
かとう内科並木通り診療所 2012 年 10 月                          在宅医療連携支援チーム創設講演会 講演２村松 
 

 1 

平成 24（2012）年 6月 2日（土）14:00~16:25 

於：岡山県立図書館 デジタル情報シアター 

 

在宅医療連携支援チーム創設講演会  

 

演者（発言順）： 

加藤恒夫医師 Kato Tsuneo かとう内科並木通り診療所院長 

村松静子氏 Muramatsu Seiko 在宅看護研究センターLLP 代表、看護コンサルタン

ト株式会社代表取締役、日本在宅看護システム有限会社取締役、日本赤十字九州

国際看護大学客員教授 

赤瀬佳代看護師 Akase Kayo かとう内科並木通り診療看護師長、がん性疼痛看護

認定看護師 

 

進行（森由紀子・長谷井由紀子） ただいまより「在宅医療連携支援チーム創設

講演会」を開催いたします。本日はみなさまお忙しいなか、本講演会にご参加いただ

きましてありがとうございます。司会進行を、かとう内科並木通り診療所の森由紀子

と長谷井由紀子が務めさせていただきます。 

かとう内科並木通り診療所では、新しい医療チーム「在宅医療連携支援チーム 結

（ゆい）」を結成し、平成 24 年（2012 年）７月１日から発足します。そこでは、地域

のみなさまが望まれる在宅ケアが提供できるよう、医療・福祉・介護に携わる方々へ

の支援を行ない、さらには在宅ケアの技術が向上するよう教育事業にも取り組みます。 

このたびはこういった私たちの活動を、広く地域のみなさま方にお知らせしたく、

講演会を開催させていただきます。 

本日のプログラムは初めに、かとう内科並木通り診療所院長・加藤恒夫、続いて在

宅看護研究センターLLP 代表・村松静子先生、そして最後にかとう内科並木通り診療所

看護師長・赤瀬佳代の順にお三方にご講演いただきます。なお、講演すべてが終わっ

たあとに、質疑応答の時間を設けておりますので、先生方へのご質問をまとめて受け

付けさせていただきます、ご了承ください。 

それでは最初に、「在宅医療連携支援チームと今後の在宅医療」と題して、かとう

内科並木通り診療所院長・加藤恒夫より講演していただきます。 

 

 

・・・〔加藤医師講演は別紙参照〕・・・ 
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進行（森由紀子・長谷井由紀子） 加藤院長、ありがとうございました。 

続きまして、「患者と家族を支援する看護師 メッセンジャーナース」と題して、在

宅看護研究センターLLP代表・村松静子先生よりご講演いただきます。 

村松先生のご紹介をさせていただきます。村松静子先生は、1968 年に日本赤十字中

央女子短期大学をご卒業後、筑波大学大学院教育研究科修士課程カウンセリング専攻

を修了されました。現在は在宅看護研究センターLLP の代表を務めておられます。

1983 年、在宅看護の重要性を痛感された村松先生は、日本赤十字看護大学に所属する

傍ら、業務外における訪問看護ボランティアチームを結成されました。３年間活動さ

れましたが、課外でのボランティア活動に限界を感じられ、1986 年に日本で初めて、

保健医療施設を離れて訪問看護を専門とする看護師のみの組織を設立されました。未

開拓であって在宅看護の道に進み、日本における在宅看護の基盤づくりにご尽力され

た功績が認められ、2009 年には第 31 回エイボン女性大賞を、2011 年には第 43 回フロ

ーレンス・ナイチンゲール記章を受賞されました。 

「看護は実践なくして語れない」、心に重きをおく看護の実践と理論の融合を図るべ

く、現在も在宅看護分野の第一人者としてご活躍を続けていらっしゃいます。そして

本日ご講演いただくメッセンジャーナースについては、2010 年にメッセンジャーナー

ス認定協会を設立され、現在はその活動の普及に努めておられます。 

それでは村松先生、よろしくお願いいたします。 

 

患者と家族を支援する看護師 メッセンジャーナース 

──「懸け橋になる！」2010年 10月認定協会を発足── 

 

村松静子 

 

ご紹介をありがとうございました。みなさま、こんにちは、在宅看護研究センター

LLP代表の村松と申します。 

本日、加藤先生の診療所の一メンバーとして話させていただけることは、本当に光

栄に思っております。加藤先生とは面識を得てからもう十数年になり、おつきあいさ

せていただいておりますが、本当にずっと同じ姿勢で、英国とを行き来しながら、さ

まざまに訴えられておられます。初めて加藤先生のことを知ったのは新幹線の中で雑

誌『Wedge』を読んでいるときでした。「すごい先生なんだなぁ」と写真入りの記事に

読み込まれました。お名前はうかがってはいたのですが直接お会いすることはまだな

かったので、これは早く何としてでもお会いしなければと、それからずっと十数年お

つきあいさせていただいております。また、赤瀬師長をはじめ診療所スタッフのみな
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さまともいろいろな面でお近づきさせていただいております。 

今日ここで私の考えを述べさせていただけるのは非常にありがたく存じます。今日

この会場には、新潟からメッセンジャーナースが来ておりますし、東京からも私と一

緒に一人来ており、みんなでがんばっていこうよと言っているところです。そのメッ

センジャーナースとその活動については、このあと赤瀬さんが話されるとのことです

ので、私は少し角度を変えてお伝えできたらと思って、スライドを用意してきました。

それでは本題に入らせていただきます。 

 

〈村松スライド１〉 まずメッセンジャーナース

のことについてですが、ナースは、医療者と患者さ

ん・ご家族とのその懸け橋になろうよ、ならなけれ

ばいけないんだと、私は看護師になって今年で 44 年

目になるのですが、ご家族の話をうかがいながらず

っとそう思ってきました。 

どういう名称がいいかを考えていましたら、メッ

センジャーという言葉には「使者」「天使」などの意味がある。例えば DNA にも、メッ

センジャーRNA があってさらに大きく活動していますので、私たちも年代に関係なくす

すめられるナースをつくろうよと、とにかく動く、そして、本当にその方たちが考え

ることを受け止めることができ、医療者に伝えることができる、そういうナースをつ

くっていく必要があるんじゃないか、それで初めて看護というものがみなさまに認め

てもらえるのではないか。 

「看護は実践なくして語れない」と、看護そのものについてずっと追い続けてきた

私ですので、これからも、まああまり長くはないかもしれませんが、追い続けていき

たいと思っています。〔以下、スライド番号のみ記す〕 

〈２〉 ご家族が病人を抱えますと、本当に心が揺

れるのです。 

ご本人の具合がわるくなると、ご家族の気持ちも

揺れる。痛くなると、自分も痛くなる。その双方の

気持ちを、だれが察してくれるのか。イコール薬で

はないだろう。ただ行けばいいものではないだろう

……というようなことをずっと、ずっと感じながら、

でも、なかなか思うようには進めなかった私が、いるんですが、スライド２の写真左

の方は 73 歳で、98 歳のお母さまをご自宅で看取った方です。ご本人は 94 歳まで元気

に生きられまして〔写真中央〕、今は娘さんがいらっしゃる〔写真右〕。本当にみん

な、だんだん、だんだん歳をとっていくんですね。 

加藤先生が団塊の世代だとおっしゃっていたのを伺って、私はホッとしたのですが、
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私も団塊の世代です。その団塊の世代がこれから逝くときに、もう少しきちっとした

自分たちのやれることをしていかなければならない、そんな想いでおります。 

この写真の方はナルさんというお名前です。お祖父さまがドクターだったというこ

とで、ナイチンゲールのナとルをとった。お祖父さまはナイチンゲールを非常に尊敬

しておられたそうですけれども、ナルさんという名前をつけてくださったそうです。

このナルさんも、いまは天国で聞いてくださっているだろうと私は思って、ここに写

真を使わせてもらいました。 

今から 20 年も前、ご家族が、救いを求めたいと思っているときに、どういう思いだ

ったら満足するだろうかと、アンケート調査をしたことがありました。そうしたら、

救いを求めたいと思っているときにはとにかくすぐ、どんな形であれすぐに助けてく

れる、そこでは「満足ですよ」「支えられましたよ」「役立ちましたよ」と、これ、明

らかなデータとして出ました。 

そして、救いを求めたいと思っていることを、自分が、「自分が」ですよ、解決で

きるように手助けしてくれた、例えば、非常に迷っているご家族がいた、胃ろうを入

れようか入れまいか、どうしたらいいんだろうと迷っている方が、なんとなく自分が、

入れないことにしたら、と自分が決めた、自分が解決した、そう思えたときは、「満

足ですよ」というお答えでした。 

さらに、救いを求めたいと思っているとき、必要な人びととの間を取り持ってくれ

た、これはまさにケアマネージャーさんが本来されなければいけないことですし、さ

れていることだと思いますが、これに関しては満足というよりも「支えられた」「役立

った」とのお答えでした。ある部分でいうと、「当然やっていただきたいことです」

というデータが出ました。 

〈３〉 こういうことを踏まえながら、実際にみ

なさんはこの時代にどういうことをいま考えている

のだろうか、というふうに振り返りますのに実例を

あげます。 

「化学療法から撤退したいんですよ。これが必要

だからとされたけれど、撤退したいんだ」「胃ろうを

つくるべきかどうか、迷ってるんです」「手術すべき

かどうか、迷ってるんです」 

こういう悩み、どうしたらいいの、困ったなあ、どれを選んだらいいんだろう……

こういうときにすぐに助けてくれる人、いるんでしょうか。「ほしいんです」そうい

うことです。 

入居施設で痰が絡むと、すぐに入院を勧められてしまう。最近では、胃ろうをつけ

てきてくださいという施設まで出てきています。「でも、ちょっと待ってよ。それで

本当にいいのか、私は迷ってるんです」というご家族。ご本人の想いをくんで考えた
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ときに、本当にこれでいいのか、迷ってしまう。そこに、だれがどう対応してくださ

るのか。 

また、「病院の医師や看護師との対応が難しくて、本音が言えないんです」これ、

本当に本音なんですね。なかなか聞いてもらえない、おしつけられてしまう。「けっ

して私が思っているように、私が考えている、苦しんでいることを聞いてくださる、

そういう方は少ないんですよ」というのが本音だったりします。 

「家で死にたい、死なせてあげたいと思うんですが、医師が、入院しかないと言う

んです」……加藤先生のようなドクターは、まだまだ少ないです。ご自分がみていて

大変だと思うと、「じゃあ、入院させてくださいよ。入院しかないですよ」とおっし

ゃる開業医の先生もけっこうたくさんいるとうかがってます。また、病院のドクター

もそうです。「こんな状態で帰れるわけないでしょ」というわけで、ぎりぎりまでい

ろいろな治療をされ、いろいろな器材をつけて、そして、もう助からないとはっきり

したときに、「もうすることがないから帰ってください」そう言われたら、「なんで

もっと早く帰してくれないんでしょうか」そんなこともあります。 

さらに今回、昨年〔平成 23 年３月 11 日〕の東日本大震災で、被災地では、地元で

療養したいけれども、受け入れ先がないという悲痛な叫びもございました。私も、じ

っとはしていられなかったこともあり、被災地へ駆けつけました。少しスライドを見

ていただきたいと思います。 

〈４-１~４〉 スライド４-１~４は、昨年の３

月 11 日から３カ月後の写真です。私はこのときはど

うしても行けなかったものですから、スタッフが撮

ってきてくれました。 

いま、病院で死ねない、在宅でも死ねない、施設

でも死ねない。あるいは、病院では死ねないけれど

も、施設では死ねるようにしてください。できるだ

け家で死ねるようにしてください、という国の方針

がありますが、被災地では、まだ見つからない方も

いらっしゃいます。 

この東日本というのは、本当に家族の絆の強いと

ころなのです。私は東北の秋田生まれですので、岩

手・宮城そして福島と、若いときからずいぶん歩き

ました。旅をする中で、その絆を非常に感じたもの

です。でも、まだ見つからない人がいる。 

そういう中でこの被災地の写真を見たときに、私

は思ったんです、「あの避難所では死なせたくな

い！」。私に何ができるか、看護師として何ができ
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るか、今の私の年齢で、私の立場で、ずいぶん考え

ました。 

そして、考えているときに、原発事故がありまし

た。その中で、本当は宮城の、あるいは岩手の、あ

そこでもやりたい、あそこが大きな被害をうけてい

る、と思いながらも、最終的に選んだのは福島でし

た。それは、原発事故でおそらく、ずっと尾を引く

だろう、もしかしたら、みんなに待避してもらわねばならないかもしれない、でも、

あの福島で、小さな子どもをかかえたナースたちが悩んでいる、苦しんでいる、そし

て高齢者は、避難所で亡くなっている。私は、一軒家を借りよう、と決断しました。 

 

〈５-１~３〉 ずっと 20 年位前から考えていた

ことなんですがセカンドハウス「よりどころ」。み

んなが集まって、ボランティアが駆けつけても泊ま

れて、擬家族です。 

そして、福島弁で『ここさ こらんしょ』、ここに

おいでよ、ということだそうです。 

「よりどころ」という言葉にはいろいろな意味が

あります。その中に、生きていくうえに必要な心の支え、というのがあります。私は、

生きる力を取り戻すところ、そこが必要だと思いました。 

もしかしたら私たちに少しはできるかもしれない。 

そして昨年、５月までかけて福島市内に一軒家を見つけました。 

このスライド５-１が『ここさ こらんしょ』の玄

関です。 

ここにつくりかけたときに、ある方から一本の電

話がありました。 

「私の母がもう亡くなりそうです。家に帰りたい

と言うんです。でも、家は流されて、ないんです。

母は病院で、家に帰りたい家に帰りたいと言う。で

も、連れていくところがないんです。そんなときに、たまたまこのことを知りました。

ここに入れてもらえないでしょうか」 

家を借りたとはいえ、中はがらんどうです。ボランティアが物資をみんな集めて、

寄附を募って、やりました。 

いちばん最初に始めたのは実は、熊本のメッセンジャーナースだったのです。病院

を定年退職して、今はまた勤めていますけれども、ちょっと時間があるということで、

ここに３週間行ってくれました。そして、また熊本から、そして鳥取からも島根から
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も神奈川からも、もちろん東京からも、いろいろなところから集まって、ここを始め

ました。 

でも、電話で相談があったその方を、ここに迎えることはできませんでした。なぜ

かというと、家庭をつくってますとやはり家族がある、まず家がないということ、加

えて、看ている方つまり電話をくださった方は宮城に住んでいる娘さん、もうお一人

は磐城で避難されている弟の息子さんご夫婦、そしてお母さまは病院。そういう状況

の中で、息子さんたちが介護され、病院に行き来されている。いくら家へ帰りたいと

言っても家はない…… 

『ここさ こらんしょ』は、息子さんと娘さんのい

るところの中間にありました。私は決断しました、

「ここに来るのはダメだ」と。弟の息子さん夫婦は

一生懸命やっておられる。「あなた〔娘さん〕が行

ったときに、手をベッドにしばられているお母さん

の手をはずしてもらって、そしてお母さんの耳もと

で、お母さんとあなたにしかわからないことを話し

てください」というふうにお伝えしました。最後の最期まで、娘さんは宮城から病院

までかよって、ごらんになられて、「よかったです。家には帰ってこられなかったけ

れども、よかったです」とおっしゃいました。娘さ

んの気持ちが電話を通してよく伝わってきました。

スライド５-３は、避難所や仮設住宅へ行ったりして

声をかけて歩いている様子です。中央に写っている

のはメッセンジャーナースで病院の看護師長です。 

〈６-１~10〉 つくることはつくったけれども、

ここに入ってもらうというまでには、やはり宣伝し

て、知っていただかないといけないですよね。そう

いう意味で、回りました──血圧を測ったり、悩み

を聞いたり、いろいろなことをしながら声をかけて

歩いた。そして、『ここさ こらんしょ』は「こらん

しょ」らしくなってきたわけです。 

『ここさ こらんしょ』の中は最初はスライド６-

２のような感じでし

た。 

まず布団を送って、

ボランティアの人が

何も持たずにとにか

く駆けつけても泊ま
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れるようにしました。また、みんなが、使って欲しいとものを送り合ったり、寄附を

していただいたのです。 

スライド６-５のベッドにいる方は、最初は栃木県

にいました。原発事故のために帰れなくなった、双

葉町に家のある方です。双葉町ですから、原発から

約３km ですね。どんどん、どんどん、あちこちへ回

されて、栃木の病院に入ったのですが、ご本人は家

へ帰りたい。でも、意識がフッとなくなる、また、

食べられないということで鼻からチューブが入って

ます。息子さん夫婦は福島県内の病院という病院ぜんぶをあたられたそうです。でも、

結果的には受け入れられるところはなかった、病院も減っていますし施設も減ってい

ます。 

そういうときにたまたま、私たちの『ここさ こらんしょ』のチラシを見て、お電話

をくださった。でも、最初はつながらなかった、ボランティアだけですので、なかな

かつながらない。で、あきらめかけていたんですが、たまたま取り付けたばかりの留

守電につながり、奥さんは伝言をいれた、「実は仮設住宅にいるんだけれども、父ち

ゃんがね、栃木にいて……」。 
そこにたまたま私が行きまして、留守電を聞いて、そして、すぐに電話をしました。

そしたら、「あらー良かった。実は栃木でも病院ぜんぶに断られた」などいろいろな

お話をされて、そこから、私もメッセンジャーナースでもありますので、これはメッ

センジャー役の出番だなと思いました。 

ここ『ここさ こらんしょ』へすぐ入れるのではなく、なんとしても福島の近くの病

院とつないで、そして医療者全員とつながり、さらにその周辺の人たちとつながって、

進めていかなければならないという想いでいたもの

ですから、すぐ近くの病院に一枚の名刺をたよりに

お電話して、そこの総師長と連絡をとりましたとこ

ろ、一度は断られたその病院で受診することができ

るようになりました。 

栃木から移ってきて、それから『ここさ こらんし

ょ』に移ってきて、しかし食べられないし意識もは

っきりしないというので、胃ろうが入れられまして、

元気になってきました！ 

スライド６-６のように、ケアマネさんを中心にみ

んな集まって、『こらんしょ』の中で擬家族をやり

ながら、みんなで話し合いました。今はもう、「た

だいま」「いってらっしゃい」という関係です。家族
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なんだから、せめてそうしましょうよ、ということでやっておりますけれども、スラ

イド６-７のように本当に元気になりました。 

私が何をみなさんにお伝えしたいかというと、ス

ライド６-８は周囲の方たち、すぐご近所さんですね、

ご近所のみなさんも集まってきます。今日この会場

にも来てくれているメッセンジャーナースの仲野さ

んが今もリードしながら、月１回２泊３日とか３泊

４日で行っておりますけれども、みんなとつながっ

ています。 

そしてここに、仮設住宅にいる方で、なんとなく気持ちが落ち込んだりした方が集

まって、お茶会をしたり、具合のわるい人がいたらここにきて何日か滞在されたり、

あるいはお風呂にはいったり、そういうことができるようにしようよと、病院と看護

連盟の方々とたまたまですが一緒になって、この『ここさ こらんしょ』を盛り立てて

います。 

そうしましたら、福島県内の銀行さんから、社宅で空いているところがあるので

『ここさ こらんしょ』のようにできないものだろうか、とのお話をいただいたり、

NPO 法人がご支援をくださったり、ドクターも往診に行ってくださったり、いろいろな

形でつながっているんです。 

つい数日前に NHK で放映していた「病院ではもう死ねない」、ご覧になった方もい

らっしゃると思いますが、病院では長いこと置いておけないので、心不全の治療をし

たら、歩けなくてもすぐ帰す。「一人で帰してどうするんですか」「いや、制度がある

から大丈夫」、大丈夫じゃないですよね、そういうことを考えたときに、私は、こう

いうナースたちが少しの連絡をとりながら、一般の方がもっともっとつながっていっ

て、最期をそこで看取れる、ということも出てくるんじゃないかな、とずっと模索し

目指しています。 

ですから今回は、昨年に続いて助成金をなんとかいただけたものですから、研究的

に続けているということです。ここに立っていらっしゃる石田さんの、奥さまが中心

になって、そして仮設住宅住まいの方が来られたら、みんなでお茶をのんだり、ナー

スが行ったときにはみんなでゴミ出しをしたり、リハビリをしたりいろんなことをし

たりしております。 

今年の１月でしたが、双葉町で飼っていたネコ、

６匹飼っていたうちの１匹が、見つかったんです

（スライド６-９の右下）。これも NPO の方が、見つ

けて連れてきてくれました。これこそ、私は家庭的

なことだと思います。 

こういうのを見るとフッと思い出すのですが、ま



かとう内科並木通り診療所 2012 年 10 月                          在宅医療連携支援チーム創設講演会 講演２村松 
 

 10 

だ制度がないときです、がんの末期の方がどうしても緩和ケア病棟から家へ帰りたい

ということで、当時はまだ酸素吸入装置の濃縮器がないときで、酸素ボンベを持って

チューブをつけて退院してきたことがありました。そうしたら、ベッドの脇にドアが

あって、そこにワンちゃんが座ってまして尻尾を振ってるんです。酸素をつけながら

ご本人がワンちゃんに向かってニコッとしてるわけです。だから家がいいんだな、と。

楽しみがあって、そして痛みがなくて、たとえ死に向かっていたとしても、家がいい

んだなと、ものすごく感じたことがありました。 

今そのネコちゃんは、夜はこの石田さんご本人の足下にちょこんと乗って、眠って

います。こういう環境というのは、やはり人間にとっても、ほんとに安らぐ場なんだ

な、ということを感じます。 

今『ここさ こらんしょ』ではテレビの体操番組を

見ながらスライド６-10のようにやっていると、写真

が私のもとに送られてきました。送ってくれるのは

すべてナース、ボランティアで駆けつけたナースで

す。不思議なことに、いま来てくれているナースは

みなメッセンジャーなんです。これはほんとに不思

議です。 

〈７-１~４〉 「双葉町の我が家は〈宝〉」──大きな家で、土地も広くて、でも

納屋はつぶれて、本

宅も余震でだんだん

傾いてきているそう

です。 

石田さんは、「も

う家には帰れないか

もしれない。30 年も

たったらもう生きて

いられないだろう」

そうおっしゃってま

すが、家は〈宝〉な

んですね。 

防護服を着てつい

最近、４回目の自宅帰還をしました。 

でも今は、私たちのセカンドハウスの庭づくりに精を出してくださっています。 

 

〈８-１~９〉 ぜひ読んでいただきたい本があります。「心がいっぱい！ だから
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愛しちゃう」という、子ども用のアメリカの本です。私はこういう本も読むようにし

ていますし、ナース

のみなさんにも読ん

でいただいてます。 

翻訳版で、『ア

イ・ラブ・グランパ

100 の理由』『アイ・

ラブ・グランマ 100

の理由』〔ともに学研メディカル秀潤社、2007年〕という本です。 

スライド８-３のように、こんな写真とことばが載

っています──「おばあちゃんが大好きさ。だって、

おばあちゃんはボクの学習ペースに合わせて、たっ

ぷり時間をとってくれるんだ」。このことばってい

うのは、子どもがおばあちゃんを愛してる理由なの

ですけれど、私フッと思うんです、看護とか介護と

か、いわゆるケアというものは、本当に相手のペー

スに合わせること、そして、いま時間をとればいい

っていうものではないんですが、やはりたっぷり時

間をとって初めて、心が開ける、というふうに思う

んですね。 

また、スライド８-４のような写真とことばもあり

ます──「おじいちゃんを愛してる。だって、ボク

が口を開けばいつだって、興味を持って聞こうとし

てくれるんだ」。これも大事なことなんですね、

「聞く」ということ。 

私が好きなことばはスライド８-５です──「おじ

いちゃんを愛してる。だって、自分を持つというこ

とを、教えてくれる」。私のお祖父さんがそうだっ

たんです。親からはいつも兄と比較されて、成績も

わるい私は、でもお祖父さんがとてもかばってくれ

ました。そして、自分、「静子は静子なんだよ」っ

ていうことを教えてくれました。 

また、スライド８-６の写真とことばもとてもいい

なと思うのです──「おばあちゃんがダイスキ。だ

って、おばあちゃんは絶対にボクを見放したりしな
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いよ」。これこそが、メッセンジャーナースの役割です、「見放さない」。 

相手が何を言いたいのか、どうしたらいいのか、それはなぜなのか、それが正しい

のか正しくないのか、別にそれを決める必要はないものなのか、というようなことが

わかるように、ずっと援助する、そういう姿勢というのが、メッセンジャーナースに

はとても重要じゃないかな、と思うんですね。 

そういう意味で、私はこの本をみなさんにお薦めしています。メッセンジャーだけ

ではないです、看護の心、介護の心、家族の心……いま私は廃れているように思うん

です。だから、子どもの本からも学ぼうよ、という意味で、私はコミュニケーション

のクラスで使っていますし、看護部長研修などでも

使わせていただいております。 

また、私が昨年書いた本『心と絆といのち──私

の看護実践論』（看護の科学社、2011 年 10 月）を紹

介させてください。もし機会がありましたらお読み

いただければうれしいです。 

 

〈９〉 私たち団塊の世代が選ぶ「終の棲家」っ

て、どこでしょう？ みなさんは、どこを選びます

か。 

今は高齢者住宅、ケアハウス、老人ホーム、グル

ープホーム、我が家、同志の家、老人保健施設と、

いろいろな所がありますけれども、みなさまはどこ

を選びますか、あるいは、どんなところを選びます

か、それはなぜですか……これ、私はいつも自問自答しています。 

北欧に行ったとき、ある方がおっしゃいました──「私は、湖に浮かんでいるあの

ボートの中で、逝きたい」。それもオーケーなんですね、向こうでは。でも、日本で

はそうはいかない。いろいろな規制がまだあります。でもいずれは、日本も変わって

くる、変わっていかなければいけないでしょう。そんな時代になっていくんじゃない

かな、というふうに私は思っています。 

〈10-１~３〉 「医療の主体は医療の受け手」で

なければいけない、と私は思います。 

医療者はたしかに、診断・治療の説明を非常にこ

まかくされるようになりました、そういう先生が増

えました。治療方法、副作用、治療の効果、あるい

は結果、治療善の違い、今後の見通し……だいじな

ことだと思いますけれども、これで一般の方々はわ

かるのか、ということです。 



かとう内科並木通り診療所 2012 年 10 月                          在宅医療連携支援チーム創設講演会 講演２村松 
 

 13 

わからないんです。なぜなら、自分の心の中に不安があり、医療に対する不信感が

あり、あるいは緊張があったり、あるいは、家族の考えがバラバラだったり、これか

らの人生のことを思っていたり、いろいろあるものですから、治療の説明を聞いても

ぜんぜん頭にはいらない、どんなに検査写真を見せられても…… 

そこで、懸け橋が必要になってくるんじゃないのか、というのが私の考え、「メッ

センジャーナース」です。 

スライド 10-２の写真は、メッセンジャーナースの

認定式のときの一場面です。メッセンジャーナース

にはまず「Ａ認定」があり、これはエース（Ace）の

意味で、６カ月間に１カ月２日~４日間の研修、あ

るいは５日間の研修をうけます。写真中央に写って

いる赤瀬さんは、実はＡ認定第１号なんです。１カ

月に５日間の研修を６カ月通われて続けられました。

私はいずれ、これを教育の中にきちんと入れなければならない、ということも考えて

おります。 

スライド 10-３は「Ｅ認定」の場面です。エキスパ

ート（Expert）の意味で、これは、「私は自信があ

ります、ちゃんと説明をしたり、ご案内をしたり、

それから看護ケアそのものの実践にも、自信があり

ます」という方が、自ら、審査会に出向いて、審査

をしていただく。そして、認定証をいただく、とい

うものです。 

さらに「Ｓ認定」があります。それは、スーパー（Super）の意味で、50 歳台、60

歳台の人が多いのですが、すでに病院で施設で、あるいは大学で、教えながら実践を

大事にして、興味があるという人たちの相談にのる、というようにいろいろに分けて、

いまメッセンジャーナースの認定というのを行なっております。 

〈11〉 メッセンジャーナースが兼ね備えている

のは何か、というと、まずフットワークがいい、こ

れが私は第一だと思います。 

そして、受け手サイドに立っていて、中立の立場、

ここにいなければならない。つまり、例えば病院の

中にいて、この施設のために、私はこの人を早く家

に帰さなければいけないんだ、というような思いが

あったりしたら、それはもうだめなんです。やっぱり、中立じゃなければならない。

その中立という意味はあくまで、例えばご家族の相談であっても、ご家族の話はふつ

うきちんと聞くんですが、それだけではなく、「ご本人はどういう生き方をされる人
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なんですか」「ご本人はどう思われるんでしょうか」、そこをきちんと尋ねて聞ける、

これがとても大事なんです。 

そのうえでドクターと、ご家族あるいはご本人も含めて、話し合うときに、医師の

考えもわからなければいけない。ですから、治療そのものについてもわからなければ

いけない。でも、フッと医師を見たとき、「この先生、いま何を聞いたら伝えてくれ

るだろうか」という判断をしなければならない。そういうところにいつつ、ご家族に

ナースは「あんなふうにおっしゃってますが、あなたのお気持ちやご本人のことを、

先生にお伝えしたほうがいいですよ」って声をかけるのか、あるいは「先生、ここの

ところはどういうことなんでしょうか」と代弁をして話していく、そのへんの知識も

とても重要です。 

中立の立場にいなければならない、ということは、自律していること、つまり、自

己を律することができること、です。つまり、自ら何をすべきかを自覚している、こ

とです 

そして、研鑽を積んでいること。これは、私もそうで、いつまでもやり続けなけれ

ばなりません。 

創造力・交渉力も磨いている。 

さらに、「心」というところに軸がある。 

今、そして先を、見据えていて、変化に対応していこうという意識を持っている。 

以上、メッセンジャーナースには、私は少なくともこういう努力をすることを、要

求しております。 

ですから、看護ができればいい、それはそれで本当に重要なことなんですけれども、

今の現場は非常に変わってきておりまして、なかなかそこまですることができない、

というのが実状だと思いますので、そういう意味では、今まで自分たちが蓄積してき

たものを、さらに磨いて、そしてみなさんのお役に立てるようになったらいいんじゃ

ないかなと、そんな想いでこのメッセンジャーナースの認定制度を進めております。 

今年の 10 月には、みんなで総会を開くということになっていますので、きっと、も

っともっと広がっていくことになると思います。 

その、いちばん先頭になって動いているところが、ここ岡山なんです。そして、次

に動き出そうとしているのが、新潟の佐渡で、という声も聞こえてきています。 

でも、先ほど加藤先生がおっしゃったように、資金的なもの、これがいちばんのネ

ックになります。それで、例えば生命保険会社に、一つのオプションにしていただく

とか、あるいはいずれは国の施策として、医師の指示ではない部分での何らかの形で

の助成、というのがいいのではないか、いやいややはり研究的に行なうのがいいのか、

といろいろなことを考えております。 

〈12〉 いずれにしても、「あなたの使者になって結びつけていく」、とくに今回

は「結（ゆい）」と、非常にいいチーム名ですね、それが、メッセンジャーナースなん
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です。 

「不安や心配、一人で悩まないで！」 

メッセンジャーナースを、みなさん、ぜひ応援して

いただきたいと思いますし、いずれ署名運動もしてい

ただこうかと思っていますが、今年は少なくとも 47

都道府県に一人ずつのメッセンジャーナースを誕生さ

せたい、という考えて進んでおります。 

私、今年で 44 年目、一度も止めずに看護師をやっ

てきて、もちろん主婦もやり母もやり、いろいろやってきました。みな中途半端なん

ですけれども、でも自分自身がこれから老いていく身であるものとして、そのときに、

本当に力になれるのかって考えると、今の制度だけでは頼りない。途切れのない、ケ

ア、あるいは、聞く人、そういうことが必要になるのではないか、そうあってほしい、

との願いをこめて、いま取り組んでいるところです。 

これで終わらせていただきます、ありがとうございました。〔拍手〕■ 

 

＊ 

進行（森由紀子・長谷井由紀子） 村松先生、貴重なご講演をありがとうござい

ました。みなさま、今一度、村松先生に拍手をお贈りしましょう。〔拍手〕 

ではここで、10分間の休憩をとらせていただきます。 

 


