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聖路加のスキルとハート

緩和ケア科

緩和ケア科
のスタッフ

お気軽にお持ちください。

聖路加の

身体的・精神的な
痛みやつらさを和らげ︑
治癒・治療をサポート

患者さんやご家族を支え︑癒しとやすらぎ︑勇気

な 痛 みのほか︑不 安 などの 精 神 的 苦 痛 も 和 ら げ︑

緩和ケアとは︑がんなどの病気からくる身体的

な特徴︒
﹁痛みなどの症状をとる方法は︑お薬が中

ン型﹁チーム﹂の３つの体制を整えているのが大き

スタッフが病室を訪れて対応するコンサルテーショ

ジ︑スピリチュアルケアなど︑お一人おひとりにと

心になりますが︑ほかにも放射 線治療やマッサー

聖路加の緩和ケア科では︑早期患者にも対応で

敏医長︶

ってより適切なケアの提供を目指しています﹂︵林章

棟﹂
︑治療を行う診療科と連携しながら緩和ケアの

きる﹁外来﹂
︑
ある程度進行した人を迎え入れる﹁病

と希望を与えることを目的とします︒

外来、病棟、他診療科と連携するチームの３体制

さまざまな疾病からくる
身体的・精神的なつらさを緩和し︑
ＱＯＬ︵生活の質︶
の高い生活と治療ができるように
患者さんとご家族を支援しています︒

《緩和ケア科》

スキルとハート
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総合病院のメリットを活かし、きめ細かなケアを

みではないでしょうか︒２００９年度は入院患者さ
んの約 ％が一時的であっても症状が緩和し︑退院
しています﹂︵中村めぐみがん看護専門看護師︶

病院を超えて広がる地域連携のネットワーク
退院後は︑緩和ケア外来に通院したり︑地域の
病院や訪問看護師の方たちと協力して在宅療養を
受けることができ︑もし具合が悪くなったときには
いつでも入院できる点も︑聖路加の大きな特徴︒
﹁これからは︑病院を超えた地域ぐるみのチーム

緩和ケアというと︑終末医療で治療行為はしな

医療が大切になってくると思います︒地域の先生

和医療を希望される方など︑求めるケアの内容も

いように誤解されている方もいらっしゃいますが︑

緩和ケア科を訪れる患者さんの多くは︑当院や

多岐にわたります︒そこで︑まずソーシャルワーカー

決して行き止まりの医療ではありません︒

たちと連携し︑患者さんを中心とした診療情報の

が窓口になり︑患者さんの現状を電話でお聞きし

﹁ 本 来 は︑痛 み があるす べての 患 者 さんに 寄 り

地域の医療機関でがん治療を受けている患者さん

た上で外来の予 約をいただき︑初診のときに︑患

添い︑治癒・治療と同時並行して行うべき診療科︒

共有化ができれば︑必要な治療をすみやかに提供

者さんやご家族の希望に添った緩和ケアを進めて

体や心が楽になることは︑病気の進行段階を問わ

︵下 表 ︶
︒痛みを和らげながら治療を進めていきた

いけるように︑今後の治療方針などを話し合います︒

ず︑治療を進める上で大きな支えになります︒患

できるようになりますから﹂︵林医長︶

﹁通常︑緩和ケア外来は︑他で何かの治療してい

者さんが﹃楽になった﹄と言ってくださることが何

いという方︑治療は十分したけれど体がつらく緩

ると︑そちらが終わったら来てくださいというとこ

よりもうれしいですね﹂︵林医長︶

外来受診の流れ

❶電話で外来予約

◀

ご家族だけが来る場合もあります。お話を伺い今後
どうするか治療方針について方向付けをします。

❸緩和ケア科医師、
看護師による面談・診察

◀

現在受診している病院の主治医の診断情報提供書や
参考になる画像データなどをお持ちいただく。

❷新患受付で手続き

◀

ソーシャルワーカーが患者さんの現状を伺った上で
緩和ケア科外来の予約、当院緩和ケア科についての
簡単なご説明。

院内他科からの紹介

30

ろが多いのですが︑聖路加の場合は︑別の科で必
要な診療を行いながら緩和ケアも続けましょうと
いう双方向性で並行した治療ができるのがメリッ
トだと思います﹂︵林医長︶
﹁入院された場合も︑総合病院ですので︑各科の
専門医︑専門性の高い看護師︑チャプレン︵病院

138 名

延患者総数

57 名

46 名

29.4 日

1,329 名

院内他科からの転入

初診患者数

326 名

平均在院日数
緩和ケアチームへの
コンサルテーション

来

棟

病

2009 年度
緩和ケア科診療実績

心理社会的
ケア

病態・疾病
管理

232 名

入院患者数

外

症状緩和

必要に応じて次回の外来受診の
予約、入院の手続きなど行います。
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牧師︶やボランティアなど︑患者さんのニーズに合
わせた対応がフレキシブルにできることが当院の強

痛みやつらさというのはご本人でな
ければわからないもの。常に患者さ
んの声に耳を傾け、処置 1 つでもご
希望を聞きながら、患者さんの安楽
につながるケアを心がけています。
（中村めぐみがん看護専門看護師）

新たな
緩和医療の
3 側面

この１０年間で 鎮 痛薬の進 歩はめざましく、モ
ルヒネ注 射の 代わりに貼り薬が 使えるように
なるなど、技術的な選択肢もとても広がりまし
た。
（林章敏医長）

楽器の演奏や歌を通して
心理的な痛みを取り除く
音楽ケアサービス
音楽を通して、患者さんの心のケアを
音楽は︑患者さんの心を癒したり︑元気にした
りする力があります︒特にがん患者さんで︑不安
が大きくご自分の感情をコントロールできなくなっ
ているような場合にも︑音楽が心の痛みを取り除
いてくれるケースも少なくありません︒
﹁最初は病棟を訪問させていただき︑療法士の立
場で患者さんと交流をもつことが第一歩です︒ドク
ターやナース︑ご家族とご相談しながら患者さん
にお声をかけ︑音楽を介して〝その人らしさ〟を支
藤マミ音楽療法士︶

えていくためのお役に立ちたいと思っています﹂︵伊
音 楽ケアサービス室はくつろいだ雰囲 気で︑ピ
アノ︑ギター︑ハープ︑打 楽器などさまざまな楽
器が揃っています︒緩和ケアでは︑音 楽療法士が

緩和ケアでは、身体的なケアと同様に

心のケアにも力を入れています。

そのひとつが音楽療法。

聖路加では音楽ケアサービス室を設け、

患者さん一人ひとりの心の状態に合わせて

音楽ケアを提供しています。
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病棟では、 音楽ボランティアによるコンサートも行われています。

音楽療法士やチャプレン（病院牧師）、ボランティア（ピンクのエプロン）を含めて、
ミーティングをすることで、情報を共有し、チームとして患者さんのケアにあたっ
ています。

曲を演奏し患者さんに聴いていただくことが多い
のですが︑時には患者さんも一緒に歌ったり演奏す
ることもあります︒
﹁ライブ演奏のよいところは︑患者さんの気分や
状態に合わせて︑リズムや曲調を変えられる点で
しょう︒ご本人よりもご家族のほうが精神的につ
らそうなときは︑患者さんに向かいながら︑ご家
族の癒しになるような演奏をします︒それができ
るのも音楽療法の利点だと思います﹂︵伊藤音楽療法士︶

緩和ケア病棟の現場から
伊藤祐子アシスタントナースマネジャー
緩和ケア病棟は患者さんの人生の最期に関わるこ
とが多い現場です︒お一人おひとりの人生のほんの
一部に関わるものとして︑それほどたくさんのこと
や劇的なことはできないと感じています︒最善を模
索し心に寄り添うことができたら幸いです︒患者さ
んがその人らしくできるだけ普段通りに日々を送る
ことができ︑ご家族やご友人たちがその様子に安心
してくださるような︑お手伝いができたらと思いま
す︒
高野真優子アシスタントナースマネジャー
同じ青空を見ても患者さんそれぞれ思うことは違
います︒いま︑どんな気持ちでいるのか︑そのよう
な気持ちになるのか︑あるいはそっとしておいて欲
しいのか︑私たちはいつもそれも知ろうとしていま
す︒
〝その人らしさ〟に寄り添うためには︑
〝その人〟
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を知ることが大切で︑患者さんやご家族と触れ合う
ひと時ひと時に︑常にそれを探しています︒

演奏中、患者さんやご家族が
感情を爆発されたりすること
もありますが、音楽療法では
ストレートな感情の発散も目
的のひとつ。やりがいを感じ
る瞬間です。
（伊藤マミ音楽療法士）

●●●● 季節の Dr's アドバイス

ヒートアイランド東京の
夏を健やかに過ごす
望月俊明（救急部
熱中症にならない秘訣！
ヒートアイランド現象や地球温暖化など、近年熱ストレスの
増大が問題となっています。従来熱中症は、高温環境下での労

医員）

表１熱中症のレベルと症状

重症度Ⅰ

めまい、たちくらみがある
筋肉のこむら返りがある（痛い）

働や、運動活動で発生していましたが、最近では日常生活にお

汗をふいてもふいても出てくる

いても発生が増加していると言われております。
熱中症の症状は表１にまとめたように多様であり、症状が重
くなると生命へ危険が及ぶこともあります。しかし適切な予防
法を知っていれば熱中症は防ぐことができます。

重症度Ⅱ

頭ががんがんする（頭痛）
吐き気がする・吐く
からだがだるい（倦怠感）

熱中症予防のポイントは右記に示した 3 つです。熱中症の
発生には、気温だけでなく、湿度、風の強さなどが関与します。
これらを勘案して作られた熱中症の発生予測指標として暑さ指
数というものがあります。6 月から環境省ホームページに連日
熱中症予報が公開されていますので、情報を得ることで、危

意識がない

重症度Ⅲ

体がひきつける（麻痺）
呼びかけに対し返事がおかしい

険日には涼しい室内で過ごすこと等で対応できます。また、熱

真直ぐに歩けない・走れない

中症は梅雨明けの暑くなり始め、突然気温が上がった日などに

高い体温である

も、体が暑さになれていないため、よく起こります。この暑さ

※熱中症環境健康マニュアル 2009（環境省より）

への慣れを暑熱順化と言います。暑さへの体の適応は気候の変
化より遅れて起こりますが、日常運動をすることによっても獲
得できます。暑熱順化は運動開始数日後から起こり、2 週間程

熱中症予防の 3 つのポイント

度で完成すると言われているので、まだ涼しい季節に日頃から

◦熱中症危険日を予測する

ウォーキングなどで、汗をかく習慣を身につけておけば、夏の

◦暑さに備えた体力作り

暑さにも対抗しやすく、
熱中症にもかかりにくくなります。
「水

◦こまめに水分・塩分を補給する

分摂取は汗をかきすぎバテるのでよくない」、「水分補給はぬる
いお茶がよい」などは迷信です。体温を下げるために汗をかく

熱中症予防情報サイト

ことは重要で、汗に含まれる塩分を同時に補充することがポイ
ントです。冷たい塩水 ( 水１ℓに塩１〜２ｇ程度 ) や、スポー
ツドリンクを 100 〜 200 ㎖ / 回程度、1 時間おきくらいにこ
まめに摂取することを目安にするといいでしょう。軽度の脱水
状態では喉の渇きを自覚しないため、喉が渇く前あるいは暑い
ところに出る前から水分を補給しておくことが大切です。
正しい知識に基づく適切な予防を行い、猛暑を、熱中症にな
ることなく、快適に健やかに過ごしていきましょう。

環境省熱中症予防情報サイト

http://www.nies.go.jp/health/HeatStroke/index.html
携帯版

http://www.nies.go.jp/health/HeatStroke/kt/prev_m
enu.html
6-9 月開設

熱中症患者速報

http://www.nies.go.jp/health/HeatStroke/spot/
5-10 月開設
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DATA で見る聖路加
救急車受入れ件数・
応需率＊
東京都第 1 位

救急車受入れ件数の推移
（単位：台）

10,000
9,000

2009 年 度 に 当 院 の 救 急 部 を 受 診 さ れ た 方 は

8,000

40,000 人以上。当院では救急車の受入れを促進す

7,000

るようにしています。右のグラフにあるよう、救

6,000

急車の受入れ件数は年々増え、2009 年度には、救

5,000

急隊からの要請に対する受入れ可能件数、ならびに、

4,000

依頼総件数分の収容率（応需率＊ ）84.1％は、とも

3,000

に東京都で第 1 位となりました。

2,000

24 時間同じように医療を継続して提供し、地域の
安心感を守るため、今後とも努力してまいります。
適切な救急車のご利用をお願い致します。

9,773

9,503

7,690
6,679
5,502

1,000
0

2005
年度

2006
年度

2007
年度

2008
年度

2009
年度

※応需率＝受入れ件数÷要請件数

こ ん に ち は !!

聖路加

ルネッサンス

医療連携相談室です
4 月に総合医療相談室から名称が変更され、「医療
連携相談室」と新たに生まれ変わりました。かかりつ
け医の紹介、医療相談、がんに関する相談、他の病院
への転院相談を承っております。
また、地域のクリニックの先生からの紹介で、聖路
加での診察や入院依頼の窓口にもなっております。患
者の皆様や地域の先生方と聖路加を結ぶパイプ役とし
て、お役に立てるよう活動中です。
各種ご相談がございましたら、お気軽に本館 1 階
の医療連携相談室までお越し下さい !!

聖路加発 日本初

診療記録
管理システムを導入
1952 年、当時の院長がマサチューセッツ総合病
院を視察。診療記録管理の必要性を認め、米国留学
で学んできた職員を中心に 1956 年「診療記録管
理室」を開設、入院診療記録の中央管理を開始し、
米国の診療記録管理システムを導入しました。コン
ピュータのない時代に、
紙の診療記録を監査し病名・
手術等の情報を取出し、タイプライターを駆使して
インデックスを作成し

西口
築地駅側

医療連携相談室

タワー側
東口

S
L

て情報の検索を可能と
し、診療統計を作成す
るという「診療記録の
適正管理」と「情報の
有効活用」を実践しま
した。その後、この診
療記録管理システムは

医療連携相談室
本館１階1４番エスカレーターホール前
開室時間 平日8：30〜17：00
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日本中の病院のモデル
となり普及しました。

首の関節の柔らかさは若さのバロメーター︒
首だけ回して振り返ることができますか？

体の若々しさは︑姿勢や立ち振る舞いに現れてくるも

テーマ・講師

高齢者における熱中症

7 月 27 日（火）

）

入場無料、予約不要、どなたでも
ご自由にご参加ください。
聖路加健康講座

のです︒その代表が振り向く仕草でしょう︒
﹁○○さん﹂

（

と名前を呼ばれたとき︑若い人なら首だけ回して振り

開催日

聖路加健康講座

会場：聖路加国際病院 2 階
トイスラー記念ホール
時間：午後 6：00 〜 7：30

返ります︒それが中高年になると首が回らず上半身を

Service & Action Information

回して振り向きます︒さらに︑腰が回りにくくなると︑

足を小刻みに動かして体ごと後ろに向くため︑見た目に

も老けた印象です︒それは︑日常の動作を支える関節

の柔軟性が失われている証拠︒首がスムーズに回るかど

うかは︑いわば関節年齢のバロメーターなのです︒

私は︑首の関節を柔らかくするために︑毎日入浴中

の首の運動を欠かしません︒まず天井を見上げ︑それか

らゆっくりと下を向き︑次に耳を肩につけるように左右

に倒します︒最後は円を描くように右に左に首を大き

く回します︒この４つの動きを５回ずつ行います︒いつ

︵聖路加国際病院理事長・名誉院長︶

２０１０年７月発行 発行：聖路加国際病院 編集：聖路加国際病院広報室

でもどこでもできる簡単な運動ですが︑私は毎日続ける

号

ために入浴時の習慣にしています︒関節が柔らかくなる

第
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と肩もコリにくくなりますから︑ぜひやってみてくださ

い︒

聖路加国際病院 広報誌
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検索

聖路加国際病院の理念

This hospital is
a living organism designed to demonstrate
in convincing terms the transmuting
power of Christian love
when applied in relief of human suffering.
1933 Rudolf Bolling Teusler

キリスト教の愛の心が 人の悩みを救うために働けば
苦しみは消えて その人は生まれ変わったようになる
この偉大な愛の力を だれもがすぐわかるように
計画されてできた 生きた有機体がこの病院である

ーヒートアイランド東京の夏を健やかに過ごすコツー
救急部

望月

俊明

8 月 24 日（火）

健康な皮膚を保つための正しい知識

9 月 28 日（火）

こんな不整脈には要注意！

皮膚科

循環器内科

11 月 15 日（月）

衛藤

西原

健康講座200回記念講演
理事長 日野原

光

崇創

重明

ご寄付をいただきありがとうございました （1-3月）
病院寄付
金

1-3 月分
額

名

前
様

1,000,000 円

小川

愛子

500,000 円

井澤

麻衣子

130,000 円

伊丹

龍平

100,000 円

森川

あゆみ

50,000 円

堀口

智子

30,000 円

青田 広美 様
長谷川 善子 様

10,000 円

山下

睦

様
様
様
様

様

合計 5,970,200円（上記他匿名58件含む）

当院では、日本の医療が抱える多く
の問題に積極的に取り組むことを目的
とし、“ご寄付のお願い” のパンフレッ
トを新しく作成いたしました。
皆様からいただいたご寄付を、がんや
救急医療・小児科などの分野に役立て、
幅広い領域で地域の医療に貢献してい
ます。
ご寄付に関しましては、財務経理課
寄付係（0 3 - 5 5 5 0 - 7 0 6 3 ）まで
お問い合わせください。

聖路加国際病院

http://www.luke.or.jp

〒104-8560 東京都中央区明石町9-1
Tel.03-3541-5151（代）

