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相談室だより

みなさんに寄り添い声を聴き一緒に悩む。そんな医師会を目指します。 安中市医師会

「人生の最終段階における意志決定」ってどういうもの？
～「もしバナゲーム」で、体験してみよう～

講師 特別養護老人ホームなゆた 副施設長 内村英徳氏

7/16
第2回

ACP研修会
於：安中市役所305会議室 19：00～20：30 参加者35名

今回の研修は
いかがでしたか？

ある 80.6％

ない 19.4％

実施でき
ている

27％

実施できていない
50％

わから
ない
23％

・自分と向き合う機会になった。利用者様にどう利用できるか実践方法を見つけていきたい。
・ACPの実践については本人の意思ではなく家族の意思になっていることが多い。
・死ぬことは、生きる事と考えた。
・他の人の経験や思いや意見を聞け、違った見方を知ることができた。
・自分の望んでいることが分かった。改めて大事なことに気づきました。
・自分、他の参加者様の価値観の違いに触れ、大変参考になりました。

意志決定支援をスムーズに行うために、
どのような事が必要だと思いますか？

◆コミュニケーションスキル（本人・家族と支援者）
◆本人の想いなどを支援者側で共有できるような仕組み
◆人生についての振り返りができるツール
（エンディングノートなど） 《一部意見のみ》

8/8 課題抽出のための意見交換会
（安中市栄養士会）

8/16 ケアマネカフェ

MCS教室
（ 7/10 9/3 )

満足
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大変満足
56.7％

ご
意
見
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昨年度、様々な職種の方にご協
力いただいてご意見を伺ってきた、
『課題抽出のための意見交換会』
今年度1回目は「安中市栄養士
会」さんにご協力いただき、お話を
伺いました。

日頃の業務の中で「人生の最終段階の医療・ケアについての意志決定支
援」を行うべき必要があると思う機会に遭遇することはありますか？

情報伝達の際に、「食べられる」「食べら
れない」の評価や、食形態の情報等につい
て、ズレていると感じることが多い。
という具体的なご意見が。皆さんの患者さん、利用者
さんに関して、そのような事例はありますか？

ナーシングホーム
あい誉さんにて開催
施設見学もさせていただきました。
思いがけず、利用者さんやご
家族さんも交えての、落語会。

お1人様支援団
体の情報も教え
てもらいました。

一応コースごとにテーマは
ありますが・・・
新規登録から、いらっしゃっ
た方のお悩み解決まで。
のんびりとやってます。

MCS、使ってみると便利ですよ♪

次回10/18（金）
うららくにて

リハ職さんのお話
が聞ける会を予定
しています。



＜ミニレクチャー＞
7月「腹腔鏡術・

中心静脈栄養について」
8月「熱中症について」
9月「レジオネラ肺炎について」

訪問看護師さんより
「気管カニューレが抜けた場合
の対処方法」について、医師に
質問がありました。

子どもは抜けやすいので、目の
前で抜けたら入れるしかない。
でもその時にはやはり、不安は
つきまといます。「その場」に居
合わせた場合の最善策を探る。
そんな機会としても連携会議は
利用できるんですね。

＜レクチャー＞

『人生の最終段階における医
療・ケアの決定プロセス』につ
いて

＜グループディスカッション＞

ガイドラインに対応するために。
ACPについて同職種にて意見
交換を行いました。

「意思決定支援をする時間が
取れない」「エンディングノート、
縁起が悪いからといわれ病院
からは薦められない」「聞き出
す時期が難しい、誰が聞くのか
も難しい」「認知症状のある方
の意思確認は、、、」

などなど、関わるタイミングが
違えば、悩むところも違います。
そしてやはり、きっかけが難しい
ですね。

松井田圏域連携会議
（隔月第4土曜 松井田病院にて）

強化型在宅療養支援診療所
病院カンファレンス
地域包括ケア会議

（毎月第1月曜 須藤病院にて）

安中市原市圏域地域連携会議
（毎月第2月曜 碓氷病院にて）

松井田圏域 安中圏域原市圏域

＜ミニレクチャー＞
7月「認知症初期
集中支援チームについて」

8月「特別養護老人ホーム
なゆたについて」

9月「介護医療院について」
＜グループディスカッション＞
7月「認知症の困難事例」
8月「ハラスメントについて」
9月「看取りについて」

認知症について、地域が怖がった
り、本人の発言を鵜呑みにした家
族からのクレームが施設に届いた
り。「認知症」そのものへの対応に
不慣れなケースが多いようです。
認知症対応型の「地域」。どのよ
うなものでしょうか？

看取りについて、ACPはやはり「そ
ろそろですよ」と言うようで、きっか
けが難しいという声がありました。

「ゆいまーる」とは、沖縄の方言で「助け合う」「共同作業」「一緒に頑張ろう」という、共に栄えようという思いを込めた、他者への呼びかけであり、
人間の絆を意味する言葉です。

ゆいまーる
地域情報

安中市医師会にできることは、
「医療」で「地域」を支える事！

だから、
『在宅医療』を推進します！

在宅医療の対象者
を支える皆さん

◆家族・地域の方々
◆医療・介護専門職の皆さん
◆入所系施設の職員の皆さん

『安中市はいったいどのような想いでいるのかわから
ない』、『そもそも相談室ってなんで作ったの？何して
るの？』そんな声をいただくたびに、ずっと迷い、暗中
模索を続けていた「目指す姿」について、安中市と医
師会との意見交換会を行いました。「目指す姿」は難し
かったのですが・・・今更ですが、想いを再確認すること
ができました。

●よりスムーズにつながる！を
考え、実現するために。
● 困った！に寄り添うために。
「在宅」「医療」について困ったら、お気軽に
お声がけ下さい。 在宅医療相談室あんなか

在宅医療の対象者
（保険診療上の定義）

◆在宅で療養を行っている
患者であって

◆疾病、傷病のために通院
による療養が困難な者

『在宅医療』を提供することで、「ここにい
たい。みんなと一緒にいたい。自分らしく生
きたい！」を出来る限り支えていきます。

「在宅医療」を行うには、必ず支
える皆さんの力が必要になります。
双方向のやり取りが必要です。

そもそも、支える皆
さんの力が無ければ、
「在宅医療の対象
者」になることは難
しいんです！！

「在宅医療介護連携推進事業の今後について」
意見交換会 R1.9.19 安中市役所&安中市医師会



やがて迎える「死」というゴールに向かって、
寄り添い方・⽀え⽅を考える。

シリーズ
看取りケア

Ⅰ 残された時間、これからの変化を知りたい
Ⅱ 本人の苦しみ、想いがわからない
Ⅲ どうやって接したらいいのかわからない
Ⅳ これでいいのか、よかったのか、わからない

「遺族調査より 家族の声」

在宅医療

家族Ⅲ
つらい・痛いのは本人。自分はどうしたらいい？
つらさ（痛み・苦しみ）との関わり方

直接的な痛み、だるさ、息苦しさ、動き辛さ等

医療者は患者さんの現状をしっかり把握し、発生
する可能性のある症状を予測・準備します。

痛みや辛さを我慢せずに伝えてもらうことで、医
療行為により対処できる場合がたくさんあります。
支援者皆で、伝えやすい環境を整えましょう。

経済的問題、環境の変化による問題から生じる
痛みのこと

支援者は（経済面）使える制度の整理と情報の
提供（環境の変化）社会での役割などを把握し
適切なコミュニケーションを図ることで心配事に
寄り添い、本人の不安を和らげられるようにしま
しょう。

病状に対する、不安や怒り、孤独感、恐れ等の
精神的な痛み

精神的な痛みが増大すると身体的苦痛に発展
することがあります。病気に対する心理的不安
で苦しんでいる場合と、うつ病等の精神症状が
発生し薬物療法を含め専門的な対応が必要に
なる場合とがあります。支援者皆で変化に敏感
に気付ける体制を整えましょう。

病気になったことで生じた絶望感、不公平感など
の痛みのこと

本人が辛さの「意味」を見出すことができるよう、
支えていきます。

自己の存在と意味が失われた事に由来する苦
悩（無意味、無目的、無価値など）であると言わ
れます。それらに対するケア方法に明確な答えは
ありません。本人と正面から向き合い、自分がで
きることを、手探りの状態で行っていくしかありま
せん。

トータルペイン（全人的苦痛）
「痛み」は複雑で、それぞれの苦痛が関係し合っています。同じ痛みでも不安や抑うつが強
ければ、痛みをより強く感じやすくなることが様々な研究で分かっています。痛みをトータル
ペインの概念でとらえ、医療者・支援者が心理面のサポートと身体的な痛みの治療を同時に行
うことが大切です。

身体的苦痛 社会的苦痛

精神的苦痛

スピリチュアルペイン

お腹が張って、
苦しくて・・・

仕事休んで収入もないのに、
医療費もかかる。家族に迷
惑かけて申し訳ない・・・

暗い中に独りだと思うと、
怖くて怖くて・・・

こんな病気になってしまって、人に頼らない
とトイレにも行けない。治らないなら
何のために生きているんだろう・・・

「症状」に伴う訴えは、医療行為やケア
によって「緩和」することができます。
本人が感じる痛み、辛さ、苦しみなどを、
我慢せずに吐露できる環境を整えるが事
が大切です。
「症状」に気づいた・訴えを聞いた場合
には、支援者皆で共有し、適切なケアに
つながるようにしましょう。
支援者は、本人の辛さを理解すること

はできませんが、「理解者」になること
はできます。

患者：○○なんです。
医師：○○なんですね～
という繰り返しから、
「理解者」としてのコ
ミュニケーションは
はじまります。

【参考URL】
一般社団法人
エンドオブ
ライフケア協会
https://endoflifecare.or.jp/

OPTIM
「緩和ケア普及
のための地域
プロジェクト」
http://gankanwa.umin.jp/in
dex.html



今後の予定
10月 11月 12月

2日(水)19:00～
『MCS教室②』
安中市医師会館

18日(金)13:30～
『ケアマネカフェ』

本多病院・うららく

６日(水)19:00～
『MCS教室③』
安中市医師会館

14日(木)13:30～
『自立支援型地域ケア会議』

安中市役所305会議室

15日(金)13:30～
『病院・ケアマネ合同会議』

安中市役所305会議室

23日(土）
『第16回ケアマネジメント
群馬フォーラムin西毛』
磯部ガーデン

RUN伴+ぐんま
【16日：松井田ルート】
松井田支所～安中市役所
【17日：安中ルート】
安中総合高校～高崎市役所
【18日：高崎ルート】
高崎市役所～群馬県庁

事業所でのイベントや公開の研修会等の情報がありましたら、
相談室までお知らせください。 次号はR2.1月に発行予定です。

相談室より

市民公開講座のご案内

12月21日(土) 安中市松井田文化会館
14：00～開演（13：30受付開始）

知れば怖くない『認知症』

～専門職と家族が語る

認知症の最前線～

群馬県認知症ケア研究の最前線のお二人
山口晴保先生と山口智晴先生の親子共演

「なるのが不安」「介護が大変」そんな思
いを逆転させるお話をお届けします。

講演後は、市内認知症カフェを主催する
方々とのパネルディスカッションにて、
実際の困り事、地域で支えるためにできる
こと、そんなお話をしていきます。

利用者さんやご家族、ご近所の方々、そし
て医療介護従事者の皆様も！！

お誘いあわせの上、
ぜひご参加ください。

←ﾒｰﾙは
こちら

5日(木)19:00～
多職種連携研修会

『地域診断
我が圏域を語ろう！』

安中市役所305会議室

14日(土)13:30～
『ケアマネカフェ』
ケアホームえにし

21日(土)14:00～
安中市医師会主催
市民公開講座

『知れば怖くない「認知症」
～専門職と家族が語る

認知症の最前線～ 』
安中市松井田文化会館

大ホール

MCS施設管理者の皆様へお願い☆

現在MCSに新規登録をされる際に、所属
となる「施設」を検索すると、

【同じような名前・少し違った名前で登録
されている同施設が多数ある】

という状況が多数みられています。さらに、
どの施設が現在使われているのか、管理者
としてどのアドレスが登録されているのか
が、わからない状態となっています。

例）○○病院で検索すると
1、医療法人△△会 ○○病院
2、○○病院
3、△△会 ○○病院 がでてくる。

そのため、利用者登録を行った際、施設管
理者への認証依頼が届かず、「所属無し」
となっている方が多数発生してしまってい
ます。施設について一度整理をしようと、
現在管理企業と調整しております。現在利
用している施設が1～3のどれなのかを判別
するため、施設管理者となっている皆様は、
お手数ですが下記の作業をお願いいたしま
す。

施設プロフィール⇒編集⇒

施設名の最後に☆を入力⇒更新
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