
しちくほうかつ
TEL 495-6638発行　京都市紫竹地域包括支援センター

広報誌「しちくほうかつ」2016年夏号　Vol.14

1

発行日　2016年 8 月 吉 日

・特集　徘徊模擬訓練   …………………………………………1
・特集　地域カフェ紹介+居場所の紹介 ……………………2・3
・ここにこの人あり　地域の世話役さん登場  ………………4・5
・ご長寿さん特集    ………………………………………………5
・腹筋と疲労解消で夏を乗り越えてみませんか？    ……………6
・圏域事業所交流会総会   ………………………………………6
・居宅介護支援事業所学習会   …………………………………7
・ホスピスの役割を考える　薬師山病院 ………………………7
・社会福祉協議会のサークル等の紹介    職員紹介……………8

特集

　平成28年3月19日、
待鳳学区にて念願の
第１回　紫竹包括圏
域徘徊模擬訓練を行
いました。昨年12月の
圏域交流会で、岩倉
包括の取り組みを学
んだ後、私たちにもき
っとできる！と圏域世
話人、地域役員、行政
の方 と々協力し3ヶ月
かけて準備をして、実
現させたものです。

 今回の徘徊模擬訓練には約60名が参加しました。当日
は、待鳳小学校内にある待鳳地域文化センターに集まり、
認知症を持つ夫が外出後に自宅へ帰ってこなくなったと
いう設定での寸劇を見た後、徘徊者役の方の顔写真や特
徴を記載した用紙と地図を配布。数名づつのグループに
分かれて指定範囲内の町へ出て、のぼりを持った徘徊者
役の方を捜索しました。実際徘徊者役の人を見つけられ
たら声をかけ
るという設定
です。このよう
に、今回の徘
徊模擬訓練で
は、単に徘徊
されている方
を発見すると
いうことだけが目的ではなく、徘徊されている方を地域で
支えていくために『声をかける』という目的もありました。そ
のため、捜索対象者となる徘徊者役の方は一人でしたが、
配布した顔写真や特徴とは異なるものの、のぼりを持った

別の徘徊者役の方にも歩いて頂き、捜索対象者と同様に
声をかけて頂きました。
　捜索後に行なったグループワークの中では、「企画内容
が良かった」「大宮学区、紫竹学区でも実施して欲しい」
「声かけの難しさを改めて感じた」等々、徘徊模擬訓練を
実施して良かったとの意見を頂きました。また「徘徊者役
が多い方が
声をかける回
数も多くなる
ので、もっと
声をかける練
習ができたの
では」、「声を
かけた時に終
わりが分からない」、「声かけ訓練と捜索訓練を分けて行
なう方が良かった」、「のぼりを探すことに集中してしまっ
た」等々、今後につながる意見もたくさん出されました。
　私自身、徘徊模擬訓練の際には、のぼりを持ちながら徘
徊者役の方と一緒に歩かせて頂きましたが、徘徊者役の
方を数人で取り囲んでしまったり、声かけの仕方に戸惑わ
れる方も多かったように思います。
　今回、紫竹地域包括支援センター圏域では、初めての
徘徊模擬訓練を実施することができましたが、実施に至る
までには、平成27年度を通して下地作りといった取り組み
を進めてきました。今回の徘徊模擬訓練では、今後課題と
して検討していかなければならない点も多 あ々ったかとは
思いますが、参加者の皆様や地域の方々、また準備にあた
ったメンバーの方々等の支えがあり、第一回の徘徊模擬
訓練として貴重な成果を得ることができました。 

徘徊模擬訓練

―行方不明になっても
　　安心な街づくりへの第一歩―

指定範囲内の町へ実

際に出て、のぼりを
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にしがも舟山庵　上川  諒人「捜索前の寸劇の様子」「捜索前の寸劇の様子」

「捜索後のグループワーク」「捜索後のグループワーク」



カフェふらっと紫竹 【紫竹学区】
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最近流行の地域の「カフェ」ってご存知ですか？ 
ただの喫茶店ではなく、コーヒーやお茶を飲みながら困りごとなどを語り合い、
専門家のアドバイスも受けられる、そんな地域の居場所として最近注目されています。
今回は紫竹地域包括圏域にある４つのカフェと1つの地域サロンをご紹介します。
あなたの近所にあるのはどのカフェですか？どうぞお気軽に覗いてみて下さい。 

日時：毎月第１・３　土曜日・日曜日
場所：地域密着型
　総合ケアセンターきたおおじ
費用：100円 
電話：366-8025

日時：毎月第２土曜　9：00～12：00 
場所：みその橋801コミュニティー広場
 （御薗橋通り大宮通り北東角） 
費用：無料　（自由参加　申込不要） 電話：493-2628
担当：豊嶋

渡辺西賀茂診療所が運営するおせっかいカフェです。
地域の中に楽しく集まれる場所が多くできれば、地域活性や
予防にもつながると思います。 

おせっかいカフェ 【大宮学区】

地域の皆さま、お散歩がてらお気軽にお立ち寄り
下さい。 どうぞワンコインでおくつろぎのひと時を！ 

地域交流サロン　きたおおじ 【待鳳学区】

場所：紫竹児童館
日時：毎月第３水曜日１０時から１２時 
費用：100円
電話：441-1900

世代を問わず、誰もが気軽に“ふらっと”立ち寄れる
カフェです！相談コーナーも設けています。是非ふら
っとお越しください！

（トースト・ゆで卵・フルーツ・ドリンク）

（北区社会福祉協議会）
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場所：介護老人福祉施設　にしがも舟山庵　玄関前駐車場  
日時：毎月第一日曜　14:00～16:00（※雨天実施） 
電話：495-1121　担当：上川、金利 

ナナイロ喫茶 【大宮学区】

6月より毎月第1日曜に開催しています。緑に囲まれて、屋外で喫茶を
気軽に楽しみませんか？介護に関する専門職がおりますので、介護保
険に関するお悩みや、ご年配の方が暮らされる上でのお悩み等々、気
軽にご相談いただけます。お1人での参加や、地域の方も大歓迎です！
また、喫茶のお手伝いをして頂けるボランティアの方も募集中です!

みそのばし801コミュニティー広場【大宮学区】

 御薗橋801商店街振興組合

 075-495-0834

フラダンス

織物教室
　第２，４木曜日
13:30～16:00

楽器で遊ぼう
　第３火曜日

13:30～15:00
　第３土曜日

13:00～15:00
花結び

　第４火曜日
10:30～12:30

　第１火曜日
10:00～12:30

　第３月曜日
10:30～11:00

　第２，４月曜日
10:00～11:30

　第２土曜日
9:00～12:00

　最後の土曜日
10:00～12:30

　第４土曜日
13:30～15:00

将棋

子供将棋

にじの子
赤ちゃんと遊ぼう

　第１，３金曜日
13:30～15:00

紙繍アート教室

ポピー教室

折り紙

健康体操(指導員)

健康体操

ｱｸｾｻﾘｰ

ペン習字

　第２，４金曜日
13:30～15:00

　第４金曜日
10:30～12:00

おせっかいカフェ

毎週　火曜日
15:00～17:00

　毎週　日･水曜日
12:00～17:00

御薗橋801商店街振興組合が運営している地域の交流スペースです。

空き店舗開放して色々な教室が開催されています。ご自分で通ってきて

頂ける方であれば、遠方の方でも大歓迎！事前申し込みも予約も不要で

す。

参加費は各教室200円、ただし将棋・囲碁教室は300円、色の付いて

いる教室は無料です（他に別途必要経費がかかることもあります）。

御園橋商店街でのお買い物でお困り

の時はお電話下さい！年齢不問、誰

でもご利用いただけます！

みそのばし801コミュニティー広場 【大宮学区】

アクセサリー

御薗橋801商店街振興組合



　待鳳学区の老人福祉員として、今年で7年目の活動に入
られた福井栄子さんにお話を伺いました。民生委員の方か
ら直々にお誘いがあり、引き受けられたのが始まりでした。
老人福祉員の存在や役割を知らず戸惑いもあったそうで
すが、民生委員さんと一緒にまわりながら、少しずつご自身
の活動方法を掴んでこられたとのことです。
――活動をされていて、嬉しかったことや思い出深いことは
ありますか？ 
　最初は玄関先での挨拶だけだった方が、ご
自宅のなかに招いてくださり、ゆっくりお話して
くださるのが嬉しいです。少し信頼してもらえ
たのかなと感じます。以前に、90歳の方から、
米寿の記念にご自身で作った作品集を「あなたに」と頂きま
した。素晴らしい作品がたくさん載っており、心のこもった
作品を頂けたことが嬉しかったです。パッチワークや俳句、
生花、茶道、写真など、ご自身の趣味や楽しみに取り組んで
おられる姿、そのために外出される姿をみると、こちらも元
気が湧いてきます。 
――皆さんとの関わりのなかで、どのようなことを感じられ
ますか？
　訪問する皆さん、私より長く生きてこられた方であり、い
ろんな人生や経験をされています。こちらが何かを助言する
ことは出来ません。私はただ、お話を聞くだけです。聞くしか
出来ません。皆さんとの話のなかで、学ぶことや感じること、
感心することばかりです。私は、老人
福祉員という立場であるからこそ訪問
させてもらえる、受け入れてもらえてい
るのだと感じています。活動を通して、
いい出会いをさせて頂いていると実
感します。 
――今後、活動のなかで「大切にしたいこと」は、どんなこと
ですか？
　時 し々か訪問には行けませんが、日頃の見守りは常に気
にかけています。「何かあったら連絡してね」と伝えるけれ
ど、実際に連絡してこられることはほぼないです。皆さん、一
人の不安を抱えながらも、頼ることを迷惑だと考え、申し訳

　志賀徹さんは現在も第一線でお仕事をしながら、紫竹
学区の民生児童委員として６年近く活動して来られまし
た。前民生児童委員会長から、民生児童委
員に推薦いただき「生まれ育った地域で老
いていくのだから、縁があってお受けしまし
た。今後も、育てて頂いたこの地域に恩返
しをしていく気持ちで取り組んで行きたいと
思います。」とおっしゃっています。
――民生児童委員として活動してきた中で、感じているこ
とを教えてください。 
　委員になって間もなく、自分の担当エリアで独居の方
が孤独死されていたり、ボヤが出たことがありました。日中
なかなか訪問が出来ず、これは大変な役割だと感じまし
た。
　昔は一般的に５５歳で定年を迎え、民生児童委員とし
て活動に集中できる期間が長くありましたが、現在では６
０代まで働く時代です。私も仕事しながら委員を担ってい
るので、昼間は他の委員の皆様にサポートして頂いていま
す。民生児童委員の年齢層は、経験豊かな７０代、体力的
にも動ける５０代、６０代等様々な世代がおられるので、
それぞれの良さが出せると思います。今後は、もっと若い
世代でも民生児童委員として、働きながら活動できる体
制作りが必要だと思います。
――印象深かった活動についてお話ください。
３歳未満の子供とお母さんを対象とした子育てクラブ「バ
ンブー」を主任児童委員、紫竹児童館のみなさんや学区
社協と協力して立ち上げたことです。紫竹学区の２９町の
内町内会長に主旨を説明し「地域で子育て
を支援する取り組み・お母さん同士の交流
の場作り」として普及に努めました。今では
毎回１０組以上の参加があり、2月・６月・１
０月の年３回、紫竹児童館で開催しています。仕事をリタ
イヤしたら、バンブーにもっと顔を出して行きたいと思って
います。
――将来の活動に向けて　ビジョンをお話ください。 　
　老人福祉員さんは独居の高齢者の見守りをされてい
ますが、今後は高齢世帯など福祉ニーズのある方全般の
見守りを地域でより、きめ細かく行っていく必要があると
思います。
　また、防災・減災や徘徊の問題等に対し、個人情報保
護に縛られて活動できなくなるのではなく、行政や団体等
横の繋がりを深めてIT化を導入し、命を守るための速や

4

聞き手　藤田 光里

聞き手　小林  舞見

かな情報発信などが求められていると思います。他市など
参考になる取り組みもあります。個人の情熱だけでは出来
ないので、命を守る連携のシステムが必要です。そのために
も、地域の方 に々対して、民生児童委員の存在や活動内容
をもっと伝えていく必要があると思っています。 

　時代の流れや情報を捉えて、地域の人 の々命を守るシス
テムへのビジョンなど、穏やかにお話される志賀さんの情熱
や、生まれ育った地域への深い愛情が伝わってきたお話で
した。 

ここにこの人あり
　地域の世話役さん登場

包括支援センターの専門職が地域の方にインタビューしています。

「紫竹を愛する　ナイスガイ！！」「紫竹を愛する　ナイスガイ！！」

紫竹学区　民生児童委員 志賀　徹さん志賀　徹さん

「活動の喜びは、皆様との出会いです」「活動の喜びは、皆様との出会いです」

待鳳学区　老人福祉員 福井  栄子さん福井  栄子さん



　大正３年滋賀県栗東で産声を
あげました。３歳の時に琵琶湖を
渡り荷車で京都に来られました。
兄弟は５人戦争に行き、1人戦
死、後３人は病死されています。
虎さんは喋るのが苦手なため大
工さんになられたそうです。小学
校の６年の時に丁稚奉公に行き、
もくもくと真面目に働き、１７歳で
大徳寺の寺を建立されました。又
大将軍神社の社務所・終戦後静原小学校の校舎・西賀茂
のお百姓さんの家も数多く建てられたそうです。
　２１歳からお国の為に軍隊に出兵し、１年は国内で教育
を受け、後８年間は兵隊さんとして何度も日本と南方シン
ガポールを行き来しました。沈んだ船の帆先につかまり寝
ていたり、浜辺で寝ころんでいたらその上をＢ２９が飛んで
襲撃された事もあったそうです。
　上官からよく声をかけられ身軽によく働き率先して黙々
と任務に就いていた虎さんは、ある日特別に帰国を許され
ました。何とか日本に帰りついたのは、終戦の３日前だった
そうです。京都の実家吉田に帰って来た後、親方の紹介で
大将軍の社務所を建て大将軍神社の宮司さんの紹介でお
嫁さんをもらいました。
　終戦後から９０歳まで大工として仕事一途に働いてこら
れました。仕事を引退してから南アフリカ・イギリス・フランス
等世界各国も旅行して来られましたが、「日本が一番良い」
との事です。現在はデイサービスに週２回来られています
が、自宅では息子さんが行きたいところにいろいろ連れて行
ってくれています。又自宅では、息子さんと映画ビデオを見
て日常生活を楽しんでおられます。
　黙 と々真面目に仕事や任務につき、人との出会いを大切
にしてよい関係を保って来た虎さんだからこそ、いろいろな
人生の局面を乗り越える事ができたのだということを強く
感じました。
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ご長寿さん特集

　今回は長年玄琢地域の民生児童委員を勤めてこられ
た、柴田さんにお話を伺いました。柴田さんは民生児童委員
を勤めて、なんと24年。今期で勇退される予定です。 
――民生児童委員を引き受けたきっかけを教えて下さい。 
　民生児童委員前会長の水澤さんから頼まれて、H4年の
12月からやらせてもらっています。ちょうど子供の大学受験
の時期だったのでお引き受けするか悩んだのですが、配り
物したり皆さんに声かけさせてもらったり、結局こういうこと
が性に合っているのでしょうね。あっという間の24年間でし
た。
――24年の間で心に残っているエピ
ソードなどあれば教えて下さい。
　人との関わりを避けて生活されてい
て、何度も家の中で倒れたりしていた
人の家に、包括の職員さんと一緒に何
度も訪問して、支援につなげてもらったことがありました。ド
アを開けてもらうまでは大変でしたが、今では人が変わった
ようにケアマネさんが来るのを心待ちにして、道で出会って
もにこやかに挨拶されるなど、とても穏やかに暮らされてい
ます。そういう姿を見るとやっぱり、この仕事をやっていて良
かったな、嬉しいなと思います。
　遠方の家族からのご依頼で毎日毎晩安否確認をさせて
もらったりと、色 な々ことはありましたが、苦労はあまりありま
せん。この地域は最近でこそ新しい人も増えましたが、古く
から住んでいる人も多く、皆さんしっかりされているので、却
って学ばされることもたくさんありました。
――玄琢の魅力をアピールして頂きました。
　玄琢はとても行事の多い地域です。お正月のどんど祭り
から始まって、7月には八坂神社で夏祭りもあります。神事か
ら出店まで全部町内の手作りのお祭りで、子供からお年寄
りまでたくさんの人で毎年賑わいます。町内会の役員さんは

聞き手　山田 沙希　

大変ですが、地域との交流の機会も多く、とても住みやす
い地域だと思います。これからももっと皆が寄って集まれる
ような場所を増やしていけたらと思っています。 

　お花の世話が趣味で、どんなに疲れている時でもお花の
水遣りは欠かさないという、とても穏やかな柴田さん。大切
なのは愛情を注ぐことだそうです。「最近家に親切そうに上
がりこんで色 な々物を売りつける詐欺も増えているので、皆
で注意していきたい」とこれから配るチラシを見せて頂きま
した。民生委員は引退されても、これからも玄琢地域の顔と
して、一緒に地域を見守って頂けたらと思います。 　 

なさそうにされることも多 あ々ります。そんなことは決してな
いのですが、これまで一人で頑張ってこられた皆さんの気
持ちもあるので、踏み込み過ぎないように距離感を大切に
したいです。 自分が活動できるうちは、これまでの関わりで
築いてきた、「いい関係」を大切にして、自分の役割をしっか
り担って行きたいと考えています。り担って行きたいと考え
ています。

　始終、快活な笑顔を絶やさない福井さんのお言葉から
は、とても思慮深く、謙虚なお人柄を感じることが出来まし
た。地域の繋がりが希薄になる社会のなかで、誰と会話す
ることなく一日を終えてしまう独居高齢者の方も少なくあり
ません。「お話を聞いてくれる」老人福祉員さんの訪問は、と
ても心強く、安心されることでしょうね。 

「地域作りもお花の世話も、

大宮学区　民生児童委員 柴田  芳子さん柴田  芳子さん
大切なのは愛情です」

「地域作りもお花の世話も、
大切なのは愛情です」

　なんと１０２歳！今もお元気で、角社町
にお住まいの名物男性　虎さん！



　4月22日西賀茂デイサービスセンターにて、紫竹包括生
活圏域事業所交流会総会を行い、平成27年度活動報告
のまとめと平成28年度事業計画の論議、及び世話人の
選出を行いました。参加者は35事業所より36名、包括職
員を含め計47名の参加でした。以下概要を報告します。 

　１、平成27年度活動報告 
　①徘徊模擬訓練
　「通報の仕方・声
かけの仕方を学ぶ」
ことを目標に平成28
年3月19日待鳳学区
で徘徊模擬訓練を
実施しました（1ペー
ジの記事参照）。
　また徘徊模擬訓
練を実施するに当た
り、まず地域の商店
街・スーパー・コンビニ等の方に「高齢者の方の対応でお
困り事はないですか？」とアンケート調査に取り組みまし
た。アンケートで寄せられた声を参考に、事業所さんや地
域の方と一緒に、ヤクルト・生協・薬局・地域向けなど多様
な認知症サポータ講座を実施。地域全体の認知症対応
力の底上げを目指しました。また12月には、先進的に徘徊
模擬訓練に取り組まれている左京区岩倉包括のセンター
長を講師に招き、学習交流会を開催しています。
　②地域行事への参加・協力
　昨年も紫竹祭りに参加させて頂きました。訪問看護事
業所による体力測定、圏域デイサービス事業所による多
彩なゲームを企画など、地域の子供や施設利用者も参加
して頂き楽しいひと時を過ごす事ができました。また、事業
所さんと一緒にすこやか教室・各種カフェにも取り組んで
きました。
　③地域ケア会議
　「行方不明事故をゼロにする取り組み」、「地域完結型
医療をこの地域で実現するために」の二つのテーマで生
活圏域の地域ケア会議を開催。ここで出された課題を、平
成28年度活動計画案に反映させていきます。

２、平成28年度活動計画案
今年度は2つのチームに分かれて企画の準備をしていき
ます。 
　①この地域で、徘徊行方不明事故０を目指す取り組
みを進める――認知症サポータ講座・カフェなど居場
所・徘徊模擬訓練など――
　待鳳学区以外の学区でも、徘徊模擬訓練の実施を目
標に取り組んでいきます。まずは7/29(金)に、認知症の方
の世界を理解することを目標に、ユマニチュードの技法を
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日常生活圏域サービス事業所の取組み
紫竹地域包括支援センター圏域事業所交流会総会

学びました。 
　②地域完結型医療をこの地域で実現するために
――在宅看取りなど医療依存度の高い方を地域で支え
る事を中心に――
　医療介護連携（医師会や看護協会・リハビリ・薬局等と
の連携）の充実を目標に「在宅看取り」等をテーマにして
定期的に（年3回程度が目標）事例検討会を行っていきま
す。 

※「地域完結型医療」とは…
　平均寿命60歳代の社会で、主に青壮年期の患者を対
象とした医療は、救命・延命、治癒、社会復帰を前提とし
た「病院完結型」医療でした。しかし、現代のように老齢
期の患者が中心となる時代の医療は、病気と共存しなが
らQOLの維持・向上を目指す、住み慣れた地域や自宅で
の生活のための医療、地域全体で支える「地域完結型」
医療に変わっていく事が必要だと言われています。
　そのためには、かかりつけ医の役割が重要になってくる
と同時に、生活している地域での医療や介護の連携さら
に言えば地域住民の理解と連携が必要となってきます。
どうすれば、誰もが安心して住みつづけられる地域とな
れるのかをこの生活圏域で多職種や住民の皆さんと共
に考えて行きたいと思います。 

　7月に入ったと同時に、猛暑となり急な気候の変化に
戸惑ってはいませんか？
　まだまだ、夏の暑さに慣れていない、今、体調管理に
は、「適度な運動・バランスのとれた食事・適切な休養」が
大切です。抵抗力を低下させないためにも疲労をためな
い事が重要となります。
　暑くなると心身ともに疲れがたまり、何をするにもおっく
うになりがちです。外出機会が減ると身体を支える力が弱
くなりやすく、姿
勢も崩れがちで
す。そんな時の解
消法としては、体
幹を鍛え、リラッ
クス効果もある腹
式呼吸をしましょ
う。
①イスに座り、背筋を起こして4秒かけて鼻から息を
　吸います
②口をすぼめてゆっくり8秒かけて息を吐きます
③お腹の膨らみと凹みを意識しながら５～１０回繰
　り返します。
　呼吸が浅いと疲れも残りやすいといわれています。腹
式呼吸を意識して腹筋と疲労解消で夏を乗り越えてみま
せんか？　　　　　　　　　介護予防推進センター

腹式呼吸を意識して、腹筋と疲労解消で
　　　　　夏を乗り越えてみませんか？



　生活圏域居宅介護支援事業所連絡会で毎年開催して
いる事例検討会を、3月30日今宮デイサービス会議室にて
行いました。事例検討会は、ケアマネジャーが抱えている
困難事例をとおして連携のあり方、ケア等について意見交
換の場を持ち、振り返りや気付きを得ることにより今後の
支援に活かすこと
を目的に行ってい
ます。今回は以下
の3事例について
（事例は個人情報
保護の観点から多
少編集していま
す）、参加者が3つ
のグループに分か
れて検討しました。

事例①
長女と同居する認知症夫婦の支援について
　両親のADL低下に伴い長女が同居を開始したが、ケア
マネジャーや訪問看護師と長女との関係が悪く、居宅と事
業所を変更。サービス事業所の交替・中止など、全て長女
の意向で変更を余儀なくされる。支援対象者である両親
の意向に沿わない形での支援について、どのように関わっ
て行けば良いのか。

事例②
独居、認知症の方で、尿パット等交換時に拒否のある利
用者の支援について
　ひとり暮らしで物忘れがあり理解力も低下しているが、自
分では人の世話を受けなくても何とか出来ていると思って
おり、サービスに対して拒否がある。次 と々起こる問題に対
して、本人の思いを尊重しながら、どう対応していけば本人
の思い描く生活を実現できるのか。

事例③
認知症の母親に対して息子からの暴力があるが、施設
入所を提案しても「かわいそう」と分離できないケースに
ついて
　息子さんは暴力はあるが、病院に連れて行くなどするべ
きことはしている。認知症進行に伴う介護負担軽減のため
にも施設入所を提案するが、「施設に入ったら寝たきりに
なってしまう。かわいそう。」となかなか同意を得られない。
今後どのように支援していくべきか。 

　参加者からは「多様なケースについて検討、学ぶことが
できた」、「チームで医療とも連携しながら、ケアマネジャー
が抱え込まずに支援することが大切」などという感想が出

日常生活圏域居宅支援事業所の取組み
平成27年度生活圏域居宅介護支援事業所学習会

3月度学習会『事例検討会』

されました。事例を提出したケアマネジャーからは「1人で
は対応できず大変な思いをした事例だったが、第三者か
らの意見を伺い別の視点で捉えることができた」、「今後の
対応の仕方に自信が持てた」など今後の支援につながる
事例検討会となりました。
　今年度も引き続き、事例検討会や疾患や制度に関する
学習会を企画していく予定です。 

　2006年のがん対策基本法施行
から10年が過ぎ、緩和ケアやホス
ピスという言葉もある程度は社会
一般で知られる様になったと感じ
ますが、依然として“ホスピスは死
にに行く所”或いは“暗くて淋しい
所”の印象は拭いきれないのが現
状かと思います。
　確かにホスピスには、癌と診断され、積極的な治療は難
しくなった方が入院されるので、亡くなる方が多いのは事
実です。しかし、苦痛な症状がコントロールできて自宅に帰
る方もいれば、家族が癌患者さんの介護で疲れた時に短
期間ホスピスへ入院し、家族の疲れを癒して頂くための
“レスパイト入院”という方法があったりと利用法は多彩で
す。ただ、これをお読みの皆様に知って頂きたいのは、ホス
ピスが決して放ったらかされたままの状態で死を迎える場
所ではないということです。そして我 は々、患者さんの大切
な残された時間を、苦しみながらではなく少しでも穏やか
に過ごして頂くことを願い、様々な治療やケアを駆使して
日々向き合っています。 
　一方、癌患者さんの多くは「最期の時を住み慣れた自宅
で迎えたい」と考え、御家族も「できれば最期まで自宅で」
と思うのですが、実際は「何かあったらどうしよう」という不
安や介護力不足で在宅療養を断念する方は多いです。今
後、この介護力は高齢少子化・核家族化の影響で益々不
足していくと推測されますが、その「できる限り自宅で」との
思いを尊重しようと、開業医や在宅医の先生方・訪問看
護の方 も々大変な努力をされています。そんな中、ホスピス
にできることは？と考えます。任せて安心な病院と感じても
らえる医療水準・療養環境を保つ努力を続けることは勿
論です。しかし、「もし在宅療養が難しくなっても私には行く
場所がある」と思うことで、患者さんや御家族が安心して
在宅療養を継続する心の支えとなるならば、その思いを保
障できる様な存在であることこそがホスピスの果たすべき
役割と感じています。
　これを読まれて、もしホスピス(薬師山病院)がどんな所
か気になられたら、ご近所ですので見学にいらして下さい。
少なくとも“暗くて淋しい所”の印象は変わると思いますよ。 

薬師山病院副院長　河野 能士

～ホスピスの役割を考える～
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１．日常生活自立支援事業　生活支援員大募集
　認知症や知的・精神に障がいのある方の金銭管理や郵
便物の管理など具体的なお手伝いをしていただける「生
活支援員」が不足しています。地域で暮らす仲間を支える
ことに、ご理解ご協力をお願いします。
　なお、生活支援員になっていただくためには、京都市社
会福祉協議会が実施する研修を受講することが必要で
す。まずは、北区社会福祉協議会までご連絡ください。 　

社会福祉協議会からのおしらせ社会福祉協議会からのおしらせ ２．「おれんじサロン　てんきにな～れ」 
　「認知症かな？」「最近物忘れがひどくなってきたな。」な
ど、悩みのある方やご家族の方が集えるようにサロンを開
催しています。
　どなたでも気軽にご参加ください。 

◆日　時　毎月第2金曜日午後1時30分～午後4時
（この時間ならいつでもOK） 
◆場　所　てんきにな～れ（北区紫野門前町39） 
◆主　催　北区地域福祉推進委員会／鳳徳社会福祉
協議会／てんきにな～れ 
◆参加費　無料（コーヒー等飲み物代は必要。） 　 　 
◆問合せ　北区社会福祉協議会
　　電話４４１－１９００／ＦＡＸ　４４１－８９４１ 　　
　　メール　info@kitaku-syakyo-kyoyo.jp 　 

＜私の育バア　ダイエット法＞　娘の出産の為に、娘二
人と孫三人が滞在中。家事と育児に大わらわで、念願の
体重にまで減量！　やつれてるかも（笑）

社会福祉士ケアマネジャー池田 世子 浪江  恵

小畑  智子　センター長／保健師

園家  佳都子　主任ケアマネジャー

加藤  礼子　事 務ケアマネジャー

藤田  光里　社会福祉士小林  舞見　看護師

山田  沙希　社会福祉士

渡邉  泰三

　

私の◯◯法（健康・美容）職員紹介

＜入浴後寒風マッサージ＞　冬からずっと寒風マッサー
ジをしています。おかげで1年中風邪をひきません。夏か
ら冷たいタイルでマッサージ！今から冬の為に継続してく
ださい。

＜早朝ウォーキング＞　朝の６時前から約１時間、近
所の山道を歩いています。冬はその時間真っ暗ですが、
春 は桜、夏はセミの声、秋は紅葉と四季の変化も楽しめ
て気持ちが良いです♪

＜猫背改善法＞　猫背が気になる今日この頃。Body 
Make Seatなるグッズを購入して職場に持ち込みました
が、良い姿勢って結構疲れる…。結構高かったんだけど
なコレ。

＜パワーの源＞　先月、徳永英明さんのコンサート♪
へ、偶然出会った70代の東京から来られたファンの方
から色々話を聞きパワーを貰い、生歌に癒されダブルで
パワー注入！！

＜私の息抜き法＞　日中は家事、育児でﾃﾚﾋﾞをゆっく
り見られないので夜な夜な録画したものを見ています。
寝るのが遅くなり翌日に疲れが。息抜きになってな
い？！

＜毎晩夕食後に30分のストレッチ＞　どうも最近足が
つったり痒かったり・・で不安アップ！ネット情報で有効
なストレッチ体操をTV観ながらの「ながら体操」、果たし
て効果はあるのやら？？？

ケアマネジャー門野  ひろみ

「おれんじサロン

てんきにな～れ」

の様子 

＜早寝、早起き＞　次男が小学校入学したのを機に、
早寝早起き生活に切り替えました。残る家事は夫に任
せ、子供と一緒に早々寝て6時過ぎに起きます。朝のイラ
イラも減りました！

＜自分へのスポ根注入法＞　及ばずながら息子が入っ
ている少年野球チームの球拾いをしています。子どもた
ちのキラキラ頑張る姿を見習い、自分のたるんだ肉体と
根性を叩きなおします。

＜至福の時間＞　去年から数十年ぶりに始めたピアノ。
大人になって音楽も分かる様になり、楽しいです。最近練
習しすぎて手の筋が痛い！毎日のお楽しみ時間です。

京都市北区大宮南山ノ前町36-1
TEL 495-6638　FAX 495-6660

紫竹学区・大宮学区・待鳳学区
当センター担当地域

URL: http://kita-hp.aoikai.net/sien.php
E-mail: shitiku@mbr.nifty.com

京都市紫竹地域包括支援センター
高齢サポート・紫竹

高齢サポート・紫竹は、大宮・紫竹・待鳳
　地域の高齢者の方々の相談窓口です。
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