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新型コロナウイルスの勢いが止まりません。

ケアタウン小平チームも感染しないように、

感染源にならないように、しっかり感染防御

しながら活動しています。それでも従来のよ

うな活動は難しく、私たちの日常は否応なく、

コロナに翻弄されています。 

しかし、ワクチンや治療薬が開発されれば、

それは対処可能な感染症になります。必ず来

るその日を待ちながら、辛抱し、注意深く活動

を続けたいと考えています。 

そんな中、痛ましい事件が起きました。ご自

分の病状を嘆いていた筋萎縮性側索硬化症

（ALS）の女性患者さんが、本人が望んだとは

いえ、2 人の医師によって命を奪われた事件で

す。 

今回の事件を、メディアによっては、安楽死

（苦痛からの解放と言う大義名分のもとに意

図的に死を早める行為）と関連づけ、さらに

その安楽死を「積極的安楽死」や「消極的安

楽死」などと分けて解説しているところも

あります。 

しかし、積極的であろうが、消極的であろ

うが、即ち、その人に即座に死をもたらすの

か、緩やかに死をもたらすのかの違いはあ

っても、その行為自体は、その人の本来的な

命の長さを意図的に短縮する行為＝「意図

的に死を早める行為」なのですから、それら

が殺人事件として捜査される事は妥当なこ

とだと思っています。 

しかし、一方では今回亡くなられた患者さ

んのように、生きる意味や希望を見出すこと

が困難な状況の中で、日々を過ごされている

方々も少なくない、と思います。解決が難しい

状況も多々あり、どう支援すれば良いのか、 

これが正解と言える答えもないのかもしれま

せん。 

我々は、その様な人々が、その状況を生きる

ことを少しでも肯定出来るように、それらの

人々の苦しい思いに耳を傾け、その人が直面

している困難に対して、具体的な支援を行い

ながら、共にその時を歩み続けることが出来

れば、と願っています。 

そのような取り組みの基盤である緩和ケア

は、WHO の緩和ケアの定義「緩和ケアとは、

生命を脅かす病に関連する問題に直面してい

る患者とその家族の QOL を、痛みやその他の
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身体的・心理社会的・スピリチュアルな問題を

早期に見出し、的確に評価を行い対応するこ

とで苦痛を予防し和らげることを通して、向

上させるアプローチである」（2002 年）に基づ

いています。 

その目指すところは、死に直面した大変な

日々を生きる人々の心身の苦痛を可能な限り

緩和出来るように支援し、その死の時まで、自

分らしく、人間らしく生き切ることを、支援す

ることです。ですから、意図的に死を延ばすこ

ともしませんが、意図的に死を早めることも

しないのです。 

もちろん、緩和ケアは、困難の中にいる本人

のみならず、大切な方を失おうとしているご

家族や、喪失の悲しみにくれるご遺族への支

援も行います。 

ケアタウン小平チームは、上記、WHO の定

義を共通の基盤とすることに価値をおいて 

活動する多職種チームです。我々の活動は 

地域の皆様との協働抜きには、実りあるもの

にはなりません。皆様にも是非、我々のチーム

の一員になっていただき、共に、この困難な時

代を生きていこうではありませんか。 

認定 NPO 法人コミュニティケアリンク 

東京も、新型コロナの影響で厳しい運営を迫

られておりますが、めげずに前進したいと考

えています。今後ともご支援、ご協力をお願

いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緩和ケアは… 

・痛みやその他のつらい症状を和らげる 

・生命を肯定し、死にゆくことを自然な過程と捉える 

・死を早めようとしたり遅らせようとしたりするものではない 

・心理的およびスピリチュアルなケアを含む 

・患者が最期までできる限り能動的に生きられるように支援する体制を提供する 

・患者の病の間も死別後も、家族が対処していけるように支援する体制を提供する 

・患者と家族のニーズに応えるためにチームアプローチを活用し、必要に応じて死別後のカウンセリ

ングも行う 

・ＱＯＬを高める。さらに、病の経過にも良い影響を及ぼす可能性がある 

・病の早い時期から化学療法や放射線療法などの生存期間の延長を意図して行われる治療と組み合わ

せて適応でき、つらい合併症をよりよく理解し対処するための精査も含む 

[日本語定訳：2018 年 6 月 緩和ケア関連団体会議作成 ] 

ＮＰＯ法人日本ホスピス緩和ケア協会ＨＰより 

ＷＨＯ（世界保健機関）の定義する緩和ケア 

緩和ケアとは、生命を脅かす病に関連する問題に直面している患者とその家族のＱＯＬを、 

痛みやその他の身体的・心理社会的・スピリチュアルな問題を早期に見出し的確に評価を

行い対応することで、苦痛を予防し和らげることを通して向上させるアプローチである。 

ねほり・はほり・ふかぼり Vol.2 

ぼく、誰かに質問されて

も全部言えないなぁ…。 

覚えとこうっと。 

https://hpcj.org/what/kanwa_kaigi.html
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今年の 10 月で開設 16 年目になります。こ

の間に東日本大震災や多くの自然災害があり

ましたが、今年は豪雨による甚大な被害と新

型コロナウイルスが重なり大変な状況となっ

ています。 

2019年はラグビーワールドカップが強豪国

以外の日本で初めて開催され、ラグビーが大

好きな私は幸せな日々を過ごしていました。

夏には東京オリンピックがあるとワクワクし

ていたのに、まさか全世界が今までの生活か

ら一変するとは誰が予想できたでしょう。 

新型コロナウイルスによる影響は、医療や

介護の現場でも大きく、私たち一人ひとりも

「自分が感染させてはいけない」「もしかして

感染してしまったら」と不安を抱えながら、

日々緊張感を持って仕事をしています。そし

て、感染者を受け入れている病院の過酷な現

状には、同じ医療者として胸が痛く頭が下が

る思いです。病院や施設では感染予防対策で

面会制限を行っていますが、これも仕方のな

いことだと十分に理解しています。 

しかし、在宅では、大切な人と十分な時間を

持てないまま最期を迎えることになるかもし

れない家族の苦悩に直面することがあります。

「このまま会えずに亡くなってしまったら悔

いが残る。何とか退院させて母と一緒に過ご

したい」と訪問診療と訪問看護を希望してき

た娘さん。また、「半年会っていない妹にゆっ

くり会わせてあげられなくなるなんて」と、入

院に心が揺れた家族。私たちは、利用者と家族

の思いに添って、在宅療養の現場をしっかり

と支えていく役割であることを再認識してい

るこの頃です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

訪問看護では慢性疾患で10年以上訪問して

いる人や、がんと診断された時にいきなり余

命1～2か月と言われて途方に暮れている人な

ど、様々な疾患や背景を持つ人に訪問してい

ます。それぞれに、その時々に大切なポイント

があり、それを的確に判断して必要な時に必

要な方法で利用者と家族を支援していかなけ

ればいけません。基本的には一人で訪問に行

くのでスタッフ一人ひとりの力量や感性、柔

軟性が試される部分が大きいかと思います。

訪問看護の楽しさとやりがいでもあるのです

が、一人の力は限られています。責任を感じて

抱え込む必要はありません。むしろスタッフ

間のサポートが必要です。そして医師やケア

マネージャーや多職種と連携を取りながらチ

ームケアを行わなければ、良い
・ ・

ケアは生まれ

ません。これは、在宅で数多くの看取りを可能

にするために最も重要なことの一つです。 

利用者や家族にとって大切な人との別れは

とても辛いことです。しかし、それが避けられ

ない状況であるならば、少しでも悔いがなく

穏やかな最期であってほしいと願い訪問して

います。 

これからも利用者・家族、チームでのコミ

ュニケーションを大切にしながらより良いケ

アを目指していきます。今まで、多くの人と

の出会いと別れがありましたが、すべてが私

たちにとって貴重な財産です。新型コロナへ

の不安もいっぱいですが、ワンチームで乗り

越えていきたいと思っています。今後とも 

ケアタウン小平をよろしくお願いいたします。 

訪問看護日誌 15 ～“チームケア”どんなときも変わらない、在宅看取りのために大切なこと～ 

ケアタウン小平訪問看護ステーション 所長 蛭田 みどり 

 

10 月 16日より所長が交代します 

現 蛭田みどり（勤務は継続） 

新 近藤百合子 

宮本 
(9 月より新入) 

蛭田  近藤  

青木  

中川  
奥村  

野村  

小島 
(旧姓木野) 

林  小西  水野谷  

スタッフと共に、力を合わせてがんば

ります。よろしくお願いします。 
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「おはようございます。ケアタウン小平の 

松本です」 

私の仕事は、このお迎えの電話から始まり

ます。明るく元気に、かつ品位を損なうこと

のない、相手が「早くデイサービスに行きた

いな」と思う声で語りかけます。雨や風の日、

前回体調不良でお休みだった方へなど、場面

に合わせ微妙にトーンを変えています。  

この電話対応は、前職の金融機関で習得し

たものです。悪いことばかりではなかったも

のの、自らの利益や相手の財産だけを見、数

字に追われる仕事に、心身共に疲弊し、退職

の道を選びました。 

親が弱り始めたのもこの頃でした。その後、

父をホスピスで、母は、自宅での介護生活の

後、最期は療養型病院で看取りました。振り

返ると、介護中、家族は様々な決断を迫られ

ました。その都度、姉と相談し、ベストな選

択をしてきたはずなのに、果たしてそれが本

当に良かったのか、やり場のない気持ちを抱

えている時に、ケアタウン小平での仕事を頂

きました。 

親の介護しか経験のない私でしたが、運転

歴が長く、土地勘があるため、即ドライバー

として独り立ちしました。一週間程の研修の

最後に「ドライバーは、単に人を運ぶだけで

はない」と沼尻主任に言われました。時間厳

守・安全運転はもとより、それプラスαの何

かを模索しながら、デイサービスでの仕事が

本格的にスタートしました。 

A さんは「ああ、今日も楽しかった。どう

もありがとう」と言い、私の手を握り、頭を

撫でつつ降車していきました。A さんに手を

振りながら「自分の親を通所させたい」と思

うデイサービスのドライバーになろうと決め

ました。 

B さんは、いつものルートではなく、その

先の「梅が見たい」とおっしゃいます。車中

の僅かな時間が、花を愛で、季節の移り変わ

りを知る機会なのだと知り、以来、他の方も

時間の許す限り、花の綺麗な道を通ります。 

そして、歌を唄うのが大好きな C さんは、

献身的に介護されている奥様への感謝の気持

ちが、会話の端々から窺えます。C さんの誕

生会で、そのことをメッセージカードに書き

お渡ししました。C さんの目が少し赤く潤ん

だ気がしました。何より奥様が大変喜び、近

所の方や遠方のご親戚にまでそのカードを読

んでくださり、C さんの姉兄弟が「良いデイ

サービスだね」と言ってくださったと伺いま

した。 

私が目指していた杓子定規ではない介護に、

ようやく辿り着いた気がしました。 

経済評論家であった父が、生涯かけて研究

し続けた詩人 堀口大學氏に書いて頂いた色

紙があります。 

「花は色 人はこころ 幼き日の松本京子嬢へ」 

今日も人と共に、こころも乗せて走ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一笑懸命 15                   ケアタウン小平デイサービスセンター 

～目指しているのは、杓子定規ではない介護です～      介護士 松本
まつもと

 京子
きょうこ

 

 

 

Ｑ．錦織所長、新型コロナの下では、どのような影

響がありますか？ 

Ａ．私たちのデイサービスでも、３密を避けるため

テーブル配置を変えたり、人との接触を避けるた

めボランティア活動を休止したり、すっかり雰囲

気が変わりました。３密あってのこの仕事。最大

の予防のため工夫しなければならないことは沢山

ありますが、杓子定規にできない私たちのケアに

変わりはありません。優しく（Ｙ）笑顔でユーモ

ア（Ｙ）を持ち、お一人おひとりの気持ちに寄り

添える（Ｙ）デイサービスでありたいと思います。

３つの（Ｙ）で頑張ります！ 

林 

錦織 

沼尻 

 

高橋 

 
篠塚 

 

松本 
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こんにちは。ケアマネジメントセンターの

清水です。私はここで介護支援専門員（ケアマ

ネジャー）をしています。ケアマネジメントセ

ンターは令和 2 年 11 月で 8 年目を迎えます。 

今年も「ケアタウン小平だより」掲載文執筆

依頼が中川事務長よりありました。 

事業所は私一人だけなので、今年も私の 

拙い文章を寄稿させていただきます。 

 

昨年 2019 年は「ラグビーワールドカップ」

で日本代表が並み居るアイルランド、スコッ

トランドなどの強豪を打ち破って史上初の 

ベスト 8 の大活躍をしました。多くの人たち

は歓喜・興奮しました（もちろん私も）。もの

すごい盛り上がりで日本代表のスローガン

「ONE TEAM」は流行語となるほどでした。今年

は、この盛り上がりと勢いのまま「ＴＯＫＹＯ

２０２０」オリンピックが大成功すると期待

していましたが、まさかのオリンピック延期

…「コロナ２０２０」に変わってしまいました。 

 

新型コロナウイルスのため、今まで普通に

過ごしていた日常生活が過ごせなくなり、多

くの制限・制約・自粛の生活になってしまいま

した。もう以前の生活には戻れないという人

たちもいます。私は以前の生活に戻ることを

切に願っています。 

このような中、私たち「ケアタウン小平」は

今まで同様、引き続いて「あなたらしさを支え

ます」のスローガンの元で地域に根差した（密

着した）活動をおこなっていこうと「試行錯誤」

しています。 

…「試行錯誤」←気づかれましたか？ 表題

に引っ掛けてみました（笑） 

ケアマネジメントセンターは、要介護認定

を受けた方たちの介護保険サービスの利用な

どを支援しています。一方でクリニックや 

訪問看護、デイサービスセンターと連携する

「ケアタウン小平チーム」の一員として、  

多くのがん末期の方々をサポートしています。 

令和元年 6 月から令和 2 年 5 月までの 1 年

間にケアマネジメントセンターは 41人と契約

しました。そのうちの 35人はがん末期の方た

ちでした。残念なことに 35 人のうち 26 人が

すでにご逝去などで契約終了しています。 

数多くの治療をおこなった後、緩和ケアを

受けながら自宅で過ごす期間が、4～5 年前と

比べると短くなっているように感じています。

これは医療の進歩によるものなのかもしれま

せん。QOL（生活の質）を考えると私はすこし

残念に感じています。 

人それぞれ考えや思いは異なり十人十色と

言われます。私たちは、これからもあなたらし

さを支えていきたいと思っています。 

今後とも「ケアタウン小平チーム」の応援を

宜しくお願いいたします。 

 

 

試行錯誤 6                  ケアタウン小平ケアマネジメントセンター 

～1 年間で 26 名とのお別れがありました～    管理者・ケアマネジャー 清水 利
とし

朗
ろう

 

 

ねほり・はほり・ふかぼり 

【転ばぬ先の福祉用具】 

Ｑ．清水さん、よく福祉用具の手配をしてい

るけど、福祉用具でよく手配するもの

は？ 

Ａ．介護用ベッドを手配することが多いです。

具合が悪くなってからではなく、それが

予測される時に提案・導入して、介護環

境の保全、介護負担軽減につなげます。 

  まさに、転ばぬ先の福祉用具です。 
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ケアタウン小平２階の食堂タヴェルナには

『ケアタウン小平の植物たち』がひっそりと

置かれています。カラー写真付き木本および

草本本文 132 葉、手作りならではの労作で、 

編著者の方の熱意が伝わってきます。 

 あるいは「ケアタウン小平だより」のバック

ナンバーを通読しますと、敷地内に元々根付

いていた桜や欅を新たな草花が彩ってきた、

と読めます。毎日のお食事もまた季節感が大

切な要素で、ケアタウン小平の花木の移ろい

から、様々な食材の「はしり」と「旬」と「名

残り」とを皆様に堪能頂ければ、と思います。 

 

 平成 25年、ユネスコ無形文化遺産に「和食 

日本人の伝統的な食文化」が登録されました。 

 90 日ごとの四季、15 日ごとの二十四節気、

5日ごとの七十二候が移り変わる風土で、 

日本人は際やかな行事食を育んできました。 

 たとえば、お馴染みのお正月のお節料理は

言葉でたのしめます。竃に注連縄を張り、休ま

せるために重箱に日持ちする料理を詰めます。 

壱の重 口取り肴（正月を代表）、弐の重 家

喜物（やきもの）、参の重 福芽煮（ふくめに）

多喜合わせ（たきあわせ）、与の重 寿の物（す

のもの）。 

食材に「ん」が着きます＝運がつく。れんこ

ん、にんじん、きんかん、きんとん、ぎんなん、

まめきんとんはいんげんで、「ん」が二つもつ

いています。 

ちなみに長持ちするのでお餅です。田作り

は豊作を、昆布は養老昆布で喜ぶ、伊達巻は綺

麗に着飾る伊達男、慈姑はくわいで蓄え、黒豆

はまめに、数の子は親がニシンで二親＝両親

を大切に、鰤は出世魚、栗は勝栗自分に勝つ、

鮭は栄、蒲鉾は初日の出、海老は脱皮して成長、

長寿の姿です。 

 一汁三菜。汁物はどの位の量が伝統か、と申

しますと 144 ㏄に決まっています。料理人の

使うお玉をお手にとられるとご了解頂けると

思います。汁物のお玉は 144㏄なのです。柄と

本体とを繋げている鋲と鋲の間が 72ccとなり

ます。汁物が 144 ㏄を基準とするのは尺貫法

に由来しています。尺貫法は人間の体が基準

で、武士の石高（こくだか）を換算する時に米を

両掌で掬い取ったのが 1合＝180cc．同様に水

を両掌で掬い取ると漏れて残った量が 8 勺＝

144㏄、というわけです。 

また、親指と人差指とを直角に開くと 15～

16㎝(一咫（いちあた）＝長さの単位）。1.5倍す

ると 23～24㎝となり、丁度良いお箸の長さで、

お箸を持つ親指の位置が一咫。地球の大きさ

が基準のメートル法より人間の感覚を基準に

した尺貫法は「和食 日本人の伝統的な食文

化」に適った基準といえます。 

 閑話休題。朝昼夕べ集いつつ 憩い語らう  

タヴェルナで 昨日も今日も明日も またおい

しいごはんはみゆき亭。 

タヴェルナでお待ち申し上げます。 Bon 

Appetit！(召し上がれ！) 

～ちょっとだけ、和食と食文化のことをお知らせします～   株式会社 みゆき亭 

調理師 森川 純
じゅん

 

森川     大村      筒井 

 

宅配食については、 ☎ 042-320-4116みゆき亭までお問合せください。 

 

野菜もしっかり タンドリーチキンのお弁当 
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ケアタウン小平の竣工からまもなく16年目

を迎えます。 

これを機に、2020 年 4 月から 6 月にかけ

て、初めての大規模修繕工事を行いました。 

内容は大きく分けて 3 つです。 

1 つ目は建物屋上の防水関連工事です。普段

は目に付かない箇所ですが、日差しや雨風に

よって劣化していた屋上の防水を改修しまし

た。工事期間中は食堂タヴェルナ周りに足場

が組まれ、多大なご迷惑をお掛けしましたが、

皆様のご協力により無事に改修することが出

来ました。 

2 つ目は赤のれんの展望風呂の壁と天井の

板の張替えです。傷みが顕著であった檜板を

新しいものに張り替えました。檜以外の材質

の提案も受けましたが、開設当初から皆様に

好まれていた「檜の香りのする展望風呂」を続

けるために檜の板を選ばせていただきました。

引き続き、檜の香りを堪能しながらお寛ぎく

ださい。 

3 つ目は木製建具の塗装です。1 階の玄関 

周り、2 階食堂タヴェルナ周りの塗装を行いま

した。 

建物に入る際の顔である玄関と中庭から見

上げた際に見える食堂の外観がきれいになり

ましたので、いつぷく荘にお住まいの皆様、 

ケアタウン小平を利用される皆様、そしてケ

アタウン小平で働く皆様に気持ちよく感じて

いただけるものと思います。 

この大規模修繕工事は、昨年夏から計画を

立てておりましたが、新型コロナウイルスの

感染拡大に伴い、計画の変更をせざるを得ま

せんでした。屋内工事の工期変更（4 月予定→

5 月末に変更）、工事の一時中断（4 月末～5 月

初旬）など、皆様には大変ご迷惑をお掛けしま

したが、無事に完了することが出来ました。 

この場をお借りして皆様のご協力に感謝申し

上げます。ありがとうございました。 

さて、ケアタウン小平も新型コロナウイル

スの影響を大きく受けております。ボラン 

ティアの皆さんの活動、中庭の開放などケア

タウン小平の特徴である地域の皆様との交流

も制限せざるを得ない状況です。 

ボランティアの皆さんの言葉・気遣い・傍に

いる安心感、中庭で遊ぶ子どもたちの笑い声

からもらえる活力は、ケアタウン小平の財産

だと改めて感じています。 

一刻も早い終息を願うとともに、皆さんが安

心して集うことが出来る日常のケアタウン小

平に早く戻ることを願ってやみません。 

 

みゆき往還 15                    株式会社 暁記念交流基金 

～ 16 年目を迎える前に、大規模修繕が終わりました ～  代表取締役社長 長谷
は せ

 公人
ま さ と

 

 
長谷公人 長谷郁子 

発行 認定 NPO法人コミュニティケアリンク東京  東京都小平市御幸町 131-5 ☎  042-321-5985 

～編集後記～ ★娘 8 才 3 年生。ドラえもんと名探偵コナンのマンガが大好き。まずい！「文字だけの本も読みなさい！」

と言っても馬耳東風。まったく！ 私が子供の時は……同じだ…。（編集 N）★コロナウイルスを吹き飛ばしそうな勢いのあ

る原稿ばかりでした。 エールを送ります。（校正 O） 

 

いつぷく荘についての詳細情報、Q&A は、ホームページに

掲載されています。ぜひご覧ください。 「ケアタウン小平 

いつぷく荘」で検索 
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 「Not doing but being」  シシリー・ソンダース （ホスピス医） 

7 月下旬、私は、4 月から全ての活動を休止して

いただいている登録ボランティアの方々に、通知

とともにこの言葉を紹介しました。ふれあいが「濃

厚接触」と言われ、語らいが「飛沫感染」と恐れら

れる。この事態は、これまで培ってきたあり方、 

日常の喪失に他なりませんでした。つい先日まで

のような活動は困難です。休止の間、様々お考え

になり活動からの卒業を告げてきたボランティア

さんもいらっしゃいました。 

遡って 6 月、休止期間中の経過報告もかね開催

したボランティアとのミーティングでは、「ご利用

者に、知らずに自分がうつしてしまうかもしれず

怖い」との思いは、皆さんに共通したものでした。

ボランティアとしての存在意義を失いかねない事

態に対して、少しでも届く言葉を探す中、冒頭の

言葉を知ったのです。 

その意味を、ボランティア活動に当てはめるな

ら、「もし、対象者に対して具体的にできる支援・

役割がなくなったとしても（限界に来たとしても）、

しかし、一人の人間として共にいることはできる」

ということです。 

 「今の自分」を受け入れてもらえることが、人間

にとって大切なことだとすれば、直接的であれ間

接的であれ、それを目指した行いやその姿は、対

象者へのメッセージになり得ると私は考えます。

これまでもきっとそうだったのです。「ふれあい」

や「語らい」が十分出来ずとも、「いる」を通じて

人を支える。そう、他者にできる最もシンプルな

行為です。そして、時に多くの忍耐を要するかも

しれません。でも、きっと相手の発信を待って、 

ボランティアさんはそれを受け止めてくださると

思います。 

この先、多くのお別れが生まれる地域社会で、

こうした言葉を拠り所に、「支える」の意味を地域

住民と育めたら幸いだなと思います。最後の答え

は相手に委ねつつも、「共にいることは支えにな

る」、この確信を共有できれば、悲観しそうな場面

でも、踏み留まれる力となるかもしれません。 

私たちが今後踏み出す一歩一歩は、未知の領域で

す。でも、私たちが歩くその後には、その道を歩こ

うとする、新た
・ ・

な
・

人たちがきっと出てくるはずです。

先人の次の言葉を力に、前進します！

『 「危機」とは、危険でもあり、機会（チャンス）でもある』   アルフォンス・デーケン 

                                                 （上智大名誉教授・日本に死生学を広めた哲学者・司祭）

地域とともに歩むための ホスピスケア先人のことば   NPO事務局 中川 稔
とし

進
のぶ

 

認定 NPO 法人への、3,000 円以上の寄付・  

賛助会員費は、確定申告にて寄付金控除が 

適用されます。 
（認定有効期間：H30.7.27～R5.7.26） 

 

所得税のほか、住民税を含めると寄附金の 

最大 50％の税額控除が受けられます。 

 

☆所得税の税額控除方式なら 

（寄附金額-2,000 円）×40％＝税額控除額 

☆個人住民税 

（寄附金額-2,000 円）×10％に相当する額 

※対象寄附金額、控除額には上限があります。 

 

詳細は事務局又は国税庁ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞを確認ください。 

コミュニティケアリンク東京の活動にご協力ください 

当 NPO 法人ではよりよい活動を展開していくため、皆様か

らのご寄付をお願いしております。ご寄付をいただいた方

には「ケアタウン小平だより」等、各種活動のお知らせを

送らせていただいています。 

①郵便局からの払込の場合… 

  口座記号番号 ００１００－１－２７９４８９  

加盟者名   （特）コミュニティケアリンク東京  
※払込取扱票の通信欄に「寄付金として」とご明記 

ください。 

②銀行からのお振込の場合… 

ゆうちょ銀行  店名 〇一九店 （ゼロイチキュウ店） 

口座  当座 ・ ０２７９４８９ 

名義  特定非営利活動法人コミュニティケアリンク東京 



                                                

 

WHO定義の「緩和ケア」は，命を脅かされている患者とその家族へのケアを求めている。家族はやがて遺族に

なる。適切な家族ケアは，そのまま適切な遺族ケアにつながっていく。 

在宅では，家族は多くの時間を患者とともにする。在宅看取りともなれば，まさに死までのプロセスに寄り

添うことになる。予期悲嘆と不安に押しつぶされそうになりながら，その時を過ごすのである。 

訪問看護師の皆さんに（もちろん，すべての医師や看護師の皆さんにも），ソンダース女史の次の言葉を    

エールを込めて贈りたい。 

「人がいかに死ぬかということは，残される家族の記憶の中にとどまり続ける。私たちは，最後の苦痛の  

性質と，その対処について，十分に知る必要がある。最後の数時間に起こったことが，残された家族の心の癒

しにも，悲嘆の回復の妨げにもなる」              （ケアタウン小平クリニック 山崎章郎） 



                                                

 

 

２つの漫画は、医学専門誌 『緩和ケア』（青海社 隔月刊）の 2019年 7月号、2020年 7月号に

掲載されたものの一部です。 

ケアタウン小平クリニック 相河 明規（あきのり）医師が、同誌にて絶賛連載中です 


