
 

 

基調講演「看取り看取られる関係を育む」   

  講師：二見典子先生  

    （一般社団法人いいケア研究所  代表理事）  
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講師 

【基調講演】  

 二見典子先生  
  （一般社団法人  

    いいケア研究所  代表理事）  

【教育講演】  

＜怒りを読み解く～臨床場面で

の怒りをケアにつなぐ～＞  

 加藤真樹子先生  

 （JA大分県厚生連鶴見病院  

          臨床心理士）  

＜がん患者さんの  

  症状緩和の考え方＞  

 冨安  志郎先生  
 （医療法人光仁会西田病院  

    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～＞  

  平野  賴子先生  
 （訪問看護ステーション はな  

            統括所長）  
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熊本・大分で発生した大地震からわずか２ヶ月足らずのタイミングでの

開催ではありましたが、九州地区の緩和ケア病棟認可施設を中心に、

82施設・315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

教育講演が行われ、午後からは、当初の企画を大幅に変更して 

《熊本大震災の現場からの叫び-問題点と課題》との共通テーマを

設け、５つの職種別分科会が行われました。  

201６年６月11日（土） 福岡国際

会議場にて「看取る力、看取りのケ

アの真髄」をテーマに据え、二見典

子先生（一般社団法人いいケア研究所

代表理事）をお招きして 2016年度

九州支部大会を開催いたしました。 

 2016年度日本ホスピス緩和ケア

協会九州支部大会のテーマは 

「看取る力、看取りのケアの真髄」で

あり、二見典子先生に基調講演をし

て頂いた。 

 はじめに二見先生御自分がホス

ピス緩和ケアに携わるに至った原点

について語って頂いた。幼児期の生

い立ちや、看護師として初めて務め

た病院でのターミナルケアを大事にし

た医療の体験などが緩和ケアへ導

いたお話であった。また、「人の死は、

誰のもの？」…「あなたが、死ぬときに

誰にそばにいて欲しいですか？」死

にゆく人の17の権利ついても述べら

れ、生きている人間として扱われる権

利や静かに尊厳をもって死ぬ権利な

どの死にゆく人の権利を大切にするこ

と。また、看取りのケアに必要な知識

と技術と実践力を磨き続ける必要

性、特に、良きコミュニケーションが

効果的なチーム・ワークに不可欠な

ものであること強調された。 

総括：山岡憲夫（やまおか在宅クリニック院長）  

 また、有意義な看取り看取られる

関係を築くためにはその家族が共有

している病気の（ストーリー）を共感し

て聞くことやホスピスケアの原点は「あ

る人が、非常に弱い立場にある人に

心をくばり、その人の言うことに耳を傾

けること」であると語って頂いた。今回

のテーマの「看取り看取られる関係

を育む」ことは、看取りのケアを丁寧

にきちんと実践し、そのケアを改善しよ

り良いものにしていくことが、「人を大

切に看取ること」に繋がる事を講義

して頂いた。講義の参加者には極め

て有用な基調講演であった。 
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 また特にホスピス緩和ケアの臨床場面におけ

る患者さんの「たましい」のテーマへ注目して語

られた「怒り」に対する理解は、加藤さんご自身

の今までの臨床経験を通して育まれたスピリ

チュアリティに対するお考えも反映されており、大

変、興味深いものであった。今回のご講演は、

日々、臨床現場で患者さんやご家族の怒りに

直面する医療スタッフにとって、きれい事だけで

は済まされない厳しい場面に対する具体的な

対応方法についての良き学びの時となっただけ

でなく、語られる加藤さんのお人柄から醸し出さ

れる優しさに大きな慰めを頂くことができた。 

 フロアからの「特定の人に対する怒りにどのよ

うに距離をおいたらよいか？」との質問に対して

は、怒りを表出している患者さんに近い人ほど

怒りをぶつけられやすいので、とにかく時間と距

離をおいて、決して見放さないで大勢で関わっ

ていくことが大切であるとの返答をいただいた。 

 また「怒りを抑えている人に対して怒りを表出

させる必要性はあるのか？」との質問に対して

は、まずは患者さんとの信頼関係が一番大切

なので、怒りが自ずと表出されるのを待つ姿勢

が重要であるとのことであった。 

ご講演ならびに質疑応答を含めて大変充実し

たひとときとなった。 

 教育講演ａは、「『怒り』を読み解く〜臨床

場面での怒りをケアにつなぐ〜」と題して、ＪＡ大

分県厚生連鶴見病院で臨床心理士としてお

働きになっておられる加藤真樹子さんよりご講

演いただいた。私たち医療従事者は、医療現

場において患者さんやそのご家族の怒りに対応

していかなければならない際、時として対応したス

タッフ自身が自らの人格まで否定しかねない事

態に陥ることもある。そうした臨床現場において私

たちは、患者さんやそのご家族の「怒り」をどのよ

うに理解し、対応していけばよいか、事例を交え

ながら具体的実践的な方法について大変分

かりやすくお話し下さった。 

 まず「怒り」の捉え方を単純に否定的な反応

としてではなく、「前向きに事態を打開してゆこうと

するのはいのちの本性であり、それが障害物にで

あった際の表出型がいわゆる攻撃性の様相と

なる」という神田橋條治の言葉を引用し、「怒

り」を「いのちの前向きさ」と捉えなおしていくという

視点が与えられ、そのことをまず前提において

「怒り」の心理学的定義、生理学的メカニズ

ム、そして怒りの評価からその具体的な対応に

ついてのお話しは、臨床現場に戻って仕事をす

る参加者にとって大変有意義なものとなり、今ま

さに対応に苦慮している患者さんや家族への

関わり方に対するヒントが与えられた。 

教育講演「怒りを読み解く～臨床場面での怒りをケアにつなぐ～」   

  講師：加藤真樹子先生（JA大分県厚生連鶴見病院 臨床心理士） 

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）  
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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）  

教育講演「がん患者さんの症状緩和の考え方」   

  講師：冨安志郎先生（医療法人光仁会西田病院  麻酔科・緩和ケア病棟医長） 

を調査したところ、平均内服薬総数は11.5剤（中

央値10.5剤）、うち鎮痛関連薬剤は平均6.9剤

（中央値7剤）、痛み以外の症状緩和薬剤平均

1.8剤（中央値2剤）、既存症治療薬（降圧薬な

ど）は平均2.8剤（中央値2.5剤）であった。CYP３A

４などを介して薬物相互作用の存在は容易に想

像できるが、これだけたくさんの薬剤が複雑に作用

し合う可能性を恒に念頭に置き、本当に必要な薬

剤を判断してゆくことが必要である。 

 ④「緩和ケア病棟におけるリハビリテーション」

でも自験例から、リハビリ介入患者の50%が退院

や外出や外泊が可能となり、一定の効果を認めて

いる。移動や徒手療法の介入がほとんどで、一時

的なBarthel Indexの改善、QOL改善、介助量

軽減が認められた。また住環境評価など専門的

介入により退院調整を円滑にし、希望の在宅療

養の実現に繋がることも期待された。 

 ⑤「認知症を有するがん患者と終末期の特

徴」について。我が国では60歳以上人口の5人に

1人が認知症と診断されている。推計ではがんで

死亡する認知症患者は約65000人にもおよぶ。西

田病院緩和ケア病棟に入院する認知症患者は

PSが悪い傾向にあり、BPSD（周辺症状）は終末

期にかけて減少する傾向がある。一方で痛みなど

の身体症状は認知症患者同様に終末期にかけ

て増悪する。認知症患者の痛みの評価は困難で

はあるが、痛みの適切なマネジメントでBPSDが減少

する場合もあり、病院や施設、在宅でケア困難な

場合には緩和ケア病棟の介入が望ましい場合も

あると自施設の症例を分析された。 

 教育講演のｂは医療法人光仁会西田病院

麻酔科・緩和ケア病棟医長の冨安志郎さんに

よる「がん患者さんの症状緩和の考え方」であっ

た。①「終末期のがん突出痛とROO製剤」、②

「難治性がん疼痛治療とメサドン」、③「がん終

末期患者さんの多剤併用の現状」、④「緩和

ケア病棟におけるリハビリテーション」、⑤「認知

症を有するがん患者と終末期の特徴」について

ご講演いただいた。 

 

 

 

  

 

 

 

 

①「終末期のがん突出痛とROO製剤」では、が

ん突出痛の概念から解説頂いた。突出痛は発

生から痛みのピークまでの時間が短く、持続時

間も短い上に、中等度以上の強い痛みであるこ

とが特徴で、日常生活に大きな影響を及ぼすも

のである。突出痛を適切に治療することでADLを

保つことが出来るのであるが、ROO製剤（Rapid 

onset opioid: 超速効性オピオイド）の使い方

には注意が必要である。 

 ②「難治性がん性疼痛治療とメサドン」で

は、メサドンの薬理学的特徴から、導入方法、

自験例による使用状況を解説いただいた。神経

障害性疼痛を有するがん性疼痛などの難治性

の場合には、効果を期待される薬剤である。しか

し、副作用や海外での乱用の経験から処方医

は限られている。 

 ③「がん終末期患者さんの多剤併用の現

状」として自験例を紹介いただいた。西田病院

緩和ケア病棟に近隣のがん拠点病院５施設よ

り紹介入院となった52名の患者さんの内服状況
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総括：益冨美津代（聖フランシスコ病院 副看護部長・ホスピス師長）  

教育講演「看取る力～医療者・介護者・家族がともに看取る～」   

  講師：平野賴子先生（訪問看護ステーションはな  統括所長）  

出し、支えることが穏やかな死（自然死）へつな

がってゆくのだと教えて下さいました。 

今まで先生が出会った方々のお話を盛り込みな

がら、たくさんの笑顔、たくさんのありがとうに出会える

場所が在宅であり、在宅での看取りは、再度の親

子の物語を紡ぐことになると話されました。20年近く

ホスピス病棟で勤務してい

る筆者ですが、ホスピス病

棟での看護も、在宅での

看護に共通しているところ

があり、また在宅ならではの

看護の醍醐味も感じられ

た講演の内容でした。この

講演を聴いて、訪問看護

に興味を持たれた方もい

らっしゃるのではと思いま

す。 

平成28年度の診療報酬

改定では、病院から在宅への移行を促す内容で

した。超高齢化社会、少子化、多死の時代をむか

え、全ての人々に必要とされるホスピス緩和ケアの

普及は、私たちの使命と言えます。 

 「自然な看取り、老衰での看取りがライフワー

ク」と言われた平野先生の、今後の更なるご活躍

をお祈りしながら、報告を終わります。 

 講師の平野頼子先生は、20年以上訪問看

護に携わっていらっしゃいます。平成18年からNPO

法人緩和ケア支援センターコミュニティ代表理

事、訪問看護ステーション「はな」統括所長、ケ

アプランセンター「はな」管理者、地域密着型

通所介護「デイサービスこの花」管理者、小規

模多機能型居宅介護

「三丁目の花や」施設

長、このような立場で勤

務なさっている方です。ま

た、地域においてもホスピ

ス緩和ケアの普及にご尽

力され、教育的役割を

担っていらっしゃいます。 

年間35～6名の方を在

宅で看取り、その80％は

医療機関からの相談で、

最近では医療ニーズの

高いがんのターミナルの方の依頼が多いとのこと

でした。 

 先生は、自宅で最期を過ごすために必要な条

件に「家族の介護力」と「在宅を支える医療者

の存在」を挙げられました。在宅ホスピスにおける

訪問看護については、ナイチンゲール覚え書きか

ら「看護がなすべきこと、それは自然が患者に働

きかけるに最も良い状態におくこと」を引用し、死

に向かう過程においても、本人の持てる力を引き
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職種別分科会「医師部会」  

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）  

 熊本県内でも地域によって被災状況は大きく異

なっており、一概に比較は出来ないものの、一様に長

引く余震のなか、避難所で生活をしながら、また家族

の安全を気にしながらも、患者さんのケアに奔走され

た。病院内が被災して建物の倒壊までは行かないま

でも、診療の機能に支障を来す状況が多く見受けら

れた。近隣住民が避難所として病院に避難してくるた

めその対応に人手と非常食などの物資が必要で

あった。院内患者と職員だけの想定で非常食を備

蓄しているだけでは不十分であった。訪問診療にお

いては、患者家族との連絡、安否確認がスムースに

とれるかどうかも問題であった。また、院内の職員同

士の安否確認や出勤状況の把握も困難であり、携

帯電話の通話が出来ない状態であっても、LINEで

コミュニケーションが確保できた事例などがあった。職

員が勤務する際に、託児所を院内に緊急開設すれ

ば、保育所や学校が休みとなっても、余震の中に子

供たちを残すことなく、安心して勤務することができたよ

うである。 

 想定していない事態であったが、日頃の訓練や、

非常物資の備蓄などの必要性を改めて認識し、不

自由な中でも医療サービスを継続するスタッフへの

ストレス対策など、今後の課題を提示していただき、有

意義な報告会となった。   

 日本ホスピス緩和ケア協会2016年度九州支部

大会の職種別分科会では、2016年4月の熊本大

震災の報告会を行った。医師部会では、前田達観

さん（メディカルセンターファイン院長）が緩和ケア病

棟医として、小林秀正さん（熊本中央病院緩和ケ

ア内科部長）が緩和ケアチーム医として、後藤慶次

さん（ひまわり在宅クリニック院長）が在宅医として、

白石文美恵さん（桜十字病院麻酔科医長）もそれ

ぞれの施設の状況と対応を報告した。 

医師部会 発表者 

前田達観先生  
（ メディカ ルケアセン ターファイン  院長）  

 

小林秀正先生  
（熊本中央病院  緩和ケア内科部長）  

 

後藤慶次先生  
（ ひまわり在宅クリニック  院長）  

 

白石文美恵先生  
（桜十字病院麻酔科医長）  

  



 

 

がよかったのかどうか不安だった。マニュアルの整備や災害

訓練の必要性を痛感した。 

・医療麻薬の管理については、奥まった位置に重い金庫に

中で保管されており持ち出すこともできず取りに行くのも危

険な状況で一時的に保管場所を変更した。 

・ガスや水道の復旧が遅れ、非常食で対応したが、嚥下

に問題がある患者は難しかった。また2週間も入浴すること

ができず、ホスピスという環境にありながら十分なケアができ

ないことがつらかった。 

・保育所や学校が避難所になり子供連れで勤務にきて、

院内に預かる場所を提供してもらったことがうれしかった。 

・こうした経験をだれかに話すことで自分たちが癒やされると

いうことを実感した。 

＜鶴田病院 松岡サヨコさん＞ 

・看取りが近い方が3人いて避難も難しかった。デイルーム

に集合したり個室のドアは開放して見守った。 

・1名がみとりとなったが、業者も動けず朝を待つことになっ

た。搬送は5階から階段で降ろすしかなかった。 

・本震では、次きたらこうしようとシミュレーションしていたにもか

かわらず、立っていることも難しくて自分の命の危険と患者

を守るという使命感の狭間でゆれた。 

・振り返って残念だったのは、自宅に帰れそうな患者さんが

自宅倒壊などで帰る時期を逃してしまったこと。 

・良かったことは、チームが結束できたこと、各部署がお互い

におもいやりを持って対応できたことがよかった。 

＜御幸病院 井上満帆さん＞ 

・最初の地震からやっと後片付けが終わったと思ったら、本

震がきて再びめちゃくちゃになったとき、放心状態になって気

力がなくなった。 

・緩和ケア病棟の5名がみとりが近い状況であったが、個

室から廊下へベッドを出して観察を行った。その後病院は

全員施設へ避難することになり経験したことない患者を看

ることになった。スタッフの配置が大変だった。 

 看護部会では、熊本市内の5施設から現場の声として

報告を受けた後、小グループに分かれてそれぞれの施設

の対応について話し合いを行った。 

＜桜十字病院 迫口かおりさん＞ 

・停電で緩和ケア病棟がある６Fの病棟までの物資の 

運搬をリハビリスタッフが主にやってくれて非常に助かった。 

・食事は非常食で対応し一時期は1日2回の食事にした。 

・看護部の取り組みとして口腔ケアの強化を行い、     

 NSTチームを発足して対応した 

・保健師にスタッフのメンタルサポートを依頼した 

・デイルームに患者を集めて、集団リハを行って体を動かす  

 ことで笑顔も見られた 

・スタッフも被災している中で「自分たちに今できることは  

何か」を考え行動した 

・病院の機能はおよそ2週間で回復したが、スタッフが日常

を取り戻すまで1ヶ月かかった。 

＜みこころ病院 田代美保さん＞ 

・地震のとき夜勤だった看護師から、タイムリーな報告が行

われた。 

・3人夜勤で、いきなりの地震で患者のベッドまで動く状況

だった。すぐに安否確認を行い、余震が続く中で患者を避

難させるべきかどう行動すべきか困った。 

・まずは動ける人を外へ、個室のベッドをデイルームへ集め

た。災害マニュアルが整備されておらず、自分たちの行動

総括：日浦あつ子（佐賀県医療センター好生館 相談支援センターがん相談室室長）  

職種別分科会「看護部会」 
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看護部会 発表者 

迫口かおりさん  
（桜十字病院緩和ケア病棟副師長）  

 

田代 美保さん  
( イエズスの聖心病院  

  緩和ケア病棟看護師）  

 

松岡サヨコさん  
（鶴田病院緩和ケア病棟  

  緩和ケア認定看護師）  

 

井上 満帆さん  
（御幸病院ホスピス緩和ケア病棟師長）  

 

高野いづみさん  
（熊本大学医学部附属病院  

   がんセン ター副看護師長）  
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職種別分科会「ソーシャルワーカー部会」  

病床として使用したそうです。断水・停電・漏水・コンピュー

ター破損・天井崩落・電話回線が使用不能となり、スタッ

フの緊急連絡網は役に立たなかったそうです。 

混乱した状況の中で、熊本大学病院からのメーリング

リストによる情報発信は、信頼できる情報源として重要だっ

たとのことでした。 

その他の病院の話も含めると、携帯電話は機能しな

かったけれど、無料通話アプリLINEでの情報交換は有効

だったとの報告もありました。 

報告をいただいたこれらの病院では、スタッフの方々自

身も被災者でありながら、迅速な判断と行動、患者さんや

地域住民の方々への献身的な支援、スタッ

フ同士での支え合いなど、お話を伺うに連れ

ただただ頭の下がる思いでした。 

 ソーシャルワーカー部会では、生活保護

受給者が緩和ケア病棟への入院を保護課

（福祉事務所）から拒まれるケースが報告さ

れたことを受け、会員施設へ緊急アンケートを

行いました。さらにそれについての事例発表と

ディスカッションを予定していましたが、今回は全部会で熊

本地震の報告に変更となりましたので、今後報告の機会

を作っていきたいと考えています。部会後の交流会には、２０

名ほどの方々（パストラルケアワーカーの方々も）が参加

されて、さらに良い時間を過ごすことができました。皆様に感

謝申し上げます。  

ソーシャルワーカー部会は、４５名の参加がありました。

桜十字病院の下田美沙都さん、熊本地域医療セン

ターの村上誉子さんのお二人に、熊本地震の報告（発

表）をお願いしました。 

下田さんの報告では、地震（前震）の時、桜十字病院

スタッフの７割が自主的に参集されたそうです。その後の本

震では、地域住民４００名、病院スタッフ１０

０名が病院へ避難され、リハビリ室の天井は

崩落、入院患者さんの食事を運ぶ配膳車

もダメになり、急遽お弁当のスタイルに切り替

えて患者さんに配ったそうです。自宅が全壊

した病院スタッフが２７名もいるなか、避難さ

れている住民の方々に炊き出しも行ったそう

です。 

その後の１０日間で避難者の受け入れは７５２名、スタッ

フの被災状況を調査し、保健師が不安を抱えるスタッフの

面談も行ったそうです。ソーシャルワーカーは入院や転院

の相談、多職種からの情報を集約して情報のトリアージも

行っていたとのことです。 

村上さんの報告では、熊本地域医療センター１１８名

の入院患者さんを駐車場へ避難誘導し、リハビリ室なども

総括：内田浩稔さん（今立内科クリニック  ソーシャルワーカー）  

ソーシャルワーカー部会 発表者 

下田美沙都さん（桜十字病院  ＭＳＷ）  

村上  誉子さん（熊本地域医療センター  MSW）  

総括：日浦あつ子（佐賀県医療センター好生館 相談支援センターがん相談室室長）  

職種別分科会「看護部会」 

況が報告された。電話が通じず訪問するしか方法がなかっ

たが、道路状況が悪く渋滞もありかなりの苦労があった。 

最後に基調講演の二見さんよりコメントをいた

だいた。 

九州支部は震災後に早期に対応されて、今

回の支部総会もテーマを変更して報告会を

開かれて場を共有したことで、結束力が高まっ

た。体験をシェアすることでお互いの癒やしにつ

ながったり元気が取り戻せたりするのではない

か。また地域でのつながりや施設間の協力体制がありすば

らしいと感じた。 

＜熊本大学医学部附属病院 高野いづみさん＞ 

・地域の拠点病院であり、建物の被害はなかったが、市内

病院からの受け入れ対応に追われた。 

・病院が閉院するところもあり、外来ごと主

治医とともに受け入れた。 

・がんセンターのホームページに現状をアッ

プして情報提供を行った。 

グループワークは時間が30分程度しかと

れなかったが小Gごとに自分たちの現状につ

いて話し合いが行われた。 

グループ発表は訪問看護ステーションから在宅での状
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ズが高まっている説明をされました。患者さんの声として

は、入院している方は「自宅がどうなっているかわから

ない」、通院している方は「感染が心配」という声が

あったこと、家族としては、「避難所で家族の病気を詮

索された」という声があったことを報告されました。病院

スタッフは、「自分が辛いと言ってはいけない」、「自分

のことは後回し」という思いの中で仕事をし、生活して

いたことも話されました。今後の課題としては、「被災者

でありながら支援することはどういうことなのか」という問

題を提起してくださいました。今後もこの問題提起につ

いては思い巡らし、また来年分かち合いましょうとして終

了しました。 

 当初予定していた内容を変更し、「地震時、そして、その後

の患者さんとの関わり」について、熊本大学医学部附属病院

緩和センター臨床心理士の廣瀬寧子先生に発表していただ

き、分かち合いを行いました。 

廣瀬先生は、①「時間経過と周囲の反応」、②「患者さんの

声」、③「家族の声」、④「スタッフの反応」、⑤「課題として

感じること」、⑥「今後について」という項目に分けて発表してく

ださいました。 

「時間経過と周囲の反応」については、ライフラインがストップし

てから一か月後までの概ね状況が変化していく中で、余震が

怖くて眠れないという状態から、だんだん震災の話題が減って

いったこと、しかし、それと同時にスタッフの疲労が目立ち始める

などをあげられ、初期は身体のケアや衣食住など生活面が優

先だったのが、ライフラインが落ち着いた頃より心のケアのニー

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.14 

職種別分科会「リハビリテーション部会」   

総括：三原絵美（たたらリハビリテーション病院  

        リハビリテーション技術部 緩和ケア部門主任）  

は一旦中止し、看護助手としてケアを行う事や力仕事に

回る事が中心であった。口腔ケアの不足や食形態のバリ

エーションが十分でない事が原因で誤嚥性肺炎になる

患者が多くなった。その他、PTSDへの対応、防災管理やマ

ニュアルの把握、スタッフの保育施設などの課題がある事

を話していただきました。日々状況が変わる中で、対応に苦

慮されながらも精一杯出来る事をしてこられた様子が伝わ

り、今回このような報告をしていただけたこと、それを共有でき

たことはよい機会になったと感じました。 

今回、テーマがぎりぎりまで決まらず、発表してくださった

方々にはご迷惑をお掛けしましたが、急なお願いにも関らず

快諾してくださった発表者の皆様、そして参加してくださった

皆様に感謝しております。 

 リハビリテーション部会は昨年から始まり、今年で2年目

の開催になりました。リハビリ職種28名に参加して頂き、プ

ログラムを2部構成で行いました。 

 1部は栄光病院の理学療法士 林邦男先生から 

『ホスピス・緩和ケアにおけるリハビリテーション』をテーマに

御講話を頂きました。「その人らしい生活を取り戻すことがリ

ハビリテーションである」と提言され、緩和ケア病棟での患

者さんへの関りや終末期リハビリの考え方、姿勢など臨床

的、具体的な内容をご提示いただきました。参加者からは

「若手スタッフに対して終末期リハをどのようにして浸透さ

せていけばいいか」「緩和ケア病棟で運動会を計画して

いるが、どのように展開すればいいか」など患者への関わり

方やスタッフへの啓蒙についての質問など活発な意見交

換の場になりました。 

 2部は『被災した医療機関のリハビリスタッフからの報告

と分かち合い』をテーマに、熊本県から参加されている5

施設の方々から報告をして頂きました。地震発生後、患者

や地域の方々の安全な生活の確保の為に、リハビリ業務

総括：加藤理人（イエズスの聖心病院  パストラルケア部、地域連携室）  

職種別分科会「パストラルケアワーカー部会」  

パストラルケアワーカー部会 発表者 

廣瀬  寧子さん（熊本大学医学部附属病院  緩和センター）  

一美奈緒子さん（熊本大学医学部附属病院  緩和ケアチ ーム）  
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報告：塗木京子（九州支部看護師教育支援委員会  委員長）  

第５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  
       2016年９月17日・18日 福岡国際会議場にて開催         

する指導者に講師・ファシリテーターに入っていただきまし

た。2016年度HPCJ看護師教育に関する調査でも、

ELNEC-J指導者がいる施設は75％ありますが、実際に

ELNEC-Jを開催している施設は28.2％との結果が出てい

ます。1施設における指導者数が少ないこと、開催までには

手が回らない、指導に自信がない、ということが開催できな

い理由に上がっています。これまで培ってきたノウハウを伝

授し、開催をサポートすることで、会員施設の

ELNEC-J開催と受講率の向上につながれば

と考えています。 

と、これまで順調に進んだかのように書いてきま

したが、実は今回の開催に際しては、冷や汗も

のの出来事がありました。それは「台風」です。

なんと開催日に台風が九州を直撃する予報

がでてしまったのです。九州・沖縄各地からの

参加者の安全面を考えると中止もやむを得ずの状況でし

たが、支部事務局の居嶋さんが最新の台風情報を収集

し、栄光病院のスタッフと共に直前のスケジュールの変更

と連絡をスムーズに行っていただき、無事開催することがで

きました。本当にありがとうございました。また、今回参加して

頂いた受講生、講師・ファシリテーターの皆様にも感謝申

し上げます。  

九州支部で開催するELNEC-Jも今年で3年目を迎え

ました。これまで年2回開催していましたが、今年度は年1回

の開催とし、去る9月18日（土）・19日（日）の2日間、福岡

国際会議場において九州・沖縄各地から62名の受講生

を迎えて開催しました。 

受講生は例年以上にバラエティに富んでおり、緩和ケ

ア新人からベテラン、専門・認定看護師も多く参加してお

り、熱心に講義に聞き入り、グループ

ワークやロールプレイでは活気ある意

見交換や発表が行われました。最後の

モジュール「質の高いエンド・オブ・ライ

フ・ケアの達成」では、各受講生がこの

プログラムを修了して1年後に達成した

い目標を立ててグループ内で発表する

のですが、受講生の熱い想い（発表）

が止まらず、時間を延長するという嬉しいハプニングもありま

した。この熱い想いを持ち続け、緩和ケアの実践はもちろ

ん、専門的緩和ケア看護師教育カリキュラムSPASE-Nへ

進んでいく人、ELNEC-J指導者を目指す人が１人でも多く

出るようにサポートしていけたらと思います。 

また、今回は講師・ファシリテーターの人選も新たな試み

を行いました。これまで九州支部のELNEC-Jの講師・ファシ

リテーターは看護師教育支援委員と開催施設の指導

者が担当していましたが、今回はこれからELNEC-Jを開催

職種別分科会全体総括 

“熊本大震災の現場からの叫び-問題点と課題”  

人手も必要でボランティアはとても助かった。被災の後、多く

のスタッフは精神的に疲労し相当に無理をしている。患者

や家族のみでなく、スタッフのケアが必要である。 

 今回の被災した関係者の話では、人の結びつきの大切

さ、相手を思いやる気持ちなど、緩和ケアの実践そのもので

あった。震災後2か月の現在も、気持ちや体も整理が付か

ない方が多く居て、今後も九州全体で物質的な援助や

精神的はケアの必要性を感じた。ある看護師の話を紹介

する。「余震におびえ、水と電気のない生活は大変辛い時

間でした。しかし、多くの人的物的の支援があり、人のぬくもり

を感じました。辛い気持ちを多くの人に緩和して頂き、感謝

でいっぱいです」ー頑張ろう熊本！― 

 九州支部では、熊本で震災を経験した協会正会員

（医師など多職種）の方々に震災約2か月後の時点での

福岡に集まって頂き、職種別分科会に分かれ,各々の部

会でその体験を語って頂いた。震災に遭われた方々の想

いを聴き、九州地区全体でその苦しみや辛かった経験など

共有した。今回の大地震では緩和ケアを提供する医師や

看護師やスタッフ自身が被災者でありながら、患者さんの

ケアにあたっていた。熊本地震によって生ずる様々な被害と

教訓が判明した。 

個人では食糧、水は最低3日間あれば、なんとかなる。特

に水が大切である。病院では、患者だけなく、スタッフ、地

域の人のために最低1週間分の食材確保が必要である。

総括：山岡憲夫（やまおか在宅クリニック院長）  



 

 

２０１７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 

 《2017年度九州支部大会の開催日程が決まりました！》 

   日時：2017年６月10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「震災から時を経て 語れること 

          ～傷ついた医療者が、ケアに携わることの困難さ～」  
 

2017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。今回は、東日本大震災を経験した東北・宮城県より河原

正典先生（医療法人社団爽秋会岡部医院医師） を基調講

演講師としてお迎えすることになりました。 

『震災を経験した在宅医が考えたこと』と題した基調講演では、

「あの日から５年以上経過した今だからこそ、同じ立場にある医

療者に語り伝えることができるメッセージ」をお話しいただきます。 

  基調講演に引き続いて行うシンポジウム『熊本地震から１年 今 語れること、語りたいこと』では、

再び熊本の当協会会員施設からさまざまな職種の方々にご登壇いただき、復旧・復興を目指している

今もなお継続している問題や、ある程度時間が経過してから出てきた新たな課題などを九州支部全体

で共有をしていきたいと考えています。 
   
 また、午後には例年と同じく施設代表者会、職種別分科

会、全体会を予定しております。職種別分科会は、熊本地震の

発生を受けて “お蔵入り” となってしまった2016年度支部大会

の企画を復活、各部会ともパワーアップした内容でお届けしよう

と準備中です。プログラムの詳細と参加申し込み書は、2017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。 

 【ＮＰＯ法人日本ホスピス緩和ケア協会】(旧名称：全国ホスピス・緩和ケア病棟

連絡協議会）の地方組織の一つとして、ホスピス・緩和ケアに取り組む施設の間で

密接な交流を深め、質の向上のための教育啓発活動を推進していこうとの目的から

2000年に「九州ブロック交流会」として設立され、2001年より本格的に支部活動を

スタートいたしました。 

 ホスピス・緩和ケア病棟を持つ施設を中心に、一般急性期病院で緩和ケアを

行っている施設や在宅ホスピスケアを積極的に行っているクリニックなど、９0余りの 

施設によって組織され、会員施設に所属する医師や看護師、ソーシャルワーカー

等を対象とした教育啓発・研修会の開催等の活動を行っております。 

 当協会へのご入会・九州支部の活動への参画をご希望の施設は、下記の本部

事務局まで入会手続きについてお問い合わせ下さい。 
   

【NPO法人日本ホスピス緩和ケア協会 事務局】 

 〒259-0151 神奈川県足柄上郡中井町井ノ口1000-1 

        ピースハウスホスピス教育研究所内 

   TEL (0465)80-1381 FAX (0465)80-1382 

      e-mail:info@hpcj.org  http://www.hpcj.org/ 

＜ＮＰＯ法人日本ホスピス緩和ケア協会 九州支部＞活動ご紹介 


