
NPO 法人緩和ケアサポートグループ （ＰＣＳＧ）
PCSG レター  No. ８ (2012 年 3 月）

☆ 2012 年 4 月中旬まで
　〒 169-0051 東京都新宿区西早稲田 3 ‐ 12 ‐ 2 　伊澤ビル 4-D
　電話 /FAX：03-6318-5184

☆ 4 月中旬より
　〒 203-0053 東京都東久留米市本町 2-2-5 サンクレスト 103

　（東久留米白十字訪問看護ステーションの分室）　

　電話 /FAX 番号は決まり次第お知らせ致します。

　Email: npopcsg@ac.auone-net.jp
　http://www.kanwacare.com/河からのご挨拶
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　皆様何十年ぶりという寒い冬をいかがお過ごしでし

たか。ようやく沈丁花や梅の花がちらほら咲き始め、

春が来るよと教えてくれています。  

　3 月 11 日前後には多くのメディアが追悼、特集のプ

ログラムを組んでいました。1 年間忘れることはなかっ

たけれど時の霞がかかっていた記憶が再び立ち現れま

した。お一人お一人の悲しみも苦しみも、生活の困難

も継続しているという事実が迫りました。喪失の悲し

みを抱きながら「亡くなった家族や友の分も生きる。

それが使命」と語られる方々の、そこまでに至る日々

を思うと胸が熱くなります。思い続け、祈り続けるこ

とを私たちのつとめとすることをもう一度確認した数

日間でした。

  さて、今回のレターでは、本 NPO 法人が新たな歩み

を始めることをお知らせいたします。3 月 4 日に開催

された臨時総会で東久留米市への事務所移転が決まり

ました。報告をお読みください。昨年 9 月に実施した

「‘ 暮らしの保健室 ’ 訪問」の記録は、私たちの今後の

指針となる活動の紹介となっています。

　新しい場所でどんな方々と出会い、どのような時間、

空間を開いていけるか楽しみです。

　今後とも応援のほど、どうぞよろしくお願い申し上

げます。

事務所を移転します　

　現在、西早稲田にある事務所を、東京都東久留米市

本町２－２－５ サンクレスト１０３（東久留米白十字

訪問看護ステーションの分室　西武池袋線東久留米駅

西口から徒歩５分）に移転します。

〜移転経緯〜

■現在の西早稲田の事務所は、2006 年に河（現 理事長）

が活動拠点として賃貸した部屋を、NPO 法人設立後

利用してきたものです。東京大学学生との研究活動

を行う関係で東大からの利便性のある場所に設置し

ました。 しかし６年近く経過した現在、それら共同

研究活動は終了しており、西早稲田に拠点をおく必

要はなくなっています。

■ 2010 年 10 月から三菱財団の助成により「在宅療

養者と家族に開かれた相談・くつろぎの場の創生」

を目指す活動に取り組んでおります。 最初の試みと

事務所新住所地図
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暮らしの保健室　訪問記

　2011 年 9 月 26 日、 河

正子代表および暁交流基金

の長谷方人氏と共に、この

7 月 1 日にオープンしたば

かりの「暮らしの保健室」

を訪問見学した。これは、

秋山正子氏が代表取締役を

務める（株）ケアーズ　白

十字訪問看護ステーション

が経営する。メトロ東新宿

駅から徒歩 5 分ほどの戸

山ハイツ１階商店街の中程

にある。戸山ハイツは約

7,000 人が暮らす大きな

団地であるが、高齢化率

がここ 5 年ほどで急上昇

し、現在 48%で独居高齢

者も増えている。秋山氏

は 1992 年から新宿区で

訪問看護に携わっており、

住み慣れた場所で過ごす

には、健康上の不安や医

療・福祉・介護制度につ

いて気軽に（‘ ふらっと ’）

相談ができる場所が必要

と考えておられた。モデルは英国各地で展開されてい

る、がん患者の相談施設「マギーズセンター」の取り

組みである（同センターは建設中を含め 8 カ所）。そん

な思いを新宿でのシンポジウムで訴えたところ、この

商店街の元本屋さんから「10 年来の空き店舗をお貸し

しましょう」と申し出があった。その結果、2011 年

度厚生労働省在宅医療連携拠点事業に選ばれ、暮らし

の保健室および「マギーズジャパン準備室」として実

現した。

‘ 住みなれたまちで　すこやかに　暮らしつづける　あ

なたを応援する ’ 暮らしの保健室について、事務局の

田中順子さんのお話や頂いた資料を参考にご紹介した

い。

■基本姿勢：‘ お茶を飲みながらゆったりすごせる　地

域のみなさまに開かれた場所 ’［‘　’ 内の言葉はパン

フレットから］　

■施設のハード面：広さは 70 平方メートル、外観も

内部も木の香がみち、静かでリラックスできる空間。

設計者のご両親は秋山さんの訪問看護を受けておら

れた。マギーズセンターを秋山さんと見学、ご自分

の介護体験と併せ建築家の視点で保健室のあるべき

姿を考え、設計されたそうである。移動ドアで全体

は大きく 3 つに分けられる。メインルームには 20 人

ほどが取り囲んで座れるテーブル（ムー

ミンのランナー）があり、作りつけのキッ

チンがある。木々のイラストが描かれた

隠し扉の向こうにスクリーンがあり講演

会や勉強会で使われる。団欒コーナーは

机をはさみ畳つきの長いすがある。片方暮らしの保健室エントランス

して、理事の中島氏が所長を務める東久留米白十字

訪問看護ステーションと協働で、同ステーションを

会場として、「ふらっとカフェ＠東久留米」を 6 回開

催してまいりました。このカフェのような機能を常

時提供するためには、事務所と活動の場が併設され

ていることが必要であり、適切な場を探しておりま

した。

■昨年 12 月、中島氏から「ステーションを近くの建

物に移す予定でいる。現在の部屋を引き払わず分室

として残した場合、NPO 法人が事務所と活動スペー

スとして利用する可能性はないか？」と打診いただ

きました。理事の河、中神、草島、稲見でメリット

とデメリットを検討し、受け入れの方向を他の理事

および監事全員に諮り、賛成を得られました。

■ 3 月 4 日に開催した臨時総会で、移転が承認されま

した。時期は 4 月中旬の予定です。

❀これまでふらっとカフェ＠東久留米を開催してきた

広い部屋です。ぜひお立ち寄りください。

暮らしの保健室メインルーム
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は上げ蓋式（資料など）、もう片方は引き出し式（ス

リッパ入れ）になっている。事務局との間も必要に

応じて分けられ相談コーナーになる。この保健室の

一番の自慢は（浴室）・トイレ部分であると田中さん

は言われる。段差はない。心おきなくストマケアな

どが行えるようになっている。メインルームとの間

の小空間に利用者用のミニベッドを入れる予定。柱

の四方が棚になっている情報コーナーには絵本もあ

るし、握力を養う布製のカエルが多く置かれている

（ボランティア製作）。窓の外にはハイツ内の緑がの

ぞめ、‘ 温もりたっぷりの空間 ’ に尽きる。

■相談の内容：暮らしの保健室オープン－月曜〜金曜  

9~17 時　詳しい日程は、準備された 2 週間分のカレ

ンダーで知ることができる。すべて無料。

＊平日13時~16時30分受付－看護師による健康相談、

がん患者さんとそのご家族の相談、入院中の方の退

院および在宅医療についての相談

＊金曜の 9 時 ~13 時受付－薬剤師による薬の飲み合わ

せの相談

＊火曜を除く平日 13 時 ~16 時 30 分受付―整膚師に

よるリラクゼーションの施術（この保健室の特色。

疲労回復・痛みの緩和に効果的、整膚師との対話が

好評とのこと）

■スタッフ：看護師 5 名、事務局 2 名、薬剤師 1 名、

整膚師 1 名、登録ボランティア 20 名

　この陣容で、上記のような相談業務の他、医療コー

ディネーター機能（病院・地域医師への橋渡し、医

師からの相談への対応も）、地域包括支援センターと

の連携、介護・福祉の情報提供（地域住民および診

療所の医師に）など。

■オープン後にしたこと：

＊熱中症についてのミニ講座

＊症例勉強会－クリニックの医師達、訪問看護師、行

政担当者（高齢者総合相談センター）、新宿区社会福

祉協議会職員などが参集

■田中順子さんの話：

　オープンから約 3 ヶ月内に約 100 人の利用者がおら

れた。また電話相談は遠方からのものも含め頻繁で

ある。健康上の不安が相談の大半を占める。とはいえ、

毎日のように来ても相談相手は医療者と限らず、来

室のニーズも違うし、相手によって相談内容も違う。

何か一つの節目を越えようとするときに不安を覚え

る方が多いという印象がある。「常に窓を開けている

こと」が大切で、そこに ‘ ふらっと ’ 立ち寄ってもら

うが基本だと思う。事務局の役割は医療者の方々と

のコラボレーションをはかること、しっ

かりした記録作りをもとに、広報的に必

要なことを発信していく、そのために土

日祝日を使う。なお、ボランティア達は

申し送りノートをつけており、ケースに

関する情報は秋山さんに伝えられる。

　もっと座っていたい、と思うほどにくつろいだ 1 時

間半であった。相談機能、情報の発信基地としての機

能など、PCSG で出来そうなことはまだささやかである。

活動拠点、人、支援の輪づくり、など「暮らしの保健室」

の取り組みに学ぶことは多かった。

突然の訪問にもかかわらず、長時間、懇切丁寧に対応

して下さった田中順子さん、接待から資料準備などし

て下さったボランティアのお二人に感謝します。

参考資料

＊「暮らしの保健室」パンフレット、カレンダー、保

健室内部・ミニ講座の写真資料ほか

＊日本経済新聞記事：命に寄り添う秋山さんに聞く　

［第 45119 号の夕刊］

＊在宅ケア 23・24：訪問看護と介護　16(8):682-283, 

16(9):764-765, 2011

＊秋山正子：在宅ケアのつながる力、医学書院、2011 年

（副代表　中神百合子）
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―ライフ・レッスン―

　ホスピス緩和ケアの発展に大きな影響を与えた「死

ぬ瞬間－死にゆく人々との対話」の著者エリザベス・

キューブラー・ロスは、晩年に病の床で、同労者デー

ヴィッド・ケスラーと共に「ライフ・レッスン」とい

う味わい深い書を著しています。その 14 のレッスン

の中から、印象に残る文章を少しずつ紹介していくコー

ナーの 6 回目です。

◆第 6 章  罪悪感のレッスン より

＊人生にはときどき大きな悲劇がおこる。しかし、そ

れはだれのせいでもない。

＊なぜ A が死に、B が生き残ったのか、その理由を問

うことは人間の範疇をこえている。それは神または

宇宙の配慮にかかわるできごとなのだ。たしかにそ

の問いには答えがないが、生じた事態に理由をみい

だすことはできる。幸か不幸か生き残った人は、生

きるために助けられた。したがって、真の問いは、

つぎのようになるはずだ。「生きるために助けられ

たとすれば、生きる覚悟はあるのか？」

＊あるていど自責の念をもつことは必要である。それ

がなければ、社会は秩序を失ってしまうだろう。た

だ、罪悪感には「そこまで」という赤信号がないこ

とが問題なのだ。わたしたちは、走っている車は自

分の車だけだとおもいこんで、罪悪感という道をど

んどん突っ走ってしまうのだ。

＊罪悪感は人生の経験の一部である。それはときに、

自分になにかが欠けていることを知らせる標識にな

る。自己の信念体系や全体性から逸脱していること

を知らせる指標にもなる。

＊罪悪感は許せない気もち、恥じる気もちといった、

その人のもっともよわい部分と結びついている。全

体のなかではごく小さなその部分が罪悪感を育み、

それを放置することが罪悪感に栄養をあたえてい

る。罪悪感をもつと人は狭量になり、低次の思考ば

かりが活発になる。そして、そのことを恥じるよう

になる。したがって、行動をおこし、だれかにしゃ

べることが解決法になる。

＊罪悪感はつねに過去から生じ、人を過去に生き続け

させるものである。罪悪感とは、現在というリアリ

ティをみないようにするための方法なのだ。

＊罪の意識を抱いているすべてのことは、浄化と許し

によって消し去ることができる。

＊自己を許し、他者を許しさえすれば、罪悪感はおの

ずから消えていく。人は罪に値するものではなく、

許しに値するものである。そのレッスンを学んだと

き、われわれはまったき自由な存在になる。



インフォメーション

◆第 7 回ケアを語り合う

　　　　‘ ふらっとカフェ ’ ＠東久留米

　日時：2012 年 4 月 21 日（土）　13:30 ～ 15:30

　場所：東久留米白十字訪問看護ステーション　分室

　　　　東京都東久留米市本町 2-2-5 サンクレスト 103

　　　　西武池袋線「東久留米」駅 西口 徒歩 5 分

　・お茶を飲みながら 自由に語り合います

　・参加費無料 （15 名くらいまでお座り頂けます）

◆ 2012 年度 NPO 法人緩和ケアサポートグループ

　　定期総会

　日時：2012 年 6 月 2 日（土）　10:00 ～ 12:00

　場所：東久留米白十字訪問看護ステーション　分室

　　　　東京都東久留米市本町 2-2-5 サンクレスト 103

　　　　西武池袋線「東久留米」駅 西口 徒歩 5 分

＜カフェに関する問い合わせ＞

■東久留米白十字訪問看護ステーション

　電話 : 042-470-7477

　FAX : 042-470-7478

■ NPO 法人緩和ケアサポートグループ

　電話 &FAX: 03-6318-5184

　（2012 年 4 月中旬まで。新住所の電話 &FAX は決ま

り次第お知らせ致します。）

編集後記
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　本年度は、事務所の移転があります。引越し作業等

で、ばたばたするかと思いますが、PCSG の活動の年間

スケジュールは、これから具体的にしていく予定です。

これからもよろしくお願いいたします。

　さて、編集後記というと、通常レターの内容にあわ

せたことを書くところなのだろうと思いつつ、スペー

スもあるので最近思ったことなどを書き綴ってみたい

と思います。

　今年になって網走で流氷を見ることができました。

昔、三浦綾子氏の氷点を読んで、ずっとみてみたいと

思っていた流氷でした。それにあわせて、ウィルタと

いう北方少数民族に関する語り部の話をきくことがで

きました。自分自身の存在が無いものとされる、低め

られる、差別という問題を私は日常の中で実感するこ

となく、痛みを覚えることなく生きてきたことを思い

ました。語り継ぐ使命を果たそうとされている語り部

の姿がこころに響き、歴史を語り継ぐこと、そしてそ

れを受けとめ、受け継ぐことの意味を考えさせられま

した。もう一つ、今年になって、知人に会うために東

北の地を訪れることができました。津波が全てを持ち

去って更地となった大地。喪失の非情と悲しみは消え

ないけれど、昔の状況を知らないと、何もないこの広

大な光景が普通に思えてしまうと知人は教えてくれま

した。

　私は忘れやすい・・・。ある記事で「忘れさせてい

く装置」は自分の内側にも外側にもあると書かれてい

ました。その通りだなと思います。自分の内側にある

装置に敏感であるために、忘れやすい私にできること

として、この場をかりて、最近私が見たこと聞いたこ

とを記しておきたいと思いました。（札幌より）


