

青木  

中川  

奥村  

野村  小島 

小西  水野谷  

近藤 

私たちのケアの共通基盤は、ホスピス緩和ケア 

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ご利用者とご家族などの、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、評価し、看護技術や多職種連携のチームで具体的に対

応すること。そのことを通じて、苦痛を予防し和らげ、ＱＯＬを向上させるアプローチです。 

私たちはこのことをケアの基盤とし、2005 年からこの地域で、がん末期の方※1に限らず、慢性疾患や神経難

病で療養される方※2に、訪問看護を届けています。                ※１約 1,000 名 ※2約 500 名 
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ん。ヘルパーさんとお買い物にいったり、ゴミ出

しを手伝ってくれる人にジュースを 1 本渡すこ

とも小さいながらも社会参加の一つです。 

そして、私の働くケアタウンのデイサービス。

ご利用は要介護以上の方になりますが、ここも

社会参加の場です。プランターで野菜を作る方、

そしてそれを料理してくれる方、手仕事上手で

スタッフのズボンの裾上げをしてくださる方、

飾り付けの折り紙を一生懸命おってくださる方、

脳トレクイズの解答に悩んでいる方にこっそり

教えてくれる方も…。みなさん自分なりのやり

方でコミュニケーションを取りながらつながっ

てくださいます。自分のためのみならず、一緒に

過ごす他のご利用者さまのため、集ったみんな

の大切な 1 日のために楽しく和気あいあい過ご

す、それがケアタウンのデイサービスの社会参

加といえるのかもしれません。 

 

社会を意識している人はストレスの軽減、健

康に対する意欲が高く、ホルモンや、自律神経、

免疫にも好影響を及ぼすという研究結果もでて

います。コロナ対策をした上で、社会、人とのつ

ながりをもち、毎日楽しく過ごしていただける

よう、お手伝いしていきたいと思っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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～R5.7.26 更新制） 

寄附金の最大 50％の税額控除が受けられます。  

（所得税のほか、住民税を含めた場合） 

☆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。 

 

ＮＰＯは、福祉や環境など多様な分野で地域課

題に取り組み、市民が参加しやすい組織体とし

て全国に 50,820 団体あります。その中で認定

法人は 1,209 団体です（2021.8 月末時点）。  

賛助会員や寄付者など支援者の数など、活動が

一定程度以上、社会から必要とされていること

を証明する基準（パブリック・サポートテス

ト）をクリアした団体だけがなれます。 

ねほり・はほり・ふかぼり 

巻頭で出てきた 認定ＮＰＯ法人ってなぁに？ 

林 貴 

相馬 
沼尻 

 

須藤 

 

篠塚 林 美 

錦織 

 

坂之上さん（ご利用者） 

 

今夏、坂之上さんのおか

げで、バラが蘇り、野菜

がたくさん獲れました。 

胡瓜 100 本以上、茄子 60 本、大玉トマト 40 個など収穫。新鮮野菜をみんなでいただきました。 

オクラとピーマンは、今も収穫中です。種を巻き、育て収穫して食する！素敵な体験をさせていただきました。 

コロナ禍でも楽しみを見つけることができ、感謝でいっぱいです！     所長 錦織 薫 

今は、ブロッコリーとさやいんげんを育てています 
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毎月 1 回、地域の子どもと大人が集まって、

楽しい遊びを繰り広げてきました。会の名前は

「集まれ!子ども広場」です。もう通算で 165回

を超えました。ケアタウン小平が地域に根付き、

子どもたちの居場所となるための活動です。 

ところがこのコロナ禍です。昨年の第一回緊

急事態宣言が発出された時には、活動開始以来

初めて中止にせざるを得ませんでした。子ども

たちは、当時、園も学校も閉鎖され、行き場があ

りませんでした。こんな時こそ、子育て支援の手

が必要だったのに、私たちは何もできませんで

した。何とか子どもたちに遊ぶ楽しさを取り戻

してもらいたい、そしてケアタウン小平を忘れ

ないでいてほしいと思いましたが、ようやく子

どもたちと再会できたのは 6月末でした。 

その後、感染拡大によって対面活動が難しく

なった時期もあり、オンラインでの遊びの会も 

2回開きました。いつも活動を牽引してくれてい

る NPO 法人アフタフ・バーバンの佐藤律子さん

が、楽しいコンテンツを用意してくださって、画

面越しにゲームやクイズを楽しみました。オン

ライン上で子どもたちとつながることができる

という体験は、新しい発見ではありました。しか

し、やっぱりオンラインはオンラインです。直接

集まって、互いの想いをくみ取りながら遊びを

作り上げる面白さとはほど遠いものでした。 

そこで中川事務局長と話し合い、園や学校は

緊急事態宣言下でも通常に教育活動を展開する

ようになっていることもあり、2021年 4月以降

は対面の活動を続けることにしました。感染症

予防対策は万全です。何より子どもたちがコロ

ナ対策に鋭敏です。何をして遊ぶかを自分たち

で決めるのですが、距離をとりながらも心はぐ

んと近づけるような遊びを真剣に考えてくれま

す。例えば、今はコロナで旅行に行かれないか

ら、みんなで旅行に行ったつもりになろう!とか、

あまり声をださなくても済むようにパントマイ

ムをしよう!とか。 

子どもたちは「集まれ!子ども広場」をとても

楽しみにしていて、弾むような足取りでやって

きます。それは楽しく遊ぶためですが、遊びを通

して保障される「想像し、仲間と協力し、新しい

世界を創造する」という体験は、彼らが大人にな

って、今よりもっと難しい状況が迫った時のた

めに、仲間と困難を乗り越える力を蓄えている

といっても過言ではありません。そして、それこ

そがコミュニティケアリンク東京が行う子育て

支援の独自性なのだと、改めて認識しています。 

 

 

 

 

 

「やっぱり、集まらないと」～コロナ禍下だからこその子育て支援活動～ 

子育て支援事業 担当理事  河邉
か わ べ

 貴子
た か こ

 

ソーシャルディスタンスをとりながら 

月への宇宙旅行！ 

カラフル雨玉、

果たして、ぜん

ぶ受けとること

はできるか!? 
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新型コロナウイルスの感染は、ワクチンの接

種も進んでいますが、変異株の猛威もあり、一刻

も早い収束を願うばかりです。この一年半の間、

いつぷく荘の方々も「三密をさける」「手洗い」

「マスクをつける」など、新しい生活習慣を身に

着け過ごされました。関係者の方々の細心の心

配りと行動によっても感染から守られています。

皆様のご協力に心より感謝申し上げます。 

 

 いつぷく荘は、どなたにも安心・安全な住まい

を提供できるように設計されました。例えば、廊

下は車椅子がすれ違うことのできる広さです。

階段の段の高さは 17 センチで上り下りが通常

より楽な高さになっています。また 廊下の手

すりは木製で握りやすくリハビリの助けにもな

ります。居室については、廊下から居室、居室か

らトイレシャワー、ベランダへの段差がなく車

椅子での生活にも適応しています。転倒のリス

クがある場合は手すりなど補助器具を設置する

こともできます。スプリンクラーの設置・鉄扉の

設置も延焼防止のための安心・安全設計です。 

 生活の面では、食事・医療・看護・介護の支援

を受けやすい仕組みです。食事はみゆき亭から、

看護・介護は NPO 法人コミュニティケアリンク

東京（以下 NPO）から、医療はケアタウン小平

クリニックから支援を受けることができます。

それぞれの事業体は独立していますが、それぞ

れのバリアを取り除いてチームとして活動して

いるので、これらの支援を受けることができる

のは安心です。 

 

 いつぷく荘は、住人の平均年齢が 80 歳を超え

ているので、実質高齢者住宅です。しかし入居に

関して年齢制限はありません。入居相談の多く

は高齢者の方です。ご本人のこと、またご両親の

入居相談が主です。高齢になられてからの環境

変化に不安はないのかなと心配になる時もあり

ますが、安心・安全で自立した生活を選択される

方は多いです。 

過去には 40 代の方も入居されていました。病

いで残された人生の時間を自分らしく過ごすた

めに、少しでも住みよい環境と支援を求め一人

暮らしを続けたいと入居されました。『高齢者住

宅』としてしまうと、この方のような若い世代の

方を受け入れることはできません。この方は静

かにいつぷく荘から旅立ちました。また、若いう

ちから車椅子の生活を送っていた 50 代の方は、

施設の生活に不自由を感じていたので一人暮ら

しを経験したいと期限を決めて入居されました。

介護・看護・医療・食事・ボランティアの支援を

受けて生活されました。ボランティアさんと絵

を描いたりお話したり、時に買い物に出かけた

りしました。ご自分の状態を考えて期限を決め

て入居できることもいつぷく荘ならではです。 

これからもいつぷく荘は、安心・安全な住みや

すい環境で、NPO をはじめとする支援スタッフ

とともに「あなたらしさ」を応援していきます。

                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  

みゆき往還 16                     株式会社 暁記念交流基金 

～ あなたらしさを支え、応援する いつぷく荘 ～           長谷
は せ

 郁子
い く こ

 

入居者とボランティアが双方向の関係で、相談しながら、できる範囲の文化活動に取り組んでいます 
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株式会社みゆき亭に入社し 6 ヶ月程が経ち、

仕事の流れなどを一通り理解し一人でも調理を

することができるようになりました。 

社長をはじめ、調理師の森川さん、栄養士の大村

さん、その他一緒に働くスタッフの方々の親切

で丁寧なご指導や指示のおかげで、みゆき亭に

馴染むことができたと思います。本当に感謝し

ています。 

私は以前パティシエをしていたこともあり、 

7 月 7 日の昼食にデザートを作ることを依頼さ

れました。当初、チョコレートのムースを使った

デザートを作ろうと考えていましたが、森川さ

んから七夕に適したものにしたらどうかとご指

摘をいただきました。私がこれまでパティシエ

として培ってきたもの生かしながら、七夕のイ

メージに合う涼しげで誰にでも食べやすいお菓

子を再度考え直しました。 

 

最終的にはパンナコッタ

にフランボワーズのソース、

フルーツ、白ワインのゼリー

添えたものを作ることに決

まりました。 

今回、このお菓子を作る上

で工夫した点を紹介します。 

 

まず１つ目はパンナコッタやゼリーを凝固さ

せる際に使用するゼラチンの量を固まるぎりぎ

りのラインに調整し、誰にでも食べやすく体温

で溶け出すくらいの口溶けを目指しました。そ

のため提供する直前まで冷蔵庫で保存し、食事

が終わったことを確認してから提供することを

徹底しました。 

 

２つ目はゼラチンの濃度です。パンナコッタ

と白ワインのゼリーにはともにゼラチンが入り

ます。液体１リットルに対してゼラチン 12.5 グ

ラムをパンナコッタとゼリーともに揃えること

によって一体感のあるデザートに仕上げました。 

 

最後に甘さです。ここに一番気を遣いました。

どんなに食感がよくても味がいまいちでは意味

がありません。甘すぎず、素材の味を生かし、誰

にでも美味しいと思ってもらえる味を目指し砂

糖やピューレの量を調整しました。 

 

いろいろな方に美味しいと言っていただき、

デザートを準備して良かったと感じました。美

味しいと言っていただけると、さらに頑張ろう

と思えるので本当に励みになります。また行事

食などの時はデザートを作ろうと思っています

ので楽しみに待っていていただけると幸いです。 

 

入居者様とお話しさせていただくことも多く、

自分が作った料理を美味しいと言っていただけ

ることに大変喜びとやりがいを感じています。

今後も皆様により美味しい食事を提供できるよ

う日々精進して参りますのでよろしくお願いい

たします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～ 美味しいの一言が、次への原動力です ～          株式会社 みゆき亭 

調理師 三好
み よ し

 竜
りゅう

平
へい

 

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。 

パティシエ経験もあ

る三好さん。写真の

デザートは、大好評

でした。 

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 

～編集後記～ ★娘 9 才 4 年生。学童保育が３年生で終わり、放課後は家で一人留守番のはずが、ほぼ毎日３km の道のりを

自転車で走ってケアタウン小平へ。まだ一人で留守番は怖いよね…。私は一緒に帰れてうれしいです。 （企画・編集 N） 

★コロナ禍のスタッフの皆様の頑張りが伝わってくる紙面です。通常の日々にもどるまでひと踏ん張りですね。（校正 O） 
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今号も最後までお読みいただきありがとうご

ざいました。巻頭で理事長よりお伝えしました

通り、現場でのホスピスケアが実践される中に

あって、令和 2 年度の収支は大きくマイナスと

なりました。最大の要因コロナ禍や、制度改正、

事業環境の変化等に対応しつつ、ケアタウン小

平チームが理念に掲げる「ホスピスケア」の歩み

は止めないようにしていきたいと思います。 

 先日、ある方から「（苦境かもしれないが）  

本質的な活動は続けて欲しい」との言葉をいた

だきました。戦場と言われるような新型コロナ

の現場に従事する方たちの在りようとは別に、

今後の多死社会の中で、質より量が優先される

懸念を持たれてもいるのです。 

「私たちにとっての本質とは何？」 

 9月、二つの出来事がありました。 

デイサービスのご利用者で、病院で亡くなら

れたサトさん（仮名）のご家族が、ご挨拶にお越

し下さいました。ご家族から「母の人生の最後

に、楽しい時間を過ごさせてあげられました。あ

りがとうございました。」との言葉をいただきま

した。ご本人に楽しんでいただけたことは幸い

です。もっと幸いなことは、ご家族が「（ケアタ

ウンを選んだことで）楽しい時間を母に贈ること

ができた」という実感を持っていただいている

ことでした。 

もう一つは、数年前に奥様を看取ったカワタ

さん（仮名）が、ギターケースを片手に、訪問看

護ステーションを訪ねてくださったことです。 

コロナ禍や、ペットの死などもあり、訪ねたか

ったけれども叶わなかったそうなのです。また、

ご自身が書いたスケッチも持参くださいました。

緑囲む中庭は、コンサート会場となり、『禁じら

れた遊び』が奏でられたのです。書類の締切に終

われていた私は、聴き入るスタッフを廊下から

羨ましく眺めるだけした。 

「いいケアは、つながりを生む」 

この二つの出来事を通じ私は思うのです。もし

かすると、故人が「母のためにしてあげられた実

感として」、「共に偲び、今を語れる存在として」、

そういう意味をスタッフという存在やこの場に

忍ばせ、ご家族に贈ったのではないか、と。 

先述の「本質的な活動」という言葉の意味に立

ち返れば、その意味の一つは「つながりを生むケ

ア」である、と確信するのです。 

 一人ひとりの死、ご家族の受け止めは、大変個

別的なことですが、こうした出来事は自分たちが

日々の取り組みを通じて感じる確かなこと。ボラ

ンティアの皆さん、遺族会の皆さん、子ども広場

の小さな仲間たち、ケアを通じたつながりが、い

つも私たちの背中を支え、押してくれるのです。 

目に見えないものに右往左往する昨今です。 

実感をもって触れられる確かさを力に、今、目の

前にある山を登った先の景色を、信頼する仲間た

ちと見たいと思っています。 

旅立つ者にとっても見送る側にとっても 

別れは悲しくつらい。 

しかし「良き死」は 

逝く者からの最後の贈りものとなる。 

    アルフォンス・デーケン（哲学者・司祭） 

 

私たちの活動の先にあるもの             NPO事務局 中川 稔
とし

進
のぶ

 

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送らせていただいています。 

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 



                                                

 

この漫画（両面刷）は、医学専門誌 『緩和ケア』（青海社 隔月刊）の 2021年 1月号に掲載され

たものです。ケアタウン小平クリニック 相河 明規（あきのり）医師が、同誌にて絶賛連載中です 



                                                

 

 

人生はドラマだなと、しみじみ思う。適切な緩和ケアがなされれば、自ずとケア提供者と患者さん・ご家族

との間には信頼が生まれてくる。その結果として、問わず語りで自分の来し方や、その時々の想いを語ってく

ださる方々も稀ではない。その語りに耳を傾ければ、今回のようなドラマも含め、様々なドラマに出会うので

ある。 

そして、その後は、我々もまた、より深く、患者さん・ご家族のドラマに参加することになるのだ。やがて、

今の出来事を、このドラマのように回想する日が来るだろう。私は、その時に、出会えて良かったと語られる

我々でありたいと願う。     

ケアタウン小平クリニック 山崎章郎 


