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家に帰ろう〜

この刊⾏物は、ボートレース事業の交付⾦による⽇本財団の助成⾦事業として、公益財団法⼈

笹川記念保健協⼒財団の助成を受けて製作させていだだきました。

����

��������	
������������
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■加藤喜⼤（病院管理栄養⼠）■今井孝美（病院作業療法⼠）■茂⽊経夫（病院事務局）

■⼤久保築世（⼩⿅野町保健課・保健師） �
'()�*⼩⿅野町保健課・ケアマネジャー+

■原⼝尚⼦（⼩⿅野町訪問看護ステーション・看護師）＜順不同＞

イラストレーション：⾦⼦修（アトリエ,-.	
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国保町⽴⼩⿅野中央病院
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著作権は、町⽴⼩⿅野中央病院緩和ケア委員会にあります。掲載されている⽂章、イラストの無断転載を禁じます。
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これは多くの⼈の願いではないでしょうか。近年、医療の
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積極的な治療は病院でないとできません。しかし、病気が
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病気の治療が⼀段落したり、もはや病気を治す⽅法はな
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などいろいろな不安があなたの⼼を悩ますでしょう。
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りません。最近は、家にいても医療や福祉のいろいろなサ

ービスが受けられるようになってきました。特に⼩⿅野町
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らしや⽼夫婦世帯でも安⼼して⽣活できるようサポートし
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家ではあなたとあなたの⼤切な⼈たちが主役です。
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私たちは本冊⼦とともに、あなたの役に⽴ちたい、⼒に
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| あなたにとって⼤切な居場所・・・・・・・
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 ⼩⿅野町の在宅看取りの実際・・・・・・・

太郎さん夫婦の場合
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� ��時特別⼊院制度について・・・・・・・

� 町⽴病院緩和ケアチームの紹介・・・・・・
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� 私の療養⼿帳について・・・・・・・・・・
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� 旅⽴ちとは･・・・・・・・・・・・・・・・

� 旅⽴ちまでのからだの変化・・・・・・・・
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�⼩⿅野町の在宅看取りの実際（太郎さん夫婦の場合）の
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���� 緩和ケア」で検索して下さい。国保町⽴⼩⿅野
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○町⽴病院に⼊院している⽅へ
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あなたの思いを全⼒でサポートします。
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想いを⼤切にしてください。
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町⽴⼩⿅野中央病院の地域連携室や⼩⿅野町保健課
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落ち着く部屋
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ひとそれぞれの想いや⼤切なものに包まれる
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もう⼀度⾒直すことができるかも知れません
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町⽴⼩⿅野中央病院
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⼩⿅野町保健課
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 ⼩⿅野町の在宅看取りの実際

太郎さん#$��%

太郎さんは、妻の花⼦さんと⼆⼈暮らし。
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太郎さんはしばらく様⼦を⾒ていましたが、痛みは⼀向

に良くなりません。花⼦さんは⼼配になり、町⽴病院で診
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がわかりました。⼿術や抗がん剤もできないくらいに進⾏
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しばらくのあいだ落ち込んでいた

太郎さんでしたが、花⼦さんや息⼦
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残りの時間を⼤切にしよう」

と思うようになりました。そんな太郎さんの思いを、花
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太郎さんと花⼦さんは、町⽴病院に相談に⾏きました。
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師だけではなく、訪問看護師や訪問薬剤師、理学療法⼠、

作業療法⼠、管理栄養⼠、それにケアマネジャーやヘル

パーなど多くの職種の職員が太郎さんやご家族をサポー
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時特別⼊院”という制度があります。なので安⼼してくだ
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それを聞いた太郎さんと花⼦さんは
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その晩、太郎さんは、ショック
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町⽴病院
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太郎さんと花⼦さんは#ò%8h�pÈ¯,�:;�	

"9:��E2太郎さんが運動会を⾒に来てくれたので#
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旅⾏が⼤好きな太郎さん2�l�¯と温泉旅⾏へ⾏�
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⻑く続くようにと願いました2

その後、太郎さんは病院に通院をしながら、訪問看護師

さんや訪問薬剤師さんに⾃宅へ訪問してもらい、痛みをや
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しだいに太郎さんは#���
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�¯,�����2N� M,

!¯�;ちっとも良くなりませ

¯2�9��l�¯�{ª«�

G�¯�"#,����2

そんな太郎さんを⾒かね��l

さんは⼩⿅野町福祉課へ⾏って介
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�太郎さんは#救急⾞で町⽴病院
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⾷欲が無かった太郎さんですが、管理栄養⼠さんが
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先⽣は、そんな太郎さんの思いを
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「⼀度⼊院してしまうと退院をあきらめてしまうことが多
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太郎さんにとっての⼊院⽣活はとても居⼼地が良く、安⼼
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太郎さんは先⽣に相談しました。
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太郎さん
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痛み⽌めは点滴から⽪下注射に変更となり、太郎さんは
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	����太郎さんのところには先⽣や訪問看護師さん

訪問薬剤師さんが⽇替わりで来てくれたので、⾃宅にいて
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痛みも無くなり、夜も良く眠れる

ようになった太郎さんは、気持ちも
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しばらくして太郎さんは#n
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した。在宅酸素（YZ[\]�
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O":#動くことが⼤変になり⼤好きなお風呂に⼊れ
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在宅酸素

�ああ〜いい気持ち�1÷2
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お風呂に⼊れた太郎さんは
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$�4��Z��E/�#太郎さんは徐々に眠っている
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$¯18/Ë#�l�¯�太郎さんの枕元にあるrA%

療養⼿帳sを⾒つけました2
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は悔しかったが、最後にみんなと思い出がつまった⾃宅で
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$%=#太郎さんの目から⼀筋の涙が流れ���2

しばらくして太郎さんは#�/�0�ô,u@���
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ね。きっと太郎さんも喜んでいる
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太郎さんも微笑んでいるように

⾒えました。
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素敵なスーツ姿になった太郎さ

んを⾒て花⼦さんは思わず微笑み
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ら穏やかに旅⽴たれました。
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旅⾏をする場合�P�:

�0F���E/�診療情報提供書,h�:���E2

旅⾏先で具合が悪くなっても、診療情報提供書を⾒せるこ
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できて、旅先でも必要な治療を受けることができます。

在宅酸素をしている⽅�P�:

在宅酸素の会社に相談すると
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秩⽗郡市の医療体制は、秩⽗市⽴病院、秩⽗病院、

7�*+%�*+��>�Ë%�Já�,T��õX

§9:��E2�+"��1���¯�#�Já�*

+���E/	�,��Õ��:��E2

町⽴⼩⿅野中央病院では、原則として夜間休⽇の診

療を⾏っていないために、急病の⽅はその⽇の当番病
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��ただし以下の条件を承諾されることが必要です）
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レントゲンや⾎液検査などは町⽴病院の通常の診療
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}治療について

受け持ち医からの申し送りの治療か、痛み⽌め、酸

素投与、点滴などの対症療法のみを⾏います。

�原則的に積極的延命治療（⼼臓マッサージ、気管挿

管、⼈⼯呼吸器管理）は⾏いません。
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�救急⾞で町⽴病院に来院される場合は、救急隊
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%£vw��¥w�社会的な苦しみを取るために⾏われ

る治療やケアのことです2

町⽴⼩⿅野中央病院の緩和ケアチーム�#がん診療に
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を在宅でも病院でも⽀援させていただきます2

3 町⽴病委員緩和ケアチームの紹介
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医療⾯での司令塔として#��
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⾃分が分かる⾔葉で説明をしてもらいましょう。
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と聞き返して、分かる⾔葉で説明をしてもらいましょう。

⾃分が正しく理解することが⼤切です。

����

�0Fが定期的な訪問診療を
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医師と連携しながらケアを⾏います。⾃宅でできる医療処
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気持ちのケアも⾏います。医療と介護をつなぐ架け橋です。
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⼩⿅野町訪問看護ステーションが

{ª��E2XJ=�Ðnf� 

¡,��1"�ÀO4�?��#

¹º=>v»�XJ{ªO"#�%

対応を⾏います。
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スを⼿配したり⾃宅で安⼼して過ごせ
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絡・調整を⾏います。
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訪問薬剤管理指導をしてもらえる保険薬局と連携して
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理学療法⼠、作業療法⼠が訪問します。痛みや筋⼒低
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⽣活環境の調整等を⾏います。痛みや苦痛がやわらぐ
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も⾏います。
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⾷べることは⽣きる⼒となります。がんの進⾏や治療
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良好に保つことで、ØZÙ�?�

の質）の維持や改善を⾏います。
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r⾔葉が出にくいsrO���"Ú��sなどの⾔葉
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⾷事の問題に対し、⾃宅に訪問して普段の⽣活の中で
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ケアプランに基づいて⾃宅を訪問し、
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利⽤を希望される⽅や詳しく知りたい⽅

・⼩⿅野町保健課 $%&'()%

・町⽴⼩⿅野中央病院地域連携室 $%&*))*�ß�

●「私の療養⼿帳」に記⼊するのは

①療養に関する内容
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・医科、⻭科の医療情報
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4#無理のない範囲で⾃由に記⼊していただき、67
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●「私の療養⼿帳」とは

在宅療養を送っている患者さんとご家族の療養⽣活を
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この⼿帳を利⽤して、ご本⼈やご家族、医師、⻭科医
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共有することで、療養⽣活の質の向上を目指しています。
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マットレスは種類が多いため、適切なマットレスを選
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更が必要となることもあるため、��	 �!
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N 私の療養⼿帳について

●「私の療養⼿帳」のご利⽤対象となる⽅

秩⽗地域に在住の⽅は、どなたでも利⽤可能です。



O 旅⽴ちとは

 !"#$

�������	
�����������

�����������������

$#%&�

����� !"�#$��� !"�%&'

を⾒たり、ちょっと⾝体の位置を変えたりする
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切。使っていなかった枕や夏の掛け布団をロー
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私たち⾃⾝の事なのに、とても⼤切なことなのに、聞き
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あなたとあなたの⼤切な⼈たちにとって在宅ケアを始
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容姿や性格がひとりひとり異なるように、旅⽴ちへ
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ちょっと⾛ったり、⽴ち⽌まったり。道を歩いていく様

l;��#)$�ü�ý��E2

7%ù"þ��%4#7%ù"&�EZ���%4#

��;$�,�M/	���@��¯2

あなたとあなたの⼤切な⼈たちだけが、それを探す
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⾃宅で⽣活する時には、ささいなことで困ったり

不便だったり、慣れるまで⼤変なこともあります。

そんな時にあると便利なグッズをご紹介します。
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と便利です。ゴミならそのまま包んで捨てると
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W 旅⽴ちまでのからだの変化

⾷べ物や飲み物をとる量が少なくなります
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眠っている時間が⻑くなります
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旅⽴ちの前の準備であり
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ちょっと苦しそうに⾒えますがつらくはありません
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⼿⾜がだんだん冷たくなってきます
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いよいよ旅⽴ちです
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