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概要
住み慣れた家で安らかな最期を迎えるには？
最期のときは、住み慣れたわが家で穏やかに迎えたい。

【無料試し読みあり】「わが家で最期を。～家族の看取り、自分の“そのとき”に後悔しない５０の心
得～」（千場純［在宅看取り医］）のユーザーレビュー・感想ページです。ネタバレを含みますのでご注
意ください。
"わが家で最期を。～家族の看取り、自分の“そのとき”に後悔しない５０の心得～" ニコニコ書籍 電子書籍 マンガ ライトノベル 読むなら (新着順).
2016年2月16日 . 主人も喘息持ちですが、猫のいない生活は考えられない、ならば自分達が出来
る事をやるべしと言っている位猫好きです(笑) 子供さんがアレルギーとの事で不安になるのも分かり
ますし、大丈夫だから絶対に飼うべきだよと言うつもりもありません。 ただ、色々あっても飼っていると
言う事、色々あってもたくさんの笑顔や幸せをくれる、我が家に来てくれて家族になってくれてありがと
うと思ってるって言う事を知って頂けたらなと思ってコメントさせて頂きましたm(__)mちゃぶっちょ201602-17 01:50:12返信する.
2014年11月22日 . 自分の家族がそういう状態なのに、そんな事も知らないのか？もしネタじゃなく
本当に知らないなら、ケースーワーカーに聞けや！ボケが！ 21 ：名無しさん＠そうだ選挙に行こう：
2014/12/13(土) 12:39:13.25 ID:QgJbHoIb: 私は父親に自分で緩和ケアを勧めたのですが、「今の
まま、痛かったり眠りが浅いと体力がどんどん無くなるから、苦痛をとるプロフェッショナルの治療を受け
よう、そのほうが結果的に延命になるという説がある」と言いました。 それですんなり納得して、緩和
始めたらかなり楽になっ.
Amazonで千場 純のわが家で最期を。: 家族の看取り、自分の”そのとき”に後悔しない50の心得。
アマゾンならポイント還元本が多数。千場 純作品ほか、お急ぎ便対象商品は当日お届けも可能。
またわが家で最期を。: 家族の看取り、自分の”そのとき”に後悔しない50の心得もアマゾン配送商
品なら通常配送無料。
価格：979円(907円+72円); 出版社：エス・エム・エス（インプレス）; ブランド：月刊「ナース専科」;
ジャンル：看護学; 対応デバイス： PC Mac iPhone(iPod touch) iPad AndroidS AndroidM
AndroidL · 詳細を見る. BOOK. わが家で最期を。〜家族の看取り、自分の“そのとき”. 立ち読み.
わが家で最期を。〜家族の看取り、自分の“そのとき”に後悔しない５０の心得〜. 価格：1,263円
(1,170円+93円); 出版社：小学館; ジャンル：文芸・一般／福祉／看護学; 対応デバイス： PC

Mac iPhone(iPod touch) iPad AndroidS AndroidM.
2009年11月24日 . したがって、仮に「死んじゃったらかわいそう」と思うならば、それはペットではなくて
「飼い主の自分がかわいそう」ということに他なりません。 僕は、しおがいなくなったら当然 . むしろ必
ずやって来る死を意識するからこそ、その日の自分を心配するのではなくて、今現在のしおの一瞬を
大切にしてあげることの方が重要だと思うのです。 どうすればしおの短い一生で、しお . 僕は家族や
友人、仕事や趣味など、自分の人生を取り巻くものがたくさんあり、自分で幸せを追い求められま
す。でも、しおには選択肢が.
2013年10月1日 . 2018/01/10 11:00【横須賀市民公開講座】認知症について認知症の人から学

ぼう！ 3月3日（土）に横須賀で認知症に関する市民公開講座が開かれます。認知症になっても
住み慣れた地域で、その人らしく暮らせる社会になって欲しいと思います。 「わが家で最期を。家族
の看取り、自分の”そのとき”に後悔しない50の心得」（小学館）の著者、千場純先生もお話しされ
ます。 どなたでも参加できますので、ぜひご参加ください。 日時：3 月 3 日（土） 13 時～16時 場
所：ヨコスカ・ベイサイド・ポケット（横須賀市.
「健康には自信がある！」と言い切れるのはうれしいことであり、すごいこと。けれど、誰もがずっと無
病息災でいられるわけではありません。 健康でありつづけるためには、日ごろの地道な健康管理が
重要。そして、「万が一」を見据えた対策もこれまた重要なのです。 どれだけ体力づくりに励んでいて
も、どれだけ体調に気遣った食事をしていても.
子犬、子猫の社会性は、自分の親・兄妹達と一緒に過ごすことによって、動物社会特有の、生活
のルールを覚えることは、みなさんは、もうご承知のことと思います。犬社会の生活を .. 愛犬の近況
を紹介してくださったり、ご家族が増えて（お子様が生まれて）にぎやかになりました～と様子を伝えて
くださったりと・・とても楽しく拝見させていただきました。 .. が、友人のブリーダーは、５０～６０匹を家
の中で飼っていて、立ち入り検査の前には、家族・親戚総出で、大掃除をしたそう（＾＿－） くたびれ
果てた～と言ってましたよ(>_<)
わが家で最期を。 家族の看取り、自分の”そのとき”に後悔しない５０の心得. 千場純. 小学館 (Ｂ
６) 【2017年04月発売】 ISBNコード 9784093885515. 価格：1,404円（本体：1,300円＋税）. 在庫
状況：在庫あり（1～2日で出荷）. 買い物かごに入れる · 欲しいものリストに追加する. 11位. 「お迎
え」されて人は逝く. 終末期医療と看取りのいま ポプラ新書 ０６６. 奥野滋子. ポプラ社 (新書)
【2015年08月発売】 ISBNコード 9784591146309. 価格：842円（本体：780円＋税）. 在庫状況：
出版社よりお取り寄せ（通常3日～20日で出荷.
わが家で最期を。～家族の看取り、自分の“そのとき”に後悔しない５０の心得～ Kindle版. 千場
純［在宅看取り医］ (著) .. 内容紹介. 住み慣れた家で安らかな最期を迎えるには？ 最期のとき
は、住み慣れたわが家で穏やかに迎えたい。 親や家族もそうして看取りたい。 多くの人の切実な願
いは、団塊世代が後期高齢者になり「多死社会」を迎えるこれから、かなえることができるのか？
「できる」、と著者は答える。 わが家での看取りは病院よりお金がかからない。 ちゃんと家で亡くなれ
ば、警察沙汰にはならない。 家族に迷惑.
と家事や家族の事…付きっ切りにはできません正直、同居した父の入院、残された認知の母の介
護もあり、 「つらいな」「今夜は寝てくれないかな」と思うことも唸るハナに「静かに！」と言ったり、抱き
かかえて泣いてしまうことも薬は強くなり、寝ている事が多くなりましたそれでも朝方や .. 毎日、ネット
で保護犬サイト見ていますこんな可愛い子がと、心が潰れそうになりますあ～宝くじ当たったら全部
育てたいよと怒ったり悲しんだりしながら、心の穴を埋めています自分の慰めだけの為のペットではだ
めですが。
５０歳からのおカネ―週刊東洋経済ｅビジネス新書ｎｏ．１９９. 著者：週刊東洋経済編集部. 種
別：コミック 文芸/その他 .. わが家で最期を。〜家族の看取り、自分の“そのとき”に後悔しない５０の
心得〜. 著者：千場純［在宅看取り医］. 種別：コミック 文芸/その他. 1,264円(税込); 小学館;
2017/05/08. 電子書籍を カートに入れる. 作品詳細. 住み慣れた家で安らかな最期を迎えるには？
最期のときは、住み慣れたわが家で穏やかに迎えたい。 親や家族もそうして看取りたい。 多くの人の
切実な願いは、… 続きを見る. 14位.
わが家で最期を。～家族の看取り、自分の"そのとき"に後悔しない50の心得～（小学館） [電子書
籍]の通販ならヨドバシカメラの公式サイト「ヨドバシ.com」で！レビュー、Q&A、画像も盛り沢山。ご
購入でゴールドポイント取得！今なら日本全国へ全品配達料金無料、即日・翌日お届け実施
中。
2015年9月2日 . 後悔の嵐です。 防災のラジオは本当にためになったから 聞いて欲しかった… 今日
のあさイチも 観て欲しかった. すくすく子育てでは. 復帰一発目のテーマが「 育児疲れ」. 前回 育児
疲れの回が凄い反響で、第２弾でした。 これは 放送日は必ず告知し .. 5才ともうすぐ1才になる女
の子と男の子のママです35才ですだんなさんのお母さんが認知症になり自分の住むアパートから通う
日々が続きました毎日通って、ご飯、薬の管理、病院に連れて行って、役場に手続きに行くことも多

く、幼稚園に連れて行った.
まじめなんだね」などと言うところもあって、そんなところでの実習は当然のことながら勉強にならないこ
とが多く、「自分で勉強した方がいいや」とおのずと足が遠のいてしまっていました。もちろん「自分で
勉強した方がいい」と思いながらも実際には「自分で勉強」などしないんですけど（言いわけしても
やっぱり不真面目でした）。 実習は4，5人のグループ . 私などは合格していればいいやぐらいにしか
思っていなかったので、凡人には理解できない秀才の悔しさってものがあるんだとそのとき思いました。
当然のことながら私には.
住み慣れた家で安らかな最期を迎えるには？ 最期のときは、住み慣れたわが家で穏やかに迎えた
い。 親や家族もそうして看取りたい。 多くの人の切実な願いは、団塊世代が後期高齢者になり
「多死社会」を迎えるこれから、かなえることができるのか？ 「できる」、と著者は答える。 わが家での
看取りは病院よりお金がかからない。 ちゃんと家で亡くなれば、警察沙汰にはならない。 家族に迷
惑をかけずにひっそり死ぬという考えこそ、実はいちばん迷惑。 既婚者で子どもがいたとしても最後は
ひとりで死ぬ覚悟が必要。
2017年4月11日 . 家族の看取り、自分の“そのとき”に後悔しない５０の心得～ Jp-e :
093885510000d0000000 住み慣れた家で安らかな最期を迎えるには? 最期のときは、住み慣れた
わが家で穏やかに迎えたい。 親や家族もそうして看取りたい。 多くの人の切実な願いは、団塊世代
が後期高齢者になり「多死社会」を迎えるこれから、かなえることができるのか? 「できる」、と著者は
答える。 わが家での看取りは病院よりお金がかからない。 ちゃんと家で亡くなれば、警察沙汰にはな
らない。 家族に迷惑をかけずにひっそり.
わが家で最期を。 家族の看取り、自分の”そのとき”に後悔しない50の心得[B04010168] □ 在宅死
率全国1位横須賀の看取り医が1000の死から教わったこと。役立つ、身近なQ&A集。 □ 著者：千
場純 □ 出版社：小学館 □ 出版年：2017年4月 □ 版形：単行本 □ 在庫：1.
私は23の会社員ですが、先日、我が家の祖母が亡くなりました。 . お通夜、お葬式が過ぎても全然
気持ちの整理がつかず当時は塾講師をしていたのですが「プロなので生徒のためにも授業だけはしっ
かりしないと…！」 .. でも後悔は残ります。 だから今度はこんな辛い思いしたくないと思う気持ちで
残された家族を大切にしようと思います。 家族の死をもって自分はどう与えられた命を生ききるかも
考えさせられます。 貴方はお祖母様に可愛がってもらったのに何も恩返しできなかったと言っています
が、
わが家で最期を。 - 家族の看取り、自分の”そのとき”に後悔しない50の心得 - 千場 純 - 本の購入
は楽天ブックスで。全品送料無料！購入毎に「楽天スーパーポイント」が貯まってお得！みんなのレ
ビュー・感想も満載。
2017年5月8日 . わが家で最期を。 家族の看取り、自分の“そのとき”に後悔しない５０の心得/千場
純（暮らし・実用） - １０００人を超える患者たちから教わったこととは？ 在宅死率全国１位・横須
賀の看取り医が、家族を安らかに看取り、自分の人生のゴールを安らかに迎.紙の本の購入は
hontoで。
2015年2月14日 . きっと生ライブの音が出た瞬間から、ハジケてしまうんだろう自分を想像しています
が、もし「気おくれ」したら、「音楽業界人のフリをしてライブを眺めよう」という心準備もしています
(笑)。 〜ONE OK ROCK . 私、ゲイなので実名登録に不安を感じ、すっかりFacebookに乗り遅れ
て使い方がいまいち分からず、ログインしないと読めない部分もあったり。ちなみにTaka . 最終のバス
や電車が心配なら、年に1回くらい、誰か家族にでもお迎えをお願いして、ライブ参加させてもらおう
(近距離なら). ・激しいモッシュ.
3月3日（土）に横須賀で認知症に関する市民公開講座が開かれます。認知症になっても住み慣
れた地域で、その人らしく暮らせる社会になって欲しいと思います。 「わが家で最期を。家族の看取
り、自分の”そのとき”に後悔しない50の心得」（小学館）の著者、千場純先生もお話しされます。 ど
なたでも参加でき … [Read more.] about 【横須賀市民公開講座】認知症について認知症の人
から学ぼう！
2013年7月5日 . それを見て、大泣きしました。 この子も４年前に癌で13歳8ヶ月で亡くなりました
が、最期の２ヶ月、病気がわかってからは、私も自宅で24時間体制で看病して看取りました。 今は

虹の橋で母と会えたのではないかなと思っています。 今は、また、マルチーズの娘を迎えましたが、
日々、『犬の十戒』を忘れずに、この子達、家族を大事にしていきたいと思っています。 母の看病、
休みなく400日頑張れたのは、あの子がいたからです。 ワンコの力は偉大ですね。 これからも忘れな
いし、どのワンコも大事にします。
書 名 わが家で最期を。 家族の看取り、自分の“そのとき”に後悔しない５０の心得. 著 者 千葉 純
／著. 出版社 小学館. 分 類 自然科学 ４９０／チ. 最期のときは、できることなら住み慣れたわが
家で穏やかに迎えたいと誰もが願. う。そして、親や家族もそうして看取りたいと思う。しかし現実は、
既婚者で子ど. もがいたとしても最後はひとりで死ぬ覚悟が必要であり、ひとりで死ぬことと、さ. みしく
死ぬことは違うと筆者は語る。在宅看取り医として多くの患者の最期に立ち. 会い、そこから大切な
ことを教わったという。 家族を安らか.
メールで送る. LINEで送る · レビュー投稿すると最大500ポイント!! レビュー. わが家で最期を。～家
族の看取り、自分の“そのとき”に後悔しない50の心得～のレビュー. このコミックはまだレビューがあり
ません。どんどんレビューを書いてね♪. この作品を読んだ人はこんな作品も読んでいます.
2014年3月11日 . 墓場まで持っていく話を書き込むスレ第21話
http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/kankon/1386657477/354: おさかなくわえた名無しさん
2014/03/11(火) 08:16:10.93 ID:W1+mFBya 祖父の最期を看取れなかったこと。 . だが、自分がも
し起きていれば…とショックが大きすぎてその時は涙を流すことさえ出来なかった。 家族で誰よりも俺
を可愛がってくれたじいちゃん。 親父よりも親父らしかったじいちゃん。 生活リズムが違うのに毎日2回
必ず電話をくれていたじいちゃん。 本当に大好きで、本当に.
ナノバイオ・メディシン細胞核内反応とゲノム編集, シリーズ:未来を創るナノ・サイエンス&テクノロ
ジー, 宇理須 恒雄／編著, 近代科学社, 2017.5, 一般閲覧, 460//165. 患者に寄り添う医療コミュ
ニケーション“信じて待つ”面談エピソード集, 廿日出 庸治／著, サンルクス, 2017.2, 一般閲覧,
490/14/142. わが家で最期を。 家族の看取り、自分の“そのとき”に後悔しない50の心得, 千場 純
／著, 小学館, 2017.4, 医療情報, 490/14/143. いい人生は、最期の5年で決まる, SB新書, 樋野
興夫／著, SBクリエイティブ, 2017.3, 新書.
書籍: わが家で最期を。 家族の看取り、自分の”そのとき”に後悔しない50の心得,アニメ、ゲーム、
アイドル関連商品のオンラインストア。フィギュアやグッズなど当店限定の商品や特典いっぱい! 無料
会員登録で会員価格や会員限定セールに参加！ 送料無料キャンペーンやブックカバーサービスを
実施中！
わが家で最期を。: 家族の看取り、自分の”そのとき”に後悔しない50の心得の感想・レビュー一覧で
す。
ブックオフ公式通販・買取サイト。本（書籍）、漫画（まんが、コミック）、CD、DVD、ゲームなど中古・
新品の両方を取り扱い。中古・新品まとめて最安値の「オトナ買い」や、入荷お知らせメールなど便
利な機能も豊富、1500円以上のご注文で送料無料です。
2017年10月15日 . 自館製作 録音図書（デイジー）. 番号・書名・著者・時間. カセットでの貸出し
をご希望の方は点字図書館までご連絡ください。 分類 ＜人生論＞. 1011 “ちょっと尊敬”される人
になる本 齋藤孝 著 4時間4分. 分類 ＜地理＞. 1012 洞窟ばか―すきあらば、前人未踏の洞窟
探検 吉田勝次 著 6時間22分. 分類 ＜医学＞. 1013 わが家で最期を。―家族の看取り、自分
の“そのとき”に後悔しない50の心得― 千場 純 著4時間58分. 分類 ＜料理＞. 1014 忙しい人で
もすぐに作れるいつもの材料でおいしい和えもの.
Copy link to Tweet; Embed Tweet. 【本日発売】「わが家で最期を: 家族の看取り、自分の”そのと
き”に後悔しない50の心得」著者の千場純先生は「#音楽療法」や「#アロマセラピー」などを在宅医
療に取り入れている数少ない医師のひとりです。http://owl.li/Af8L30aJeR1 #在宅医療 #エンドオブ
ライフケアpic.twitter.com/NIDL3dp5Db. 9:00 PM - 10 Apr 2017. 5 Retweets; 6 Likes; 高橋姿子
荒木遼太郎 みかん 2017年まで自分磨き さぶ32 MPV 地域医療日誌 りり. 0 replies 5 retweets 6

likes. Reply. Retweet. 5.
【送料無料】本/わが家で最期を。 家族の看取り、自分の”そのとき”に後悔しない50の心得/千場
純のお買いものならKDDI/KDDIコマースフォワードが運営するネットショッピング・通販サイト

「Wowma!」。毎日がワウ！になる通販サイトWowma!（ワウマ）。人気のアイテムが大集合！2000
万品以上の豊富な品ぞろえ♪送料無料商品やセール商品も多数掲載中！ポイントやクーポンを
使ったお買い物もOK！あなたの欲しい物がきっと見つかる.
４ヶ月前の話になりますが、 １０年可愛がっていた愛犬を安楽死させました。 原因不明の痙攣発作
が度々起きるようになり 最後には注射で眠らせるしか発作を止める方法はありませんでした。 末期
の状態になってから１週間近く入院していましたがこのまま入院させていても状態は変わらないと思
い、 うちに連れて帰りましたが 四六時中何度も.
けれど、その後悔と、ワンちゃんが亡くなられたとき「もっと、面倒見てあげれば良かった」と思う後悔とを
比較したとしたら、2度と戻らず、やり直しも効かない、ワンちゃんとの時を大切にした方が、ご自身も
救われるように思います。 .. 君は家族に協力を頼むべきだ。 自分のいない時間、見て欲しい・変化
があれば知らせてほしいと。 動きまわないないようゲージにいれる。 転ばないよう、気をつける。 食事
は朝晩で。 水も今は暑くないから大丈夫でしょう。 ただね、食事をしないほど衰弱しているならそん
なに先.

