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ＮＰＯ法人 日本ホスピス緩和ケア協会 北海道支部 第12回年次大会 開催 

ＮＰＯ法人日本ホスピス緩和ケア協会北海道支部第12回年次大会は、2014年5月17日（土）、北

海道大学学術交流会館を会場として開催されました。 

今回は、特別講師として埼玉医科大学国際医療センター精神腫瘍科教授の大西秀樹先生をお招

きし、遺族ケアをテーマにご講演をして頂きました。豊富な遺族外来のご経験から、遺族ケアの必要

性、遺族援助のあり方、遺族の成長に繋がる遺族ケア、などにつきまして詳しくご講演頂きました。 

また、シンポジウムでも遺族ケアをテーマとして５名のシンポジストにご発表を頂き、遺族を支え

るための様々な立場からの取り組みについてご報告頂きました。 

 

ＮＰＯ法人日本ホスピス緩和ケア協会北海道支部第１２回年次大会より 
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シンポジウム 「大切な人を亡くした方へのケア ～さまざまな立場から」  

司会 ： 前野  宏  （ホームケアクリニック札幌） 

川村 三希子 （市立札幌大学） 

１）遺族 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３頁 

シンポジスト ： 工藤 久巳（南青洲病院のご遺族） 

２）訪問看護師 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４頁 

シンポジスト ： 門脇  睦子  （緩和ケアクリニック・恵庭） 

３）がん患者遺族会 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５頁 

シンポジスト ： 山田  富美子  （NPO法人 市民と共に創るホスピスケアの会） 

４）宗教家 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ６頁 

シンポジスト ： 佐々木  光明  （浄土真宗本願寺派浄土寺住職） 

５）医療ソーシャルワーカー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ６頁 

シンポジスト ： 田村  里子  （社会福祉士・認定医療社会福祉士） 
 

「日本ホスピス緩和ケア協会 2014年度年次大会 および 日本ホスピス緩和ケア 

協会北海道支部 第 12 回年次大会を終えて」： 中谷玲二  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  7 頁 

ＮＰＯ法人日本ホスピス緩和ケア協会会員名簿（北海道関係分）・・・・・・・・・・・  9 頁 

北海道における「都道府県がん診療連携拠点病院」「地域がん診療連携拠点病 

院」「地域がん診療連携指定病院」  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  10 頁 

北海道における「ホスピス・緩和ケア関連施設、チーム」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  12頁 

「日本ホスピス緩和ケア協会」入会のご案内 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12 頁 

「日本ホスピス緩和ケア協会北海道支部 第 13回年次大会のお知らせ」・・・・・・・・・  13 頁 

「日本ホスピス緩和ケア協会主催 第３回 ELNEC-J研修会の報告」 ・・・・・・・・・・・・  13 頁 

編集後記 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13 頁 



 

          「 遺 族 外 来 の 現 場 か ら 」 
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（1）最初の遺族外来のケースから学んだこと 

 胃がん患者の妻がかなり憔悴しているため診察依頼

あり、適応障害と診断した。妻自身も乳がん患者であっ

たため、担当ナースは家族ケアの中に乳がん患者へのケ

アを組み込んだ。妻には今後夫に起こり得る症状やその

時の対応についてアドバイスした。介入により妻は最後

まで看病を継続できた。夫の死後も妻は受診し「遺族外

来」が自然にできた。義父が豹変して「俺の息子が死ん

だのだから、退職金は俺のものだ、寄こせ」と言ってき

た。その後もトラブルが続き、１周忌は同じお坊さんに

日を変えて法要を行ってもらった。 

 このケースを通じて、家族の診察も必要と考えたら可

能な限り早くやること、家族にも 30%程度適応障害の

診断がつくこと、患者と家族の抑うつの程度は家族の方

が重いということが分かっていること、家族ケアで大事

なことは看病が中断しないこと、正確な情報を提供し対

処法を伝えること、遺族外来では死別の悲嘆ケアはもち

ろん大事だが社会的問題に対してもある程度アプロー

チしなければならないこと、を学んだ。 

（2）私たちは死別に関して十分な理解をもって、遺族

に接することが重要である 

城山三郎「そうか、もう君はいないのか」、垣添忠生

「妻を看取る日」、やなせたかし「絶望の隣は希望です！」

を読むと、妻を失った遺族の辛い思いが理解できる。 

アメリカの研究では、日常生活におけるストレスの程

度の第１位は「配偶者の死」となっている。死別は人生

最大のストレスである。 

遺族になると一生乗り越えられないような崖（壁）が

自分の中にできてしまった気がする。そして「自分は一

人ぼっちで、誰も助けてくれない」という思いに駆られ

る。遺族からは非常に辛い話を聴くことが多いが、それ

も遺族外来の仕事である。 

（3）なぜ遺族ケアが必要なのか 

①死亡率が上昇する（55 歳以上の男性では 1 年間で

死亡率が 40％上昇する）、②うつ病になりやすい（通常

は 100 人中 4～5 人の頻度で発症するが、1 回忌が終わ

った遺族では 15 人も発症する）、③自殺率が上がる（女

性 10 倍に対して、男性は 66 倍にもなる。江藤淳「妻と

私」、倉嶋厚「やまない雨はない」という本も参考とな

る）、④死別後の介入（＝後治療；postvention）は不安、

緊張を軽減する。看取り、エンゼルケア、お見送り、退

院後のお礼、事務での書類手続きまで、のやり取り全て

が postvention であり、遺族ケアとなる。 

（4）医療者による正しい遺族援助 

 患者の苦しい姿を見て家族も苦しむ。そのため症状緩

和は遺族ケアにもつながる。また「鎮静」など、家族が

後で「早く死なせてしまった」と後悔することがあるが、

丁寧に説明し「あなたの決断は正しかった」と安心を与

える必要がある。 

遺族支援の基本は苦悩に耳を傾けること、継続的な援

助をすること、うつ病などの精神疾患を見逃さないこと。

うつ病は心の病だが、身体症状を聞くことが重要である。

死別後のうつ病は薬物療法が有効である。 

（5）役に立たない遺族援助（unhelpful support） 

「あなたが頑張りなさい」「しっかりしないとだめよ」

と言う人。泣いている人に「そんなに悲しんでいると成

仏できないわよ」と言う人。「新しい趣味でも始めたら」

とアドバイスする人。子を亡くした若い母親に「もう一

人産めばいいのよ」という人。他の人と比較して「あな

たはまだいいでしょう。あの人は…なのよ」といった「価

特別講演 

【座長】函館おしま病院 

      福徳 雅章 

 



値下げ」の援助。「大往生でしたね」と言われ、非常に

辛かったと言う人もいる。 

困るのは言っている人は援助しているつもりでいる

こと。遺族ケアは医療者だけが行うものではなく、社会

全体に広げていかなくてはならない。 

より有害な例もある。弔問後に「お前のせいで死んだ

んだ」と言われた。葬儀終了後親族から「俺の花輪が何

で外なんだ。ふざけるな、謝りに来い」、「俺をなんで後

ろに座らせる！」と言われてうつ病になった人もいる。

亡くなった子ども宛に高校進学塾の入学案内が来たケ

ースもある。 

年賀状も注意が必要。夫を失った女性に、2 年目の年

賀状で「夫と旅行に行きました」とわざわざ書いてくる

人がいる。近所の人から「がん家系なの？」「健診に行

かなかったの？」などと詮索された遺族もいる。「未亡

人」という言葉もひどい。社会が成熟し、この言葉がい

つか使われなくなることを願う。 

（6）遺族ケアのあり方 

遺族ケアは様々なレベルで行う必要がある。医療者は

悲嘆反応とうつ病の両方を知っておくべき。遺族会・自

助グループも重要。そして誰もが知っておくべき遺族へ

の対応は、私たちが地域の方々に対して説明していくこ

とが大切である。それによって遺族ケアが成就していく。

有害な援助と有用な援助をまとめた文献がある。有害な

援助は「アドバイスする」「回復を鼓舞する」「陽気に振

舞う」「不遜な態度をとる」「過小評価」「私はあなたの

気持ちが分かる」など、アクティブな点が共通している。

「あなたの気持ちが分かる」はデータ的に一番嫌われて

いる。これは絶対に使ってはいけない。「あなたの気持

ちを分かるようにしたい」と伝えるのがいい。 

有用な援助は「同じ境遇の人と接する＝遺族会」、「感

情を吐き出す機会を持つ」こと。医療者は「誠実な関心

を示す」「傍にいる」ことが重要で、「喋るな」と書いて

いる。言葉に詰まっても、安易な言葉でアドバイスしな

い方が良い。 

遺族はさまざまに苦悩しながら長い時間をかけて

徐々に愛する人がいない新しい世界へ適応するように

なっていく。遺族を見ていると、悲しみを抱えることに

よって心が成長していく。心が広がることによって悲し

みが入るスペースが十分にでき、最後は感謝の方が多く

なって皆に感謝し、人生をまた送っていく形になるよう

である。私たちの支援の目標は、悲しみを癒すことでは

なく遺族の精神的な成長、そしてそれに伴って日常生活

に適応していくことである。もちろん病気があれば治療

をする。 

カタクリの花は咲くまで 5 年かかる。遺族ケアも何年

かかっても努力すれば花開く、と思っている。 

 

 

「大切な人を亡くした方へのケア 
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【シンポジスト】 

大西 秀樹（埼玉医科大学国際医療センター精神腫瘍科教授） 

工藤 久巳（南青洲病院のご遺族） 

   門脇 睦子（緩和ケアクリニック・恵庭 訪問看護師） 

   山田 富美子（NPO 法人 市民と共に創るホスピスケアの会；菜の花の会） 

  佐々木 光明（浄土真宗本願寺派浄土寺住職） 

田村 里子（医療ソーシャルワーカー） 

シンポジウム 

【司 会】前野 宏（ホームケアクリニック札幌） 

川村 三希子（札幌市立大学） 
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１ はじめに 

 ホスピスで母を見送り、その後どのような経過をた

どり悲しみを乗り越えたのか。 

残された者（家族）が深い喪失感を軽くするのに必

要な事は何なのか。 

 「まだできる事はあるのでは？」と最期を迎えるま

での時間を過ごす事の意味。 

２ ホスピスでの生活 

一般病棟との大きな違いは、病状の変化に伴う方針

の決定は患者本人と家族である事。 

可能な限り、最期までの時間を心地よく穏やかに過

ごすための工夫をするところ。 

ソーシャルワーカーは患者や家族の不安や様々な社

会的な手続きに至るまで詳細にわたり提案や相談に

のってくれる大切な存在である。 

ボランティアの皆さんの季節の飾りつけや病室内の

さりげない配慮に感心。 

 最期を迎えるための準備やタイミングを提示しても

らえる事の重要性。 

看護師とのさりげない会話の中から信頼関係が結ば

れる。 

 

３ 考察 

 発病、手術、治療、ホスピスの経過で残されるもの

の心のケアは家族が入院した時から始まっているの

では。 

喪失感からの回復は闘病中どのように過ごしたかが

大きなポイントなのではないか。 

４ まとめ 

限りある命であるとわかった時（余命を告げられた時）

から悲しみに暮れるのではなく、最期まで穏やかに幸

せな時間を過ごすために何が出来るのかとあれこれ

思い悩むことが見送るものの前向きな看病となり、支

えになってくださる医療スタッフの方々と協力する

事がのちのち残された者との信頼関係が結ばれる事

にもつながる。 

そして、最期まで「まだやれることはないか」と一つ

一つ行ったことの中から、失った命の意味づけを見つ

け出せるヒントになるのではないか。 

大切な人を失った深い悲しみを乗り越えるためのケ

アは入院した時からすでに始まっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

在宅での看取りを経験したご家族・ご遺族へのグリ ーフケア（悲嘆のケア）についてまとめました。在宅は

大切な人を亡くして 

 

札幌青洲病院のご遺族 

工藤 久巳 様 

シンポジウムより 

大切な人を亡くした方へのケア  ～さまざまな立場から  

 

 

 

大切な人を亡くした方へのケア 

― 訪問看護師の立場から ― 
  

緩和ケアクリニック・恵庭 訪問看護室 

訪問看護師  門脇  睦子  

シンポジウムより 

大切な人を亡くした方へのケア  ～さまざまな立場から  
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生活の場であり，そこで最期を迎えるということは，ご

本人とご家族を中心に生活の在り様や，意向に沿った

看取りのケアが行われます。看取りの時期は，ご本人

とご家族にとって 1日 1日が非常に貴重で人生の凝縮

された日々であり、人生の総決算をするその方達に，

訪問看護師は、1対 1の個別的な密度の高い看護を提供

することになります。患者の経過を予測しながら，揺れ

動くご家族の不安な思いを受け止め、死から逃げない

態度を示し続けた訪問看護師だからこそ行えるグリー

フケアがあると思っています。今回、訪問看護師の立場

から事例を通してグリーフケアの実践を報告します。 

 

＜訪問看護師が行っているグリーフケア＞ 

① 実際の死以前に経験されるご家族の予期悲嘆に

対するケア（十分な傾聴によりご家族の悲しみや

不安を表出してもらい、訪問看護師が共にきたる

べき別れの同伴者となることを伝える） 

② 看取り直後のエンゼルケア（ご家族と一緒に体を

拭き、いちばんふさわしい旅立ちの服装に着替え

るお手伝いをし、受け入れがたいことを受け入

れていただく力を引き出す） 

③ お悔み訪問（故人の生前の様子や亡くなるまでの

過程について語り合いながら、ご家族がどのよう

に感じているのか、また体調の異常はないかなど、

悲嘆の状況を判断し必要に応じた関わりをもつ） 

④ 電話やお悔みカード（必要な時は、たとえ何年後

であろうと共に語り、聴く準備があるということ

を伝え、死別後の家族の様子を見守る） 

 

大切な方を失うことに伴う心の痛みは、患者さん

の死後にはじめて生じるのではなく、病状の変化な

どで死が予見されるさまざまなエピソードをきっか

けに経験します。悲嘆は予期悲嘆から死別後の悲嘆

へと続くプロセスだと捉え、その都度、適切なケア

を行うことが、ご遺族のグリーフワークを支援する

基盤となり得ると思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市民と共に創るホスピスケアの会は、「その人らしい

生と死を支える」というホスピスの考えが終末期だけで

なく医療全体の、そして社会の基本となることを目指し

て、1997年から活動しています。 

「ホスピスケア市民講座」や「会報発行」、がん患者・

家族が思いを語り支えあう「ひまわりサロン」、がん患

者家族のための情報提供支援事業「ちえのわ」、心身を

整え養生を学ぶ「気功教室」、そして、がん患者遺族会

「なのはなの会」などの事業を実施しています。 

「なのはなの会」は、平成 24 年 9 月から、僧侶や牧

師を含む 6名のスタッフが交代で開催しています。5月

までに 14回開催し、延べ 49名の参加がありました。 

どうして気が付いてあげられなかったのか、もっとや

れることがあったのではないか、何もしてあげられなか

ったなどの後悔。いないことに慣れていくこと、楽しく

過ごすこと、美味しいものを食べることなどへの罪悪感。

もう生きていても仕方がない、何のために生きているの

かと考え、後追い願望。周りの心ない言葉への怒り。土

日のスーパー、夕暮れ時、クリスマスやお正月の孤独感

などが語られます。 

語り、聴くと、自分だけの思いではなかったと気づき、

共感が生まれ、時に自分より若い人や遺族になって間も

ない人への慰めや励ましがあります。 

市民団体が開催する遺族会ですから専門的なグリー

フケアは出来ません。がんという病気で大切な人を喪っ

た同じ立場の人が集まり、家族や友人の前では出来ない、

泣くこと、心の内を語ることを気兼ねなくしていただけ

ればと思っています。 

 

市民団体における、 

   がん患者遺族会「なのはなの会」報告 
  NPO 法人  市民と共に創るホスピスケアの会  

  山田  富美子  
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  信仰こそが究極の癒し 

浄土真宗本願寺派浄土寺  

住職  佐々木  光明  

 

この時間、この場所に来たら、誰かが自分の話に耳を

傾けてくれるという安心感。そして、帰る時にほんの少

しでも心が和らぐ事を願って、なのはなの会を続けてい

きます。 

 

 

 

                                             

 

 

 

                                             

 

 

葬儀や七日参り、月参りをはじめとする様々な法要は、

その法要を通して、遺族が故人との死別体験をゆっくり

と受け入れていく大切な行事です。勤行後は可能な限り

時間を割いて、ご遺族が悲嘆の想いを吐露できるように

心がけています。そのことを通してご遺族が時間をかけ

て悲しみと共に生きる道をみつける事ができるからで

す。そうした意味で、なるべく聞き役に徹することを心

がけています。そのためにもご門徒との日頃からの人間

関係の構築が大切だと思います。 

七日参り（中陰法要）や月参りで心がけていることは、

その方の心身の健康状態の確認です。睡眠・便通・食欲

の有無を尋ねることもあります。故人の亡くなられた年

齢や社会的立場、遺族の人数によって、遺族の悲嘆は多

寡があるように思われます。遺族が多ければ、悲しみを

皆で共有できますが、少なければ一人乃至二人でじっと

悲しみ耐えなければなりません。 

亡き人が冥途といわれる迷いの世界へ旅立ったので

はなく、阿弥陀さまのお浄土という世界へ往き生まれた

ということを伝えることも大切なことです。泉式部は幼

子を亡くしたときに次のように歌いました。「子は死に

てたどりゆくらむ死出の旅 行く路知れぬと帰り来よ

かし」。幼いわが子が死出の旅に出たけれども、どこに

いっていいかわからないと、この母のものへ帰ってはく

れないだろうか。親であればこその心情が、痛いほど伝

わってくる気がします。 

しかし、泉式部はその悲しみだけの世界に終わること

はなかったのです。「露の世はあだにはかなき世を知れ

と 教えて帰る子は知識なり」。いつ果てるとも知れぬ

無常の人生に目覚めて下さいと、仏教との出あいを通し

て、この母にいのちの真実を教えてお浄土に帰る子は仏

さまであった、といただかれているのです。このように

して、仏教徒においては信仰に生きることが究極の癒し

だと思うのです。 

船は復元力によって荒波から立ち直ることができる、

と言われています。私たちもまた、死別という苦しみに

あって、そこから立ち直り、生きて行く道のあることを

教えられることです。 
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     がん患者と家族への相談支援を行うソーシャル
ワーカーの立場から 

社会福祉士・認定医療社会福祉士  

田村  里子  

 

遺族ケアは、緩和ケア病棟のある医療機関で始まり、

その重要性が認識されてきました。患者さんの側で家族

と共にケアしたスタッフは、その後の家族のことが気が

かりで何かにつけ思い出し、どうされているのか案じつ

つも、働きかけによる悲しみの再燃も懸念されて、関わ

りをためらう思いもあるのではないでしょうか。 

緩和ケア病棟を持つ医療機関である東札幌病院では、

茶話会という呼称の遺族会を、ソーシャルワーカーが毎

月定例開催してきています。このたびはこの茶話会の活

動と個別の遺族へのサポートを紹介いたします。始まり

は 1993 年、遺族の語らいの場を意図した、年１回の遺

族の茶話会でした。会を重ねるごとに年々参加者が増え、

遺族にとっての「語らいの場」というより、式典の様相

が強いものへ変化してきました。その後アンケートによ

る遺族ケアのニーズ調査や、遺族へのカードの送付の取

り組みなど、遺族へのサポートの在り方を模索しました。

休会の時期も経て、2007 年より現在の月１回の定例の

遺族の語らいの場として「茶話会」を再開し、現在に至

ります。 

かけがえのない家族を喪うという体験の後、残された

家族が日々の暮らしを続けていくことは、容易なことで

はなく、参加者からは、「ここでなら、泣ける…」「本当

の気持ちを話せる場がない…」「同じ身内を亡くした同

志だからこそ…」などの言葉が語られます。遺族同士が

集う「場」作りの必要性が示唆されています。 

がん患者と家族への相談援助を行うソーシャルワー

カーの立場から、遺族へのケアを目指した関わりについ

て振り返り、遺族へのサポートについて考えたいと思い

ます。 

 

「日本ホスピス緩和ケア協会 2014年度年次大会 および 

 日本ホスピス緩和ケア協会北海道支部 第 12回年次大会を終えて」  

           日本ホスピス緩和ケア協会北海道支部 

           代表理事 中谷 玲二 

『2014 年度日本ホスピス緩和ケア協会（HPCJ）年次

大会』が梅雨明け間近の 7月 19日から 20日に渡って、

東京のビッグサイト TFT ホールで開催されました。今

年度は北海道支部が大会準備の当番であり、あらかじ

め支部会員の皆様に大会参加受付および懇親会のお手

伝いをお願いしておりました。年々新たな緩和ケア病

棟の開設に伴い会員数が増加しており、参加者増を見

込んで前年よりも広い会場を用意していたのですが、

その会場が一杯となる 608 名もの多くの方々が全国よ

り集まりました。お手伝い頂いた北海道支部の皆様に

より、スムーズな受付や会場への誘導が行われ、滞りな

く年次大会総会、シンポジウム、

懇親会が開催されましたことに、

理事長および本部より感謝の言

葉を頂いております。 

簡単に今年度の年次大会の内容をお伝えさせて頂き

ます。第 1日目午後より総会、シンポジウム、懇親会、

第 2 日目午前は分科会、午後は特別企画の看護管理者

セミナーと MSWセミナーが開催されております。 

総会では事務局より、緩和ケア病棟入院料届出受理

施設数と緩和ケア診療加算届出受理施設の報告があり

ました。緩和ケア病棟入院料届出受理施設数は全国の

シンポジウムより 
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同受理施設 308施設のうち HPCJ会員は 269施設（5,459

床）で構成率は 87.3％でした。昨年 6月の時点では HPCJ

会員の緩和ケア病棟は 254施設（5,123床）で構成率は

91.4%でしたので、1年間で 15の会員施設が増加しまし

たが構成率はやや低下しました。一方、緩和ケア診療加

算届出受理施設は全国 213 施設のうち 90 施設が HPCJ

会員で 42.3%の構成率でした。昨年 5月の時点では会員

施設は 77施設で 39.5%の構成率でしたので、13施設が

増加して構成率はやや増加しました。緩和ケア病棟お

よび緩和ケアチームが、一体として緩和ケアの普及や

ケアの質向上に取り組んでいくために、一層の構成率

向上を目指していきたいと考えております。 

教育研修委員会の田村委員長より、看護師教育支援

部会からの報告がありました。2015年 2月 14日～15日

に「ELNEC-J指導者養成プログラム」開催支援すること、

HPCJ の参加対象者要件としては、ELNEC-J 指導者のい

ない施設に所属している方を優先し、協会支部内等で

ELNEC-Jのカリキュラムを用いたエンド・オブ・ライフ・

ケアの教育を実施する意志があるもの、HPCJ 支部の推

薦のある者とされております。また、ELNEC-J受講後の

スキルアップをサポートする目的で「専門的緩和ケア

看護師教育プログラム（SPACE-N）」を、2014年 11月よ

り来年 2月までの期間中 5日間をかけて約 30名を対象

に開催することも報告されました。 

シンポジウムでは HPCJ志真理事長より、2015年度に

導入予定の「質向上の取り組みに関する認証制度」に関

する説明がありました。認証制度の目的は緩和ケア病

棟の「質の評価」、「質の向上」、「質の管理」を社会に目

に見える形とすることであり、そのために「施設概要・

利用状況調査」、「自施設評価と質向上のための多職種

カンファレンス」、「遺族によるケアの質の評価」、「第３

者による医療機能評価」を活用する。そして、その意義

を１）社会に公開する姿勢（公開）、２）自らケアの向

上に取り組む姿勢（自律）、３）第三者や遺族の評価を

受ける謙虚な姿勢（謙虚）と分類しました。志真理事長

の緩和ケア病棟が提供するケアの質を向上と社会から

の認知という、かねてからの目標を達成するための強

い熱意が感じられました。 

また、2013年 11月に行われた「緩和ケア病棟自施設

評価」には道内でも多くの緩和ケア病棟に参加して頂

きました。緩和ケア機能評価部会の小野部会長より結

果報告があり、ケアプロセスを中心に病棟のスタッフ

全員に個別に評価して頂き、後日にスタッフの多くの

方々によりカンファレンスで振り返りを行うことは、

手間暇がかかる作業ではあったけれども、自施設のあ

り方を考える良い機会になったとのご意見を多数頂い

ている。本部による「緩和ケア病棟自施設評価」は 2年

に一度の頻度で行われるが、独自に自施設評価を何ら

かの形で行いたいと回答した施設が 8 割弱もあったこ

とも報告して頂きました。 

懇親会では、冒頭に柏木哲夫先生より「緩和ケア病棟

の数は全国的に充足しつつあり、これからは如何に質

を向上させるかが大切である」とのお言葉があり、懐か

しい仲間との再会、楽しい歓談の時間はあっという間

に過ぎていきました。宴席の最後には北海道支部会員

一同で、震災支援ソング「花は咲く」の独唱・合唱を行

いました。各人の歌唱力の差を感じつつも皆が心を一

つにして歌い、会場全体が一体感につつまれた雰囲気

となりました。 

北海道支部の活動としては『日本ホスピス緩和ケア

協会北海道支部第 12回年次大会』を、5月 17日に北海

道大学学術交流会館を会場として開催しました。詳細

は本ニューズレターの 2 項以降をご参照頂くこととな

りますが、医師 23名、看護師 85名、薬剤師 8名、医療

ソーシャルワーカー13 名、など、合計 140 名もの多く

の方々にご参加頂きました。 

今回の年次大会のテーマは遺族ケアでしたが、参加

者アンケートでは、「遺族に対してのケアが必要として

いることが伝わってきました。」「病棟では亡くなった

瞬間から遺族ケアが始まっていることを改めて感じる

ことができました。」「とても興味深く聞かせていただ

きました。患者が退院すると家族がどのような状況に

なっているのかわからなくなる。改めてグリーフケア

の必要性を考えさせられました。」「私は看護師ですが、

自分がきちんと出来ていない事を思い知らされたよう

な感じがして、私自身もつらかったです。発表内容はす

ばらしく共感できました。自部署に帰って何か形に出

来たらと思っています。」などの言葉を頂きました。今

回の特別講演およびシンポジウムで得られたことが、

日々の臨床の現場での実践に繋がっていることは非常

に光栄でありますし、今回の年次大会でご発表頂いた

方々および運営をサポートして頂いた方々に改めて感

謝申し上げます。 

来年度も皆様のご期待に添える年次大会を検討して

おりますので、ぜひ多数の皆様のご参加をお待ちして

おります。
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ＮＰＯ法人  日本ホスピス緩和ケア協会会員名簿  （北海道関係分 ）  

平成 26年 8月 1 日現在

【 正会員 】 Ａ：緩和ケア病棟入院料届出受理施設  ＡＴ：緩和ケア診療加算届出受理施設  ＢＲ：一般病院  ＢＲＨ：診療所等 

区分 施 設 名 所 在 地 TEL/FAX 担 当 者 入 会 日 

Ａ 
医療法人  

東札幌病院 

〒003-8585 

札幌市白石区東札幌 3条 3丁目 7-35 

TEL 011-812-2311 

FAX 011-823-9552 
長谷川 美栄子 1993.9.1 

Ａ 
社会医療法人 母恋 

日鋼記念病院 

〒051-8501 

室蘭市新富町 1 丁目 5-13 

TEL 0143-24-1331 

FAX 0143-22-5296 
目黒 紀恵 1996.7 

Ａ 
医療法人 潤和会 

札幌ひばりが丘病院 

〒004-0053 

札幌市厚別区厚別中央 3条 2丁目 12-1 

TEL 011-894-7070 

FAX 011-894-7657 

緩和ケア病棟

師長 
1998.10.30 

Ａ 
医療法人社団 洞仁会 

洞爺温泉病院 

〒049-5892 

虻田郡洞爺湖町洞爺町 54-41 

TEL 0142-87-2311 

FAX 0142-87-2260 
中谷 玲二 2000.2.12 

Ａ 
社会医療法人  

恵佑会札幌病院 

〒003-0027 

札幌市白石区本通 14 丁目北 1-1 

TEL 011-863-2101 

FAX 011-864-1032 
渡辺 由美 2000.2.25 

Ａ 
札幌医療生活協同組合 

札幌南青洲病院 

〒004-0801 

札幌市清田区里塚 1 条 2 丁目 20-1 

TEL 011-883-0602 

FAX 011-883-0642 
四十坊 克也 2001.6.1 

Ａ 
医療法人 聖仁会 

森病院 

〒041-0801 

函館市桔梗町 557 

TEL 0138-47-2222 

FAX 0138-47-2200 
極檀 多津子 2001.6.4 

Ａ 
医療法人 敬仁会 

函館おしま病院 

〒040-0021 

函館市的場町 19-6 

TEL 0138-56-2308 

FAX 0138-56-2316 
松田  啓 2002.5.17 

Ａ 
国家公務員共済組合連合会 

ＫＫＲ札幌医療センター 

〒062-0931 

札幌市豊平区平岸 1 条 6 丁目 3-40 

TEL 011-822-1811 

FAX 011-841-4572 
瀧川 千鶴子 2005.11.14 

Ａ 
公益社団法人 北海道勤労者医療協会 

勤医協中央病院 

〒007-8505 

札幌市東区東苗穂 5 条 1 丁目 9-1 

TEL 011-782-9111 

FAX 011-781-0680 
加藤 真由美 2007.4.11 

Ａ 医療法人 清田病院 
〒004-0831 

札幌市清田区真栄 1 条 1 丁目 1-1 

TEL 011-883-6111 

FAX 011-882-7477 
上ヶ島 友紀 2007.10.31 

Ａ 
医療法人 為久会  

札幌共立五輪橋病院 

〒005-0802 

札幌市南区川沿 2条 1 丁目 2-54 

TEL 011-571-8221 

FAX 011-571-7405 
古川 勝久 2012.7.14 

Ａ 
ＪＡ北海道厚生連 

札幌厚生病院 

〒060-0033 

札幌市中央区北 3条東 8 丁目 5 

TEL 011-261-5331 

FAX 011-271-5320 
福原  敬 2012.7.30 

Ａ 
ＪＡ北海道厚生連 

旭川厚生病院 

〒078-8211 

旭川市一条通 24丁目 111-3 

TEL 0166-33-7171 

FAX 0166-33-6075 
菅原 かおり 2007.5.1 

Ａ 
社会医療法人社団カレスサッポロ 

時計台記念病院 

〒060-0031 

札幌市中央区北 1条東 1 丁目 2-3 

TEL 011-251-1221 

FAX 011-231-5433 
児玉 佳之 2013.5.1 

ＡＴ 市立札幌病院 
〒060-8604 

札幌市中央区北 11 条西 13 丁目 1-1 

TEL 011-726-2211 

FAX 011-726-7912 
合田 由紀子 2003.5.9 

ＡＴ 市立函館病院 
〒041-8680 

函館市港町 1 丁目 10-1 

TEL 0138-43-2000 

FAX 0138-43-4434 
田中 秀法 2008.7.29 

ＢＲ 
医療法人 平成醫塾 

苫小牧東病院 

〒053-0054 

苫小牧市明野新町 5 丁目 1-30 

TEL 0144-55-8811 

FAX 0144-55-8822 
今野 哲朗 2003.5.30 

ＢＲ 北見赤十字病院 
〒090-8666 

北見市北 6条東 2 丁目 1 

TEL 0157-24-3115 

FAX 0157-22-3339 
部川 玲子 2006.11.16 

ＢＲ 
独立行政法人  労働者健康福祉機構 

釧路労災病院 

〒085-8533 

釧路市中園町 13-23 

TEL 0154-22-7191 

FAX 0154-25-7308 
西井 2008.9.16 

ＢＲ 
医療法人 渓仁会 

手稲渓仁会病院 

〒006-8555 

札幌市手稲区前田 1 条 12 丁目 1-40 

TEL 011-681-8111 

FAX 011-685-3176 
久原  幸 2009.8.17 

ＢＲＨ 
札幌医療生活協同組合 

ホームケアクリニック札幌 

〒003-0027 

札幌市白石区本通５丁目北 1-1 

TEL 011-867-6770 

FAX 011-867-6771 
提箸 秀典 2008.12.8 

ＢＲＨ 緩和クリニック・恵庭 
〒061-1417 

恵庭市駒場町 6 丁目 1-1 

TEL 0123-35-3300 

FAX 0123-35-3301 
金澤 登貴子 2010.6.7 
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『 都 道 府 県 がん診 療 連 携 拠 点 病 院 』     平成 26 年 4 月 1日現在 

施  設  名 住    所 指定年月日 

独立行政法人国立病院機構 北海道がんセンター 札幌市白石区菊水 4 条 2-3-54 平成 17年 1月 17 日 

北海道における『地域がん診療連携拠点病院 』  平成 26 年 4月 1 日現在 

施  設  名 住    所 指定年月日 

市立釧路総合病院 釧路市春湖台 1 番 12 号 平成 17年 1月 17 日 

市立札幌病院 札幌市中央区北 11 条西 13 丁目 1-1 平成 17年 1月 17 日 

砂川市立病院 砂川市西 4 条 2 丁目 1-1 平成 17年 1月 17 日 

総合病院北見赤十字病院 北見市北 6 条東 2 丁目 1 平成 17年 1月 17 日 

ＪＡ北海道厚生連 旭川厚生病院 旭川市 1 条通 24 丁目 111-3 平成 17年 1月 17 日 

ＪＡ北海道厚生連 帯広厚生病院 帯広市西 6 条南 8 丁目 1 平成 17年 1月 17 日 

医療法人 王子総合病院 苫小牧市若草町 3-4-8 平成 17年 1月 17 日 

市立函館病院 函館市港町 1-10-1 平成 19年 1月 31 日 

社会医療法人母恋 日鋼記念病院 室蘭市新富町 1-5-13 平成 19年 1月 31 日 

旭川医科大学病院 旭川市緑が丘東 2 条 1-1-1 平成 21年 4月 1 日 

札幌医科大学附属病院 札幌市中央区南 1 条西 16 丁目 平成 21年 4月 1 日 

北海道大学病院 札幌市北区北 14 条西 5 丁目 平成 21年 4月 1 日 

市立旭川病院 旭川市金星町 1-1-65 平成 21年 4月 1 日 

   

【 準会員 】 ＢＡ 

 施設・団体 

区分 施 設 名 所 在 地 TEL/FAX 担 当 者 入 会 日 

ＢＡ 医療法人社団 坂本病院 
〒063-0821 

札幌市西区琴似 2条 4 丁目 3-10 

TEL 011-621-0808 

FAX 011-615-0526 
坂本 仁 2000.6.15 

ＢＡ 
一般社団法人 

WITH医療福祉実践研究所 

〒001-0027 

札幌市北区北 27条西 5丁目 1-28 ｴﾌﾃｰﾋﾞﾙ 4F 

TEL 011-621-0808 

FAX 011-615-0526 
田村 里子  

 個 人 

区分 氏   名 所 在 地 所   属 入 会 日 

ＢＡ 菅原 邦子 札幌市 天使大学 看護学科 2003.5.30 

ＢＡ 河村 勝義 旭川市 ＪＡ北海道厚生連 旭川厚生病院 緩和ケア科 2010.5.11 

ＢＡ 門脇 睦子 千歳市 緩和ケアクリニック・恵庭 訪問看護室 2012.5.18 

ＢＡ 田巻 知宏 札幌市 北海道大学病院腫瘍センター 緩和ケアチーム 2012.8.2 

ＢＡ 中田 美都里 札幌市 社会医療法人康和会札幌しらかば病院 看護部 2013.5.1 

ＢＡ 川村 三希子 札幌市 札幌市立大学 看護学部 2013.5.10 

     

 【 賛助会員 】 Ｓ 

区分 氏   名 所 在 地 所   属 入 会 日 

Ｓ 佐々木 茂 札幌市  2003.5.9 

Ｓ 松本 克弘 札幌市 ＮＰＯ法人 市民と共に創るホスピスケアの会 2006.4.27 

Ｓ 藤村 保文 札幌市 医療法人社団  北樹会病院 2007.6.22 
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ＫＫＲ札幌医療センター 札幌市豊平区平岸１条 6 丁目 3-40 平成 21年 4月 1 日 

独立行政法人労働者健康福祉機構 釧路労災病院 釧路市中園町 13-23 平成 21年 4月 1 日 

ＪＡ北海道厚生連 札幌厚生病院 札幌市中央区北 3 条東 8 丁目 5 平成 21年 4月 1 日 

社会福祉法人函館厚生院 函館五稜郭病院 函館市五稜郭町 38-3 平成 21年 4月 1 日 

医療法人渓仁会 手稲渓仁会病院 札幌市手稲区前田１条 12 丁目 1-40 平成 21年 4月 1 日 

社会医療法人 恵佑会札幌病院 札幌市白石区本通 14 丁目北 1-1 平成 21年 4月 1 日 

独立行政法人国立病院機構 函館病院 函館市川原町 18-16 平成 23年 4月 1 日 

 

北海道における『地域がん診療連携指定病院 』  平成 26 年 4月 1 日現在 

施  設  名 住    所 指定年月日 

ＫＫＲ札幌医療センター 斗南病院 札幌市中央区北 1 条西 6 丁目 平成 24年 12 月 28 日 

ＮＴＴ東日本札幌病院 札幌市中央区南 1 条西 15 丁目 平成 24年 12 月 28 日 

公益社団法人北海道勤労者医療協会 勤医協中央病院 札幌市東区東苗穂 5 条 1 丁目 9-1 平成 24年 12 月 28 日 

医療法人彰和会 北海道消化器科病院 札幌市東区本町 1 条 1 丁目 2-10 平成 24年 12 月 28 日 

独立行政法人地域医療機能推進機構 北海道病院 札幌市豊平区中の島 1条 8 丁目 3-18 平成 24年 12 月 28 日 

社会医療法人 札幌北楡病院 札幌市白石区東札幌 6 条 6 丁目 5-1 平成 24年 12 月 28 日 

市立小樽病院 小樽市若松 1 丁目 2-1 平成 24年 12 月 28 日 

苫小牧市立病院 苫小牧市清水町 1 丁目 5-20 平成 24年 12 月 28 日 

市立室蘭総合病院 室蘭市山手町 3 丁目 8-1 平成 24年 12 月 28 日 

社会医療法人 製鉄記念室蘭病院 室蘭市知利別町 1 丁目 45 平成 24年 12 月 28 日 

旭川赤十字病院 旭川市曙 1 条 1 丁目 1-1 平成 24年 12 月 28 日 

独立行政法人国立病院機構 旭川医療センター 旭川市花咲町 7 丁目 4048 平成 24年 12 月 28 日 

名寄市立総合病院 名寄市西 7 条南 8 丁目 1 平成 24年 12 月 28 日 

ＪＡ北海道厚生連 遠軽厚生病院 紋別郡遠軽町大通北 3 丁目 1-5 平成 24年 12 月 28 日 

社会福祉法人函館厚生院 函館中央病院 函館市本町 33-2 平成 26年 4月 1 日 

医療法人為久会 札幌共立五輪橋病院 札幌市南区川沿 2 条 1 丁目 2-54 平成 26年 4月 1 日 

独立行政法人労働者健康福祉機構 北海道中央労災病院 岩見沢市 4 条東 16 丁目 5 平成 26年 4月 1 日 
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北海道における  

『がん診療連携拠点病院 』・『ホスピス・緩和ケア病棟施設 』  

平成 26年 10月 1日現在 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「日本ホスピス緩和ケア協会」入会のご案内 

ホスピス緩和ケアを患者に提供している、あるいは教育などの現場やボランティアとして関わっていら

っしゃる施設・団体・個人の方は是非当協会の活動にご参加下さい。 

 ご入会いただきますと、協会本部・支部の主催するセミナーや年次大会を優先的にご案内いたします。 

 ご入会方法については、「日本ホスピス緩和ケア協会」のホームページ http://www.hpcj.org/index.html

の「入会・寄附のご案内」に詳しく説明されておりますので、是非ご覧ください。 
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2014年 10月 25日～26日に第 3回日本ホスピス緩和ケア協会北海道支部主催 ELNEC-J研修会を開催し

ました。受講者は 19名であり、会員施設の看護師 17名、非会員施設の看護師 2名でした。受講者全員が

専門緩和ケアに従事していることから、臨死期のケアのモジュールでケーススタディを行なうなど、プロ

グラムを工夫しました。研修後のアンケートでは、プログラム全体に対する満足度は、『大変満足』が

89.5％、『満足』が 10.5%であり、「グループワークで他の施設の人の経験を聞いて参考になった」「日々、

悩んでいることの解決の糸口が見つかった」等のコメントがありました。 

北海道支部主催の ELNEC-J 研修会は予定の 3 回を終えました。今後は、看護師教育に関する会員施設

のニーズを明らかにして、支部としての看護師教育支援の方法を検討していく予定です。 

 

ＮＰＯ法 人 日 本 ホスピス緩 和 ケア協 会  

北海道支部  第 １３回年次大会のお知 らせ  
・                              ・ 

第 ３回  日 本 ホスピス緩 和 ケア協 会 北 海 道 支 部 主 催  

E L N E C - J 研修会のご報告  ・                                 ・ 

編集後記 

 

ＮＰＯ法人 日本ホスピス緩和ケア協会  

        北海道支部事務局  

〒049-5892 虻田郡洞爺湖町洞爺町 54番地 41 

医療法人社団洞仁会洞爺温泉病院 医療相談室 担当：中山 

TEL 0142-87-2311    FAX 0142-87-2260 

E-Mail  hpcj ‐hokkaido@toya ‐onsen ‐hospital.or.jp  

 

発行者  

 
 
 

NPO法人日本ホスピス緩和ケア協会北海道支部第13回年次大会は、2015年5月23日（土）、札幌市立大

学 桑園キャンパス 大学院棟１階大講義室（札幌市中央区北11 条西13 丁目）で開催されます。 

今回は、特別講師に日本医科大学武蔵小杉病院 腫瘍内科部長 教授の勝俣範之先生をお招きし、『診

断時からの緩和ケアをどう実践していくか？』などをテーマにお話頂きます。 

また、シンポジウムでは『抗がん剤治療と緩和ケアが共存する時代～患者さんの意思決定を支えるた

めに～』をテーマとして、腫瘍内科医、がん看護専門看護師、緩和ケア病棟医、在宅ホスピス医の立場

からご発言を頂く予定であります。 

がん治療における緩和ケア導入の際に抱えている患者側および医療者側の障壁とは何かを討論し、必

要なときに緩和ケアを提供するための医療者に求められるものは何かを検討して参ります。多数の方々

のご参加をお待ちしております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 12回年次大会も、皆様のご協力の下、多くの

方々にご参加いただき無事に終えることが出来

ました。毎年、講師の方の講演も素晴らしいもの

ですし、シンポジウムもためになるものばかりで

す。 

今後も皆様にご満足いただけるテーマをご用

意し、準備してまいりますので、お誘いあわせの

上、今後も是非ご参加下さい。 N.N 
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