
 

 

基調講演「緩和ケアの最前線」   

  講師：池永昌之先生  

    （淀川キリスト教病院ホスピス・こどもホスピス病院副院長）  
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講師 

【基調講演】  

 池永昌之先生  
  （淀川キリ スト教病院ホスピス・  

   こどもホスピス病院副院長）  

【教育講演】  

＜ホスピスにおけるリハビリ＞  

 林邦男さん  
 （ 社会医療法人栄光会栄光病院  

  リハビリテーション課課長）  

＜ホスピス緩和ケアにおける  

 認知症看護＞  

 明島一代さん  
 （ 聖フランシスコ病院  

  認知症看護認定看護師）  

＜疼痛マネジメント＞  

  小杉寿文さん  
 （ 佐賀県医療センター好生館  

  緩和ケア科部長）  
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九州地区の緩和ケア病棟認可

施設を中心に、72施設・311名が

参加しました。午前は基調講演と

３つのテーマによる教育講演を、

午後からは５つの職種別分科会

が行われました。  

201５年５月９日（土）、福岡国際

会議場にて「緩和ケアの最前線」

をテーマに据え、池永昌之先生

（淀川キリスト教病院ホスピス・こどもホスピス

病院副院長）をお招きして2015年度

九州支部大会を開催いたしました。 

 池永先生に緩和ケアの最前線と
いう演題名で講演して頂いた。まず、
緩和ケアの原点について、緩和ケア
の目指すものは、患者さんのつらさに
寄り添うことであることを強調された。 
 また、日本でがん対策法が制定
され、がん診療拠点病院において緩
和ケアの提供体制の整備が義務
付けられた。これら拠点病院は急性
期が多いため、行き場を失った進行
がん難民が増加している。一方、緩
和ケア病棟は、現在300施設以上
あり、緩和ケアの提供体制の中心的
役割を果たしてきた。近年、緩和ケア
病棟の入院期間が短くなり、急性化
しており、患者さんの個別化したニー
ズに対応することが難しくなっている。
また、緩和ケアチームでは今後は地
域包括ケアシステムの中で地域や
多職種（在宅緩和ケア診療所を含
む）間で有効な連携を模索し、必要
な緩和ケアの提供することの必要性
を唱えた。  

総括：山岡憲夫さん（やまおか在宅クリニック院長）  

 緩和ケアの目的は、患者さんの希
望（自己決定）の尊重であり、そのひ
とらしさを大切にすることである。このた
めにも①症状の緩和、②QOLの向
上は大切である。緩和ケアのゴール
は見えにくい、ケアする私たち自身の
弱さも受け入れ、『支える』というケア
の概念から、なにも出来なくても傍に
いる『寄り添う』という概念が大切で
ある。自分の弱さを十分に知り、その
弱さの中の力を大切にすること。人生
おいて避けられない死を恐れない社
会を作っていくために緩和ケア（寄り
添う社会）のさらなる発展の必要性
を強調された。 
 とても感動的で、緩和ケアの原点
に触れる素晴らしい講演であった。  
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後半は、ホスピス緩和ケアでの実際の関わりを

写真を交え話して頂いた。リハビリテーションとい

う専門職としての枠を超えた関わりが、多くの患

者さん・家族のケアにつながっていることが良く分

かるとても楽しく・ユーモアのある発表であった。

今回、初めてリハビリテーションからの教育講

演を頂いたが、部会への参加者も多く、ホスピス

緩和ケアにおけるリハビリテーションの重要性を

改めて感じる時となった。 

 「ホスピス・緩和ケアにおけるリハビリテーショ

ン」と題し、理学療法士として１０数年ホスピスに

関わってこられた、林邦男さんに御講演頂いた。

講演の前半はスピリチュアリティ、スピリチュアル

ペインについての話であった。『私は私だ』『今の

私で良いんだ』と自己受容（自己肯定）できず

苦悩している方に対して、一見、無関係また関

わってはいけないとさえ思えたリハビリテーション

が、おもてなしの心を持った医療者・人生の共感

者としての働きを担える可能性があることを話して

頂いた。またリハビリテーションの語源は『再び、

その人らしい生活（人生）を取り戻す』であり、そ

の働きそのものが、シシリー・ソンダースの『あなた

がより良い死を迎えるのを手伝うだけではなく、あ

なたが最後まであなたらしく生きることの力になりた

い』という言葉に反映されるホスピス緩和ケアに

おいて、スピリチュアルケアを中心とした全人的

ケアにつながることも語って頂いた。 

総括：下稲葉順一さん（社会医療法人栄光会栄光病院ホスピス長）  

教育講演「ホスピスにおけるリハビリ」   

  講師：林邦男さん（社会医療法人栄光会栄光病院リハビリテーション課課長） 

総括：益冨美津代（聖フランシスコ病院  ホスピス師長）  

教育講演「ホスピス緩和ケアにおける認知症看護」   

  講師：明島一代さん（聖フランシスコ病院認知症看護認定看護師） 

明島さんの講演を聴いていると、認知症の人が問

題なのではない、問題にしているのは私たちの方な

のだと気付かされます。がんの症状だけでなく、認知

症という病気がゆえに抱かれているさまざまな苦痛

をうまく表現出来ず、多彩なBPSD〈行動・心理症

状〉として現れている現状を、私たちが理解すること

から、ホスピス緩和ケアにおける認知症看護はス

タートすることを教えていただきました。 

 参加者との活発な意見交換もあり、ご協力あり

がとうございました。 

ホスピス病棟で看護する中「認知症の人と

の関わりはどうしたら良いのだろうか」と悩み、認

知症看護認定看護師の資格を取得した明島

一代さんに、「ホスピス緩和ケアにおける認知症

看護」をテーマにご講演いただきました。 

 認知症の基本的知識に始まり、「認知症を

抱えた人は、自分の知的低下に気づき、不安を

感じ、自信を喪失しながらも懸命に生きている人

である」ことを前提に、認知症の人がどんな世

界を生きていらっしゃるのか、認知症看護の視

点、アセスメント、事例を用いた具体的な対応

方法を、分かりやすく優しい語りで、話してください

ました。 

 認知症を持ちながらがんになり、入所していた

施設では対応出来ず、ホスピス緩和ケア病棟

に入院されるケースも多いことでしょう。「認知症

＝何もわからない人」私たちは、そう捉えていな

かったでしょうか。入院してこられた方が認知症と

いうだけで、身構えていなかったでしょうか。  



 

 

に行う。心室性不整脈、呼吸抑制といった重篤な

副作用に注意する。 

 タペンタドールはμ受容体作用とドルアドレナリ

ン再取り込み阻害（NRI）作用を併せ持つ。消化

器系副作用が少なく、代謝をCYPに依存しないた

め、多剤併用での薬物相互作用が少ない。オピ

オイド作用とNRI作用があることは、約40％はいると

考えられるがんによる神経障害性疼痛において有

用と考えられる。薬価の面でも既存のオピオイドに

比較して安価である可能性がある。 

・フェンタニル口腔粘膜吸収製剤は持続痛のコン

トロールされた患者に発生する突出痛治療薬で

ある。必要量をタイトレーションして使用する薬剤で

あるが、治験での使用方法、使用対象がそのまま

臨床適応となっているため、今後は内服困難や処

置の前の予防投与など臨床に則した使用方法の

有用性につきエビデンスを積み上げていく必要が

ある。 

・鎮痛補助薬のプレガバリンが広く使用されるように

なってきた。本邦の添付文書においては乱用や身

体依存発生リスクはない、とされているが欧米には

コカインやアルコール、ベンゾジアゼピンに類似の

効果がある、とされている。インターネット販売サイト

も見られることから乱用に注意が必要である。 

・国外ではオピオイド服用中の自動車運転を一部

認める国もあるが、本邦はオピオイドの添付文書に

車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させな

いように記載されており、法的にも薬物等により正

常な運転ができない可能性がある場合の運転を

禁じているので、法整備が整うまでは自動車等の

運転は行わないよう指導をする必要がある。 
 
いずれの話題も最先端の内容でわかりやすく、実

臨床に即応用できる興味深い内容であった。 

 佐賀県医療センター好生館の小杉寿文先

生にご講演いただいた。 

 高齢化社会においてがん患者は増加傾向に

あり、2人に1人が一生に一度はがんと診断される

時代になっている。全がん患者の半数以上に痛

みが発生し、難治性疼痛のために神経ブロック

や神経破壊、脊髄内鎮痛などを必要とする患

者が実に14％に及ぶことも報告されている。痛み

の適切な評価に基づいた疼痛治療が必要であ

る。今回の講義でお話しされた薬物療法の要点

を箇条書きにしたのでご参照いただきたい。 
 
・アセトアミノフェンはNSAIDｓに比較して安全とい

われるが、ある系統的レビューにおいては心血管

障害、腎障害、消化管障害のリスクを高め、結

果として死亡率が上昇することが報告されている

ので長期使用は注意が必要。 

・3か月以上NSAIDｓを服用している患者において

軽微なものも含めると60％に上部消化管異常を

認めるので疼痛評価を行い、休薬のタイミングを

常に検討する。 

・新しい弱オピオイド、トラマドールには、トラマドー

ル自体のノルアドレナリン・セロトニン再取り込み阻

害作用と代謝産物M1によるμオピオイド作用の2

つの作用がある。依存リスクが低く、麻薬処方箋

が不要。抗うつ薬などとの併用でのセロトニン症

候群（興奮、体温上昇、発汗、流涙、散瞳な

ど）に注意が必要。 

・オピオイドの導入にあたって、モルヒネは呼吸困

難や鎮咳作用があるため肺がん患者などで最

初から使用することもある。また他のオピオイドへの

少量併用が有効なことがある。 

・オピオイドの副作用について、悪心、便秘、眠気

などには最初から対応が必要。悪心に全例に

予防対応は不要だが、発現時すぐに内服できる

ようメジャートランキライザーを準備しておく。便秘

は内服期間中継続的に対処が必要。眠気は

耐性が生じる。呼吸抑制が発現する前には眠

気が増強するので眠気のモニタリングが重要。せ

ん妄にはオピオイドスイッチング、尿閉にはα‐1ブ

ロッカー、ミオクローヌスには抗けいれん薬などを

適宜使用する。 

・新しい強オピオイドについて。メサドンはμ、δオピ

オイド受容体作用、NMDA受容体拮抗作用を持

つ。他の強オピオイドでうまくいかないときに使用す

る。半減期が非常に長いため、増量は1週間おき
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総括：冨安志郎さん（医療法人光仁会西田病院 麻酔科・緩和ケア病棟医長）  

教育講演「疼痛マネジメント」   

  講師：小杉寿文さん（佐賀県医療センター好生館緩和ケア科部長）  
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が理解できた。しかし、他科の医師や看護師の

協力でやりくりしており、在宅医も慢性的に人手

が不足し、学会などでの留守中の管理なども問

題に上がっていた。長期

休暇を取ることは35％が

不可能であり、普段の

休日・休養が十分とれ

ていないのが45％に及

んだ。緩和ケア医の確

保も困難であり、希望者

が採用されても適性に

欠けることも多く、長続き

せず、問題が生じることも

あるという経験談が語ら

れた。学生や研修医の教育を充実させ、将来の

緩和ケア医を養成する事も重要であり、世の中

のニーズに応えるためには緩和ケア医の更なる

増員が必要である。   

 今回の医師部会では、緩和ケア医のワーク・

ライフ・バランスをテーマにディスカッションが行わ

れた。事前に原口先生が協会会員医師にアン

ケートを採られたので、その

結果を披露していただき、そ

れをもとにグループ討議を

行った。84名の回答があ

り、各施設での緩和ケア

医は1名体制がほぼ60％

近くを占めていた。日曜日

もオンコール体制であった

り、当直医に任せたりと施

設ごとの工夫が伺えた。 

夜勤帯は完全に当直医

に任せる体制から、オンコールで緩和ケア医がす

べてを診る体制、看取りだけは当直医に任せる

体制など、いろいろな形態が伺えたが、ほとんどの

施設で余裕がない状態で診療を行っていること

職種別分科会「医師部会」～緩和ケア医のワーク・ライフ・バランス～  

 講師：原口勝さん（公立八女総合病院企業団みどりの杜病院 院長）  

総括：小杉寿文（佐賀県医療センター好生館  緩和ケア科部長）  



 

 

て頂きました。その後今回は地域に分かれて、GWを

行いました。入院期間の短縮で緩和ケア病棟に入

院しても次の行先を決めなければ

いけなくなっている現状や、看取りま

での期間が短い、入退院のサイク

ルが早いためスタッフが疲弊・悲嘆

している。認知症・せん妄の患者さ

んが増えて対応に困難しているな

ど様々な状況が報告されました。

参加者皆さんのご協力でスムー

ズに看護師部会を進めることが出

来ました。ありがとうございました。 

 今年の看護師部会の参加者は、150名と過去

最大の人数で開催されました。 

最初に久留米大学病院の塗木

京子さんから、看護学生の時の受

け持ち患者さんとの出会いから始

まった、「緩和ケア」の経験をお話

しして頂きました。塗木さんは大学

病院に就職し、一般病棟に勤務

しながら「緩和ケア」を学び、その

後、緩和ケア病棟、緩和ケアチー

ム、緩和ケア外来で働かれていま

す。それぞれの患者さんとの出会い、関わりの中で

次のステップへと進まれた、貴重な経験をお話しし
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総括：堺千代（大分ゆふみ病院  看護師長）  

職種別分科会「看護部会」～緩和ケアをつなぐ～  

  講師：塗木京子さん（久留米大学病院  がん看護専門看護師） 

職種別分科会「ソーシャルワーカー部会」  
 ～終末期の意思決定について考えるワークショップ～  
   講師：内田浩稔さん（にのさかｸﾘﾆｯｸ 統括部長  医療ソーシャルワーカー）  

各グループから自分だったらというこういうアプ

ローチをという意見は出ましたが、なかなか考え込

んでしまい患者さんに寄り添うことの難しさを感じる

こととなりましたがソーシャルワーカーとして患者さん

の自己決定をどのような姿勢で、どのように接して、

どのように理解して支えていくのか？病院や多職

種（とくに医師や看護師）に本人の思いを伝え、

チームとして本人の自己決定を支援する協力関

係が築けるのか？など頭を一生懸命働かせて考

え、話し合う貴重な時間を持つことが出来ました。

提示されたケースが内田さんがよく練られたとても

難しい内容だったので、もう少し話し合う時間が長

かったらもっと深められたかと感じました。 

ソーシャルワーカー部会は各県からソーシャル

ワーカー４５名・医師2名計47名の参加でした。

今回は『終末期の意思決定について考える 

ワークショップ』をテーマに、にのさかクリニック統

括部長・内田浩稔さんからのミニ講演（ビデオを

含む）をお聴きして、内田さんの用意された事例に

対して、ソーシャルワーカーとして自分だったら終

末期の患者さんの意思決定にどう関わり、どう寄

り添って行くのかを考えるトレーニングとしてのワー

クを１０のグループに分かれて行いました。 

 

15分提示されたケ－スを各々が読み込んだ

後グループで話し合いました。 

ケースは50代男性、大学卒業後大手の損

保会社に就職、転職や自己破産・離婚など人

生の辛酸を味わったのちに末期癌になられた事

例で自暴自棄となった男性はソーシャルワー

カーに「あんたに俺の何がわかる？」「手術でき

ないのなら安楽死させてくれ。」というような攻撃的

な言動もあった。ソーシャルワーカーとして「ここで

どんなことがあっても逃げずに援助しよう」と覚悟

する。というような内容でした。 

総括：小川美和（医療法人社団江頭会さくら病院 医療連携相談室 MSW）  
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 まずは参加者ひとりひとりが簡単に自己紹介をし、その後

はイエズスの聖心病院の加藤理人さんより、グリーフケアを

提供していく上で、援助者が心得ておかなければならない

態度や姿勢について具体的なお話しをしていただいた。その

後、私から普段のグリーフカウンセリングでご遺族の方々

が語ってくださった思いや言葉をいくつか紹介させていただき、

それらを皆で共有し死別による悲嘆についてしばらく考える

時を持った。全体的に大変充実した時間となった。 

 今回、パストラルケア部会の事前申し込みにおける参

加予定者は9名であった。しかし当日は300名を越える大

会参加者となったためか、パストラルケア部会も当日参加

を含めて計16名の方々が参加してくださった。職種は心理

士、パストラルケアワーカーはじめ医師、看護師であった。  

NPO法人日本ホスピス緩和ケア協会 

九州支部 ニューズレター vol.1３ 

職種別分科会「リハビリテーション部会」   

総括：林邦男（社会医療法人栄光会栄光病院  リハビリテーション課課長）  

いずれにせよ、今回初めて行われた部会を通じ、地域性

等に関係なく、どこの病院、施設のセラピストにも共通した

悩みがあることや勤めている病院、施設の病床数や事業

形態、経営者や医師の理解等により、セラピストに求めら

れる働きに特徴が出ることのなどの気付きを得る機会になり

ました。 

 またこのような機会を通じて、終末期がんにおけるリハビリ

テーションを発展させていくきっかけになっていけばと考えて

おります。 

今回、リハビリ部会の立ち上げにも関わらず、３０名とい

う多数の参加者が集まりました。沖縄を除く、九州各県から

参加があり、今回の部会の目的である『日々の臨床の悩

み、問題点の共有』が２グループに分かれ、グループ

ワークというかたちで共有されました。 

 

問題として挙がっていたのが・・・ 

①他職種とのコミュニケーションの不足 

②リハビリスタッフの介入整理の場(デスカンファ等)の 

 不足 

③診療報酬改定に伴う在宅化傾向 

④スタッフ教育の場の不足 

⑤多職種に認めてもらうためのエビデンスを学会などの 

 場で示していくことに対する課題 

等のものでした。 

 

その他にも、『患者さんからマッサージと言われようが喜

んで頂ければそれでいい。』『いや、職域を守り、多職種か

ら認められるためには・・・』といった日々の臨床で葛藤して

いるのが生々しく伝わってくるような意見も聞かれました。 

総括：清田直人（社会医療法人栄光会栄光病院  チャプレン・グリーフケアカウンセラー）  

職種別分科会「パストラルケアワーカー部会」  
 ～グリーフケアの現状と実際～   
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報告：益冨美津代（九州支部看護師教育支援委員会 委員長）  

九州支部主催  第３回・第４回ELNEC-Jコアカリキュラム 

看護師教育プログラム開催報告 
       第３回：2015年８月29日・30日 福岡国際会議場にて開催  

       第４回：2015年11月 ７日・  ８日  久留米大学病院にて開催  

体感出来ないものと自負しています。今までは年

2回開催してきましたが、今後は年1回の支部開

催と、各県開催のELNEC-Jの両輪で目標達成

を目指していけたらと考えます。2015年9月現在、

会員施設のELNEC-J指導者の数は、71名で

す。この数は、九州地方のELNEC-J指導者180

名の40%を占めます。各会員施設に最低1名の

ELNEC-J指導者が居る事が理想ですが、近隣

の会員施設が協力し合って、各地域毎に定期

的に開催していくようになれば、更に受講しやす

い環境となるでしょう。 

専門的緩和ケア看護師教育カリキュラム

SPACE-Nの修了者も徐々に増えつつあります。

ELNEC-J開催のみならず、看護師教育支援委

員会のミッションである「九州支部における看護

の質向上」に向けて、これからも活動を続けてま

いります。会員施設の皆さまにおかれましては、今

後とも看護師教育支援委員会の活動にご協

力いただきますようお願い申し上げます。 

最後になりますが、第3回ELNEC-J終了後ア

ンケートにおいて、受講者の方から、講師・ファシ

リテーターの一部の言動に対して、批判のご意

見をいただきました。委員一同このご意見を真摯

に受け止め、真意を伝えるためには、細心の配

慮が必要であると確認し合いました。ELNECJ開

催にあたって、今後に活かしていきたいと思いま

す。貴重なご意見ありがとうございました。 

8月29．30日福岡国際会議場において、九州

支部主催第3回ELNEC-Jコアカリキュラム看護

師教育プログラム（以下ELNEC-J）を開催するこ

とが出来ました。60名の定員を超え、71名の会員

施設の看護師が参加しました。そして、11月7．8日

久留米大学病院において、第4回ELNEC-Jを開

催しました。こちらも、50名の定員を大幅に超え、70

名が参加しました。 

思い起こせば1年前、運営スタッフ一同緊張の

思いで第１回を開催したことが昨日のことのようで

す。本部から二見典子さんをお迎えし、九州各地

から集結した看護師教育支援委員が力を合せ、

2泊3日で開催しました。修了証を全員に手渡した

時の達成感は格別で、その感動が第4回開催ま

での原動力となっているのだと思います。看護師

教育支援委員や協力してくださる会員施設の

ELNEC-J指導者の団結力も、回を重ねるごとに

強固なものになり、組織力が高まっています。 

それにしても、本部事務局の協力や支部事務

局の居嶋さん、栄光病院・久留米大学病院それ

ぞれのスタッフの協力なくしては、ELNEC-Jの開催

は出来ません。心から感謝の気持ちをお伝えした

いと思います。いつも、ありがとうございます。 

九州支部は会員施設も多く、各地で開催して

いる支部開催以外のELNEC-J修了者を含めて

も、本部が目標としている「会員施設看護師の

50%修了」には、まだまだ追いつきません。しかし、

九州支部主催であるからこその受講者のモチ

ベーションの高さや連帯感は、他ELNEC-Jでは



 

 

２０１6年度九州支部大会のおしらせ 

N P O 法 人  

日 本 ホ ス ピ ス  

緩 和 ケ ア 協 会  

九 州 支 部  
 
 

〒 8 1 1 - 2 2 3 2  

 福 岡 県 糟 屋 郡 志 免 町  

 別 府 西 3 - 8 - 1 5  

 

 社 会 医 療 法 人 栄 光 会    

 栄 光 病 院 内  
T E L ＆ F A X  

  0 9 2 - 9 3 1 - 2 1 2 4  

 e-mail； 

handpcu-qba@eikoh.or.jp 

 「日本ホスピス緩和ケア協会九州支部」では、2014年度より支部主催にてELNEC-J コアカリキュラム

看護師教育プログラムを企画開催しております。2016年度は９月１７日（土）・18日（日）に福岡国際会

議場にて開催予定です。参加募集要項等の詳細は、2016年６月頃に改めて九州支部の会員施設の

看護管理者宛にご案内いたします。 

「ELNEC-Jコアカリキュラム看護師教育プログラム」  

 2016年度九州支部開催計画のおしらせ  

 《2016年度九州支部大会の開催日程が決まりました！》 

   日時：2016年６月11日（土）10:00～15:30 

   会場：福岡国際会議場５Ｆ 501会議室／４Ｆ411+412会議室 ほか 

      （福岡市博多区石城町2-1） 

   大会テーマ「看取る力、看取りのケアの真髄」  
 

 2016年度の九州支部大会は上記の日程・場所で開催いたします。年々、この九州支部大会の 

参加者が増えてきておりますので、2016年度はこれまでよりひと回り大きな会場をご用意いたしました。 

午前中のプログラムは、基調講演講師として二見典子先生（一般社団法人 いいケア研究所代表理事／ 

元ピースハウス病院 副院長・看護部長）をお迎えし、「看取り看取られる関係を育む」と題して 

ご講演いただくほか、下記の３の教育講演を予定しています。 

「患者・家族の怒りのケア～どのように読み解き、ケアにいかすか？～」 
 （講師：加藤真樹子さん／JA大分厚生連鶴見病院 臨床心理士） 
「がん患者の症状緩和」 （講師：冨安志郎さん／西田病院麻酔科・緩和ケア病棟医長）、 

「看取る力～医療者・介護者・家族がともに看取る～」 （講師：平野賴子さん／訪問看護ステーションはな 統括所長）  

 また、午後には例年通り、施設代表者会、職種別分科会、全体会を予定しています。 

 プログラムの詳細と参加申し込みについては、2016年４月上旬に九州支部会員施設の連絡担当者宛

にご案内をお送りする予定です。 


