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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 13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を会場として開催されました。 

今回は、特別講師として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？』をテーマにご講演をして頂きました。腫瘍内

科医の立場からがん治療医に求められるものをお話し頂き、第４の治療としての緩和ケアの意義、コ

ミュニケーションの重要性を詳しくご講演頂きました。 

また、シンポジウムではがん患者さんの意思決定支援をテーマとして、４名のシンポジストにご発

表を頂き、積極的がん治療を中止する際の現場での葛藤などについて、様々な立場からご報告頂き

ました。 

 

ＮＰＯ法人日本ホスピス緩和ケア協会北海道支部第１３回年次大会より 

特別講演  「がん診療医に知ってほしいこと 

～診断時からの緩和ケアをどう実践していくか？～」    ・・・・・・・・ ２項 

        講師 ： 勝俣 範之 （日本医科大学武蔵小杉病院腫瘍内科部長教授） 

座長 ： 瀧川 千鶴子（ＫＫＲ札幌医療センター） 

シンポジウム 「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～」  

司会 ： 田巻  知宏  （北海道大学病院） 

下倉  賢士  （札幌南青洲病院） 
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「がん診療医に知ってほしいこと 

～診断時からの緩和ケアをどう実践していくか？～」 

」 
          

 

 

日本医科大学武蔵小杉病院 

  腫瘍内科部長教授 

                    勝俣 範之先生の特別講演より      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１緩和ケアの概念を理解し、実践する 

積極的な治療時期と進行期がん治療の目標は違う。緩

和ケアは苦痛をとることによって QOL を改善すること

であり、進行期がん治療の目標と一致する。亡くなる直

前まで化学療法を引きずり、抗がん剤の積極的治療が尽

きてしまった時に、「治療はありません。」と言って緩和

ケアを勧めてはいけない。緩和ケア自体が大切な治療で

あると理解して欲しい。最後の最後まで、抗がん剤治療

を行うと、ICU で亡くなる率が高くなり、最後に心肺蘇

生をされ生存期間も短くなる。EBM を提唱したドルタ・

サケット氏は、エビデンスだけが大事なのではなく、「科

学的データ」「医療者の専門性」「患者の希望・価値観」

の三要素を統合して医療は成り立っていると述べてお

り、がん診療にあてはめると、早期がんの場合は、専門

性の高い科学データをもとに「再発を抑制し、治癒を目

指す」。進行がん・進行期の場合は「がんとより良い共

存を目指す」ことが目標で、「患者さんの希望・価値観、

生活で大切にすること」に着目した診療になる。緩和ケ

アが治療と言う意味は、NEJM 誌で示された。手術適応

のない肺がんステージⅣの患者に緩和ケアを介入した

ことが、介入の無い群より 2.7 ヶ月の延命効果を得た。

これは、過剰な抗がん治療を止めることが、生活の質の

向上となり生存率を延長させた訳で、分子標的薬の２ヶ

月ばかりの延命よりも治療効果があった。 

２意思決定共有には、コミュニケーショ
ンが重要 

患者さんが病状理解していることが不可欠だ。NEJM

誌において、転移性肺がんで６９％、大腸がんで８１％             

の患者が、化学療法によってがんが治癒すると誤解して

いることが報告された。医師と患者さんが情報を共有し、

一緒に考え、決定も共有する「共有型」が理想的なイン

フォームドコンセントであるが、このような考え方は日

本ではようやく始められたばかりである。難しい場面は、

抗がん剤治療を止めるときで、コミュニケーションの技

術と能力が必要とされる。コミュニケーションプログラ

ム研修を受けた群のほうが、患者の抑うつ症状が減り医

師への信頼感が高まったという報告がされている。米国

腫瘍学会が以下の声明を出している。①進行がんと診断

された時点から、標準的抗がん治療と同時に緩和ケアを

行っていることは、家族・患者の QOL を向上させ、無

駄な抗がん治療を避け延命にも寄与する可能性がある、

②治療医は化学療法ができなくなってきてからではな

く、進行がんと診断された時点からホスピスケアについ

ての情報提供をし、治療の目的、予後について話し合う

あうべきである。 

強調したいのは、余命告知ではなく、今後について話

し合うということです。 

早期緩和ケアを実現するためには、患者さんが病状理

解すること、意思を決定できるように支援をすること、

ACP (Advanced Care Planning)が必要であり、生活の

質を犠牲にした抗がん剤治療は本末転倒であると結ば

れた。 

勝俣範之先生は、適切ながん診療を情熱を持って目指

しており、日々患者さんの苦悩もみつめていた。緩和ケ

アの本質ががん診療医に理解され、患者さん・家族に 

とって QOL の向上を目指せるように、我々緩和ケアに

従事する者もがん診療医の立場を理解する必要がある

と深く感じた。 

特別講演 

【座長】ＫＫＲ札幌医療センター 

瀧川 千鶴子 
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「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～」 

 

 

 

 

 

 

 

 

【シンポジスト】 

清水 康（北海道大学病院腫瘍内科病棟医長） 

石岡 明子（北海道大学病院地域医療連携福祉センターがん看護専門看護師） 

    四十坊 克也（札幌南青洲病院院長） 

    柴田 岳三（緩和クリニック恵庭院長） 

  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

北大病院腫瘍内科では、肺癌、頭頸部癌、消化器癌、

軟部肉腫、乳癌、原発不明癌など、臓器横断的に全身

の幅広い領域のがんに対して最新の標準治療からな

る薬物療法を行い、最善の治療成績を目指している。

しかし、当科で抗がん治療を受けておられる患者さん

の大部分は予後不良な局所進行・転移性の固形がんで

あり、徐々に化学療法の効果が得られなくなるだけで

なく、抗がん薬による有害事象や合併症が問題になる

ケースも多くある。病状の進行や副作用によって体調

はよくなくても治療を継続せざるを得ないという状

況の中で、ほとんどの患者さんはできる限り治療を受

けていきたいと希望するが、一方で無理はせず早めに

抗がん治療をやめたいと希望する患者さんもいる。患

者さんがどのような状況、理由で積極的抗がん治療の

中止を決断されているのか、また、患者さんの意思決

定を支えるためには何が必要なのか、当科の患者デー

タをみながら考えてみた。 

～2014年度当科入院患者の調査～ 

① 化学療法から BSCへの移行理由は、PS不良や病状

増悪が最も多く、全身状態が不良になっている症

例が多かった。これらの患者さんは、化学療法を

限界ギリギリまで頑張っており、ゆっくり過ごせ

る時間は非常に少なくなっている。 

② 転医先については、施設や場所を理由に選ぶ患者

さんが多く、決まって落ち着くまでにはある程度

の時間を要していた。体調や病状が悪くなってし

まい、転院や在宅療養を希望しても準備が間に合

「がん薬物療法専門医としての立場から」 

 

北海道大学病院腫瘍内科病棟 

医長  清水  康   

シンポジウムより 

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～  

シンポジウム 

【司 会】田巻 知宏（北海道大学病院） 

下倉 賢士（札幌南青洲病院） 
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わなかった患者さんもいた。 

③ BSC を自ら決断する患者さんは比較的治療の早期

（1～2次治療）に多かった。治療効果があまり期

待できそうにない、副作用が強い、残された時間

を有意義に過ごしたいなどの理由により、早めに

決断されていた。 

 

これらの当科患者さんデータから、以下のことが考

えられた。 

・がん薬物療法医として、最適な抗がん治療を提供す

ることは重要であるが、患者さんを限界近くまで頑張

らせないことも大切である。 

・BSCへの準備は体調のよい早い時期から始めること

が望ましい。 

・その患者さんにとっては抗がん治療が最も優先さ

れるものなのか、それとも残された時間を有意義に過

ごすことが優先されるのか、常にコミュニケーション

を取り確認することが大切と思われる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

近年抗がん剤治療の発展は目ざましく、毎年のよ

うに新薬や治療法が開発されています。それにより

がん治療を長期に渡り継続し、亡くなる数か月前ま

で緩和医療を受けながら抗がん剤治療を受けてい

る方が増えているように思います。 

 がん治療を継続する過程のなかで、がんの進行に

よる症状を持つ患者さんは「症状が悪化しないだろ

うか」、治療の副作用のために体調が優れない患者

さんは「このまま治療を続けてよいのだろうか」な

ど、自分の心と身体に自問自答しながら、病気を持

ちながらどのように生きるかについて意思決定を

繰り返しています。私たち医療者は患者さんの揺れ

動く気持ちや不安に寄り添いながら、時には医療者

としての意見も伝え、患者さんの意思決定を支える

ことが大切だと思います。 

また、早期からの緩和ケアと言われていますが、

緩和ケアの言葉が明確に伝えられ、患者さんやご家

族が緩和ケアを自分に必要なこととして考えるの

は、未だ抗がん剤治療の打つ手がなくなったときが

ほとんどです。そして、その時の気持ちは覚悟をし

ていたと言われる方もいれば、まだがん治療の可能

性を探したい方などさまざまです。 

私は、大学病院で抗がん剤治療の効果が望めなく

なった、もしくは近い将来望めなくなる可能性があ

る方が、その後の療養の場を決めるための支援をし

ています。その際、ただ次の行先を探すのではなく

患者さんやご家族が直面している課題として捉え、

さまざまな気持ちを汲みながら一緒に考えていく

姿勢や支援が大切だと考えています。 

抗がん剤治療と緩和ケアに関わるがん看護専門

看護師の立場から、患者さんの意思決定の支援を考

えたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「がん看護専門看護師の立場から」 
  

北海道大学病院地域連携福祉センター 

がん看護専門看護師 石岡  明子  

シンポジウムより 

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～  
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 当院は、緩和ケア病棟（ホスピス病棟）18床をもつ

88床の地域の一般病院である。2003年12月に北海道6

番目の緩和ケア病棟を開設し、今年で12年目を迎えて

いる。すでに当院の緩和ケア病棟を利用された患者さ

んは1700名以上となった。開設当初、入院患者数は年

間120名前後を推移したが、徐々に増え2008年に190名

を超えた。ここ数年は170名程度を推移している。死

亡退院は80％前後である。在院日数は2005年には45.7

日であったが、2013年には32.1日と短くなっている。

在院日数の内訳でも30日以下の患者さん占める割合

多くなっている（2014年は全体の66.7％）。全体の30％

が肺癌患者であることも特徴的である。 

 当院は、一般内科と緩和ケアを中心にした病院であ

り、がん患者さんを積極的に診断・治療は行っていな

い。そのため、終末期にあるがん患者さんを紹介して

頂くことを基本方針としている。そのため、抗がん剤

治療中の患者さんをそのまま受け入れるには、難しい

ことが多く、結果的に治療を中止した段階での紹介と

なっている。病棟開設から10年以上を経過し、抗がん

剤治療も複雑化し、多種多様となり、以前より抗がん

剤治療が延びていると感じる。また、知識不足のため、

緩和ケア医が直接立ち入ることは難しくなっている

ことを感じる。それも緩和ケア病棟への紹介が遅くな

り、在院日数の短縮につながっているのかもしれな 

い。 

 緩和ケア病棟は、厚生労働省が定めた施設基準をみ

たし、地方厚生局に届け出を行うことで緩和ケア病棟

入院管理料を算定することができる。つまり、病棟運

営には、施設基準というものが大きく関わってくる。 

また、病院経営にも施設基準を守ることが必然的に必

要となってくるのが現状である。現在のところ、緩和

ケア病棟に入院できるのは『がんの患者さん、もしく

はエイズの患者さん』で、病棟には専門の医師が１人

以上必要とされている。また病院機能評価機構の認定

を受けていなければならず、一般病棟と違い入院日数

には制限が今のところない。全国には2014年11月現在

321施設の緩和ケア病棟があり、6421ベッドがある。

北海道には、15施設、361ベッドで、札幌市内には当

院を含め10施設もの緩和ケア病棟がある。当院の緩和

ケア病棟の入院基準は、基本はがんの終末期の方で、

患者ないし御家族が入院を希望されていて、できれば

病名・症状に関して理解していることが望ましいとし

ている。具体的には、入院患者さんの100％ががん患

者さんで、また緩和ケア病棟での抗がん剤治療はでき

ない方針としている。 

 人生の終末期をどのように過ごすかは、患者さんが

決めることであり、その援助をするためには、もう少

し早い段階からの治療の中止も選択肢にあることを

伝えてほしいことを実感している。最近はギリギリま

で治療をされている患者さんも多く、最後の時間的な

猶予がないように感じされる。そのためにも、治療医

には治療の引き際を見極めてほしいと思っている。私

たちは、人生の終末期のリリーフエースでありたいと

思っており、できる限りのことをこれからもやってい

きたい。 

 

 

 

 

 

 

シンポジウムより 

 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～  

 

「緩和ケア病棟の立場から」 
  

札幌南青洲病院 

院長  四十坊  克也  
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  道央地区において在宅緩和ケアの促進を目指して 

～訪問診療クリニックの立場から～ 

緩和クリニック恵庭  

院長  柴田  岳三  

 

 

 

 

 

 

                                             

 

 

 

                                             

 

 

恵庭・千歳・北広島は、医療環境が比較的良好である

と考えられている札幌二次医療圏にありながら、他の先

進医療と同様、ホスピス・緩和ケア病棟、がん診療連携

拠点病院など緩和ケア、在宅医療の主要施設もその多く

は札幌中心部に偏在し、非常に乏しい地域である。 

がん患者の多くが札幌で検査・治療・入院を受けている

が、一旦それらが落ち着いた段階で地域に帰ってきても、

受け入れ先が少なく、特に訪問診療の体制はほとんどな

く、患者はがん難民となるケースも少なくなかった。 

こうした問題を少しでも改善できればと、我々は

2010 年 3 月恵庭市において、訪問診療を専門とする緩

和ケアクリニック・恵庭を開業した。患者は徐々に増え

続け、月間 80 名程度となっている。当院では医療と介

護の連携、地域包括ケアに貢献したいとの理念で、がん

だけではなく、神経難病、認知症、慢性疼痛などの訪問

診療も行っており、月間訪問診療のがん患者と非がん患

者の比率は 1：1.5 程度である。 

平成 26 年度の年間転帰数は 96 名で、在宅死亡 77 名

（がん 63 名、非がん 14 名）、在宅死亡率は 80.2％で 

あった。 

当科に紹介されたがん患者の化学療法施行について、 

全経過を通じて化学療法を行わなかった患者は 25 名

（30.1％）その理由の 90％近くが本人家族の拒否で  

あった。前医までの間に化学療法を施行し、その後中止

となった患者は 51 名（61.4％）で、中止理由は病態の

進行、悪化 26 名、効果なし 14 名、副作用 10 名などで

あった。当科の訪問診療開始後まで化学療法を続けた症

例は 4 名（4.8％）にすぎなかった。 

千歳・恵庭・北広島地域は当院が開設される以前は在

宅医療がほとんどなかった地域であったが、訪問診療の

理解も徐々に浸透し、地域全体の在宅死亡率も 10％を

大きく超えたと推測される。がん化学療法も含め、この

地域で終末期患者やその家族が在宅緩和ケアを選択し

た場合、その選択が達成されるよう尽力したい。 

「日本ホスピス緩和ケア協会 北海道支部 第 13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 

2015年 5月 23日に開催された日本ホスピス緩和ケア

協会北海道支部第 13回年次大会には、医師 39名、看護

師 115 名、薬剤師 8 名、MSW24 名、コメディカル 6 名、

学生 6 名、患者 1 名の合計 199 名もの多くの方々に集

まって頂きました。 

過去の年次大会への医師参加数は 10名程度でありま

したので、腫瘍内科医の勝俣範之先生による「診断時か

らの緩和ケアの実践」の特別講演や、「患者さんの意思

決定支援」をテーマとしたシン

ポジウムに多くの医師が関心

を持って頂いたものと思いま

す。 

また、アンケート集計結果に

よりますと参加者の所属は、一般病棟 35％、緩和ケア

病棟 21%、在宅関連施設14%、緩和ケアチーム 8%であり、

例年一般病棟からは 20%程度の参加でありましたので、
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シンポジウムより 

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～  
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今回はがん治療に日頃接している方々に多数参加して

頂きました。 

特別講演に関する自由記載には、一般病棟の医療者

からは「普段よくＩＣの場に同席していますが、一方的

に治療を伝える、又は、どうしていくか決めさせるとい

う印象が強いです。医師の説明の後に、もっと患者や家

族と話し合い、フォローしていきたいのですが、時間の

余裕もなく、ただ時間我だけが過ぎ、治療が始まってし

まうことも多くジレンマを感じている日々です。先生

の話を聞き、もっと患者の希望や本質、大切にしている

ことについてのコミュニケーションを図り、医師との

パイプ役としても活動していこうと思いました。」とあ

りました。一方、緩和ケア病棟の医療者からは「私は緩

和ケア病棟で勤務している中で、本日のお話にある『患

者さんの生活の質』をおびやかすような状態で転院・入

院してくる方が多いことを感じます。患者さんの気持

ちの受け入れができないまま、ホスピスに入院され私

たちがスタッフで行うサポート・ケアの役割の大きさ、

そして本当にギリギリまで治療していることで思う程

予後がなく、あっという間に旅立たれる方が多いです。

もっともっと一般病棟の医師にもホスピスケアの実践

のタイミングを見極めてもらい、より良い生活の質の

維持できるためのケアにつなげていきたいと思いま

す。」とあります。 

シンポジウムに関する自由記載欄には、「各施設、受

け手、送り手の立場からのお話が聞けて興味深かった

です。緩和ケアの病棟でケモができないということは

わかっていますが、共存できると患者さんにとっても

選択肢が増え最期の時間も有効に過ごせるのではと思

いました。早期の緩和ケア導入の難しさも感じＮｓと

して何かできるのか考えてみたいと思います。」とのご

意見や、「腫瘍内科の医師から緩和ケアの医師、又、居

宅医師まで色々な立場での話を聞かせてもらい、大変

参考になった。患者さんの意思決定を支えるために大

切なもの、何を大切にしているのか、決定の先にあるも

のの理解、そして、やはり密にコミュニケーションをと

ることから始まるのだと改めて実感しました。」などの

感想がありました。 

抗がん治療を中止する説明は一般にはがん治療医が

苦悩しながら行っておりますが、今回の年次大会より

緩和ケアチームの介入や緩和ケア外来など医療チーム

が果たすべき役割の重要性を再認識することが出来ま

した。一方、患者さんが死を実感した時の恐怖感や喪失

感、心の奥底の悲哀を医療者はどのように支えるのか、

治療中止の選択をする患者さんに医療者は何が出来る

のか、これらは容易に解決できない課題であります。今

後も重要なテーマとして継続的に取り上げて参りたい

と思います。 

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。 

 

 

 
 
 
 

 

 

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 27年 9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 
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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 
社会医療法人  

札幌清田病院 

〒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 

Ａ 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 

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 

ＡＴ 
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 
斉藤 太嘉男 2009.8.17 

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 
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 
高嶋 2008.9.16 

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 
医療法人社団 

緩和ケアクリニック・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 

【 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 2014.7.30 

 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  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 川村 三希子 札幌市 札幌市立大学 看護学部 2013.5.10 
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『 都 道 府 県 がん診 療 連 携 拠 点 病 院 』     平成 27 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 27 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 

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 

 

北海道における『地域がん診療連携指定病院 』  平成 27 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 

ＪＣＨＯ 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 

 

 

  

 【 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 出村 由利子 旭川市 旭川大学短期大学部 2013.5.23 
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小樽市立病院 小樽市若松 1 丁目 1-1 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 

札幌徳洲会病院 札幌市厚別区大谷地東 1 丁目 1-1 平成 27年 4月 1 日 

国立病院機構 北海道医療センター 札幌市西区山の手 5条 7 丁目 1-1 平成 27年 4月 1 日 

深川市立病院 深川市 6 条 6 丁目 1 平成 27年 4月 1 日 

伊達赤十字病院 伊達市末永町 81 番地 平成 27年 4月 1 日 

 

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 27年 9月 1 日現在 
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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 １４回年次大会のお知 らせ  
・                              ・ 

 
 
 
 
 
 
 

NPO法人日本ホスピス緩和ケア協会北海道支部第1４回年次大会は、2016年4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、特別講師に京都大学 臨床看護学 緩和ケア･老年看護学 教授 田村恵子 先生をお招きし、

『専門的緩和ケアとは？（仮）』などをテーマにお話して頂きます。引き続き、緩和ケア病棟の質を

上げるために緩和ケアを提供する我々医療者に今何が求められるのか、シンポジウムの場で討論し

て参ります。多数の方々のご参加をお待ちしております。 

 

 

 

 

 

 

「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.htm 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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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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回で事務局を務めるようになり、6回目の年次

大会でした。 

始めは右も左も分からいまま会を運営し、ご迷惑

ばかりおかけしておりましたが、皆様のお力添えも

有り最後までなんとかやり通すことができました。 

6年間で得たことを今後、皆様へ、そしてこれから

出会う患者さん、ご家族の方へお返しできるよう努

力して参りたいと思います。 

本当にありがとうございました。 N.N 
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