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    （NPO法人マギーズ東京  共同代表・理事  

      白十字訪問看護ステーション 統括所長・暮らしの保健室 室長）  
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講師 

【基調講演】  

 秋山正子先生  
（NPO法人マギーズ東京  

         共同代表・理事  

 白十字訪問看護ステーション  

  統括所長・暮らしの保健室 室長）  

 
【教育講演】  

＜緩和ケアにおける  

     精神症状のマネジメント＞  

 嶋本正弥先生  

 （九州大学病院 がんセンター  

  緩和ケアセンター副センター長）  

 

＜在宅訪問管理栄養士の取り組み  

 〜生きる実感、確かな食事から〜＞  

 小渕智子さん  

 （にのさかクリニック  

       在宅訪問管理栄養士）  

 

＜スピリチュアルケア  

 ～臨床宗教師の立場から～＞  

  山下亮恂さん  

  （福岡聖恵病院  臨床宗教師）  

目次 

基調講演報告 ............. 1～２ 

教育講演報告 ............. ２～３ 

職種別分科会報告 ....... ４～６ 

ELNEC-Jﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ 

 研修開催報告 .......... ７  

事務局より ................... ８ 

九州地区の緩和ケア病棟認可施設を

中心に、80施設・289名が参加しました。

午前は大会テーマに沿った基調講演と

教育講演が行われ、午後からは５つの職

種別分科会でそれぞれ発表とディスカッ

ションが行われました。  

2018年５月26日（土） 福岡国際会議

場にて「地域で看る～地域包括ケアと

緩和ケア～」をテーマに、秋山正子先

生（NPO法人マギーズ東京 共同代表・理事白

十字訪問看護ステーション 統括所長・暮らしの

保健室 室長）をお招きして2018年度九州

支部大会を開催いたしました。 

今回は、2016年に開設されたマギーズ東京の紹介と、開設に至るまでの取り組

みやそこに集うがん患者や家族の力をエンパワメントできるアプローチの数々につ

いて熱く語って頂いた。マギーズセンターでは、誰でも無料で予約なしに利用する

ことができ安心して過ごせる場が提供され、専門家が相談に乗ってくれる。そこで

患者や家族は自分らしさを取り戻し、エンパワメントされていく。 

そんな夢のような世界を一つ一つ具現化され

ていくそのパワーと多くの専門家たちが秋山先

生に引き寄せられるように集まり、チームとして

進化していくその情熱のすごさに驚かされた。講

演を聞いて私たちは、日々、患者や家族に接

しながら互いに癒し癒される関係であったことに

今一度気づくことができ、明日からのパワーを

いただいたような気がした。 

総括：日浦あつ子（佐賀県医療センター好生館  

             緩和ケアセンタージェネラルマネージャー）  

2018年度日本ホスピス緩和ケア協会九州

支部大会は「地域で看る～地域包括ケア

と緩和ケア」をメインテーマにマギーズ東京

共同代表である秋山正子先生に基調講

演をして頂いた。 

秋山先生は、1992年から地域の中で暮ら

すがん患者と家族の支援を訪問看護で始

められ、暮らしの保健室を開設し地域に根

付いた活動を長年にわたって行われている。 
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社会・環境面の調整は必要に応じて行なうことを検討。 
即ち、抑うつ・不安の対処では、身体面での疼痛緩和は 
最重要ということです。 
 うつ病における薬物療法にて紹介のあった薬は、ＳＳＲIで
はセルトラリン、エスシタプラム、パロキセチン、ＳＮＲIではデュ

ロキセチン、ＮａSSAではミルタザピンでした。 
服用初期の２週間は副作用が出やすく、効
果は２週以降安定してくることも重要でした。 
 講演内容は明瞭で分かり易いもので、多く
の方々が満足されていました。講演後の質問
も多く、皆緩和ケアの現場において精神症状
の診断および治療に苦慮している様子も分か
りました。九大病院の緩和ケアチームでは心
理精神担当も副数名体制で、嶋本先生は
外来診療が主になっているとのことでした。 

『緩和ケアにおける精神症状のマネジメント』、講師は九
州大学病院 がんセンター 緩和ケアセンター副セン
ター長 嶋本正弥先生。 
 がん患者の適応障害は約３割、うつ病は６％、せん妄
は４％、通常反応は約半数とのこと。 今回はその中で、
がん患者のせん妄 およびうつ病が
主たるテーマでした。 
 せん妄の診断基準のポイント、せん
妄と認知症の鑑別、せん妄の準備因
子、せん妄の直接因子、せん妄症状
の評価ポイント、せん妄への対症療法
としての向精神薬の紹介がありました。 
 がん患者の抑うつ・不安への対処
においては、まず身体面での痛みの緩
和を優先し、精神療法を並行して行
なうことは必須。うつ病では薬物療法もほぼ必須。   

総括：山下和海さん（原土井病院  緩和統括部長）  

教育講演「緩和ケアにおける精神症状のマネジメント」   

  講師：嶋本正弥先生（九州大学病院 がんセンター  緩和ケアセンター副センター長） 

教育講演「在宅訪問管理栄養士の取り組み〜生きる実感、確かな食事から〜」   

  講師：小渕智子さん（にのさかクリニック  在宅訪問管理栄養士） 

 最初の症例として、認知症で嚥下機能が低下してき

た患者さんに胃瘻を造るのかどうするのか悩んだ娘さんの

手紙を紹介。「飲んだり食ったり有り難いけどもうきつい。 

堪忍してくれ。」と言った患者さん本人の言葉を意思表

示と受け止めたものの、痩せていく姿に家族の心は揺れ

動いた。最終的には胃瘻はせずに亡くなる２日前まで娘 

さんが作ったゼリーを口にされた、というエピソードである。 

 次に、食べることに強い希望を

持ったイレウス状態の若い末期癌患

者へのサポートを紹介。できるだけ低

残渣食で、見た目も美味しそうな食

事を一緒に作ったり、在宅スタッフと

一緒にパーティーを開いたり、患者

本人が笑顔で収まる写真が印象的

だった。 

 最後に重症心身障害児（者）の

レスパイトなどを行なっている小さな 

たねでの「スープランチ」の取り組みを紹介。重度の障害

や胃瘻の人も食を豊かに楽しむための試みで、みんなと

同じ食事（同じ物をスープにして胃瘻へ注入）を摂り、地

域の交流の場や利用者自身の働く場所づくりにも貢献し

ている。 

これから活動の場が期待される在宅での栄養士の取り

組みを、現場からの貴重な症例報告を交えてご講演いた

だいたことに感謝したい。  

 食事（栄養）を摂ることは、生きていくために最も重要な

ことの一つだ。そしてそれは、人生を楽しむための大きな要

素の一つでもある。この「食」という切り口をテーマに、にの

さかクリニック在宅訪問管理栄養士の小渕智子さんにご

講演をお願いした。内容を紹介する。 

 在宅訪問栄養食事指導に対して診療報酬（あるい

は介護報酬）があることはご存知の通りだが、2011年に 

在宅訪問管理栄養士という認定制

度が始まった。これは日本栄養士会と

日本在宅栄養管理学会による認定

制度で認定を受けた栄養士は2017

年3月現在で645名、そのうち東日本

が約6割を占め九州の認定者はまだ

少ない。 

 在宅訪問栄養指導の対象は、患

者・家族・在宅サービスを担うスタッフ

（ホームヘルパーなど）、また栄養士

のいない小規模多機能居宅介護や有料老人ホームな

どの利用者も対象にしている。具体的には、腎障害、慢

性閉塞性肺疾患、脳血管障害、悪性腫瘍、嚥下障

害、認知症、低栄養などの患者である。 

総括：内田浩稔（今立内科クリニック  ソーシャルワーカー）  
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④仏教とスピリチュアルケアについて 
 仏教には「対機説法」という言葉がある。それはお釈迦
様が相手の能力、性質に応じて身近な生活や自然のも
のから比喩を用いて話されたという意味である（応病与
薬）。そして、お釈迦様は、時には沈黙を続けて相手と共に
おられ話を聴かれたという。相手から何かを引きだすのでは
なく、沈黙から湧き出てくるものを拾うということが相手を中
心にしたスピリチュアルケアである。この拾うことは意図せ
ず、予期せずに起こることがある。相手からケア提供者が
何かを引き出すのではなく、相手のことを想い、共にいさせて
いただくことが、スピリチュアルケアにとって重要である。 
 
⑤スピリチュアルケアと宗教的ケアについて 
 ホスピスには様々な職種が共に働いている。それぞれに
それぞれのケアがある。その専門的ケアに加えて、裸の人
間としてのケアがホスピスの神髄である。つまり一人と一人
の人間としてかかわることが求められている。人はすべて、
自分の体験、経験、歴史、秩序、価値観などがある。その
自分の生き方と共にまったく自分とは違った他者と共にいさ
せていただくことが、ホスピスケアである。また、日本人は無宗
教と言われるが、宗教的土壌、風土がある。日常の中に
入っていた宗教的な事柄に目を向け、それらが患者さんの
中で大切な出来事になっていることもある。 
 
⑥これからのスピリチュアルケアについて 
 宗教者の医療現場におけるニーズは近年増加してい
る。今後は地域包括システムの中にスピリチュアルケア、
パストラルケア、臨床宗教師のかかわりが入っていく時代に
なるかもしれない。地域には必ず神社、仏閣、教会などの
宗教的施設がある。これらの資源を地域包括の医療シス
テムの中に入れていくのを期待している。宗教者自身も公
共空間に見合った知識と臨床研修が重要となる。 

 山下さんの講演は以下の五つについての講演のように
感じました。 
①臨床宗教師の定義 
②仏教について 
③スピリチュアルケアについて 
④仏教とスピリチュアルケアについて 
⑤日本のスピリチュアルケアと宗教的ケアについて 
⑥これからのスピリチュアルケアについて 
 
①臨床宗教師の定義 
 臨床宗教師は、欧米のチャプレン（教会・寺院に属さず
に施設や組織で働く聖職者、宗教者のこと）の制度を日
本の風土・宗教的土壌などを考えて生まれた「日本版チャ
プレン」である。この「日本版チャプレン」の大きなポイントは、
臨床宗教師は、臨床宗教師として活動する時には、布
教、宣教を目的としていないということである。つまり、宗教
者であるが、病院などといった公共性の高い場所で宗教、
宗派を超えて様々な宗教者が協働し、ケア対象者に関わ
る専門家ということである。 
 
②仏教について 
 仏教の四諦について話される。その中にある苦諦とは苦
しみの真理であり、四苦八苦を指す。四苦とは、「生老病
死」のことである。四苦八苦とは、この四苦に加え、別れ、
憎む対象との出会い、思い通りに得られないこと、身体に
執着することである。これらは、ペイン（苦）である。たいへん
興味深いのは、スピリチュアルペイン、スピリチュアルな痛
みや問題を「苦」と表現するところである。 
 
③スピリチュアルケアについて 
 スピリチュアルケアは誰が行うのかという問いかけがあり、そ
の答えは、かかわるすべての人、モノであるとのこと。このモノ
という表現がたいへん心に残った。つまり、人が五感で感じ
るものだけでなく、どのような関わりであっても本人に関わるす
べての存在がケアをするということである。具体的なケアアプ
ローチとしては、「支持」、「明確化」、「対峙」を挙げてお
られた。３つ目の「対峙」は、ケア提供者が対象者に対して
何らかの示唆を与えることとある。しかし、ケア提供者の価
値観に基づく示唆ではない。ここのところがスピリチュアルケ
ア専門職の重要なところであり、このようにできるにはかなりの
訓練、稽古、自己修練、己を知る体験を要すると思う。 

総括：加藤理人さん（イエズスの聖心病院  パストラルケア部、地域連携室）  

教育講演「スピリチュアルケア～臨床宗教師の立場から～」   

  講師：山下亮恂さん（福岡聖恵病院  臨床宗教師）  
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職種別分科会「医師部会」  

・ACP (Advanced care planning) が重要。

主治医、かかりつけ医が療養の在り方を患者家

族と繰り返し話し合うこと自体の大切さを再確認。 

・多職種間での情報共有に、熊本県の報告として

は、Medical Care Station (MCS) を活用して

いる報告あり。 

・ＩＣＴとしては、福岡県のとびうめ

ネット、長崎県のあじさいネットが

紹介あり。 

・人的ネットワークとしては、長崎

在宅Dr.ネット、福岡東在宅ケア

ネットワークがある。 

・福岡市では、医師会・行政の

主導にて『ブロック支援病院体

制』を整備している。この土台の

上に、クリニック医、在宅医、病院医の診療連携

を進めている。 

・多職種の会合および医師会主催の会合への参

加は大切である。 

 医師部会はグループワークを行ないました。

テーマは『地域包括ケアにおける緩和ケア～そ

の工夫点』。内容を箇条書きにて紹介します。 

・高齢者とがん患者ではスピード感が異なるし、

対象としているエリアの大きさも異なる。 

・高齢者の地域包括ケアと異

なり、がん緩和ケア地域連携

においては、がん診療連携拠

点病院が重要な核の一つ。 

・熊本では老健など介護施設

も重要な存在。介護施設での

看取りの教育も実施している。 

・在宅医の高齢化も進行して

いる。大病院からの訪問診療

でできるように診療報酬を上げ

て欲しい。 

・ＩＴによる情報共有よりも、人と人の直接的な人

間関係・信頼関係がさらに重要である。 

・在宅医、かかりつけ医、主治医と救急隊との関

係性も検討が必要。 

総括：山下和海さん（原土井病院  緩和統括部長）  

職種別分科会「看護部会」  

総括：塗木  京子さん（久留米大学病院  がん看護専門看護師）  

ンスを高めることができるということでした。また、レジリ

エンスは個人だけでなくチームにもあり、逆境から立

ち直ることでチームの能力が強化されたり、仲間を

サポートしていくなかで成長の機会を得ていくことが

できるということも教えていただきました。 

グループワークでは、例年通り、最初は知らない者

同士少し遠慮がちなディスカッションから入りました

が、話し出してしまえば同じような悩みを持つ者同

士、時間を忘れて語り合う様子がうかがえました。ま

さに、レジリエンスを高める良い機会となりました。 

 看護部会では、「ホスピス緩和ケアにおける看

護師のレジリエンスを高めるために」というテーマ

で、北九州医療センター緩和ケアチーム担当

係長 太郎良純香さんよりご講演をいただき、その

後にグループワークを行いました。 

レジリエンスとは、逆境に際しても、その困難に向き

合い克服し、成長を促進する力のことをいいます。

緩和ケアを実践する私達は、患者や家族が持

つ苦しみや支えをキャッチし、良き理解者になり支

えていくことで、苦痛が緩和できるよう日々ケアを

実践しています。しかし、どんなに努力をしても解

決困難な苦悩と向き合わなくてはならない時もあ

り、燃え尽きてしまうこともあります。そんな時には、好

きなことに没頭し仕事のストレスから離れて充電す

ることや、脅威となった出来事を振り返る、仕事の

経験について内省し意味を与えることで、レジリエ
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職種別分科会「ソーシャルワーカー部会」  

終末期における支援では、言いにくい、介入するタイミン

グが図りづらいという内容がある。後半は、そのような状況に

おいて終末期の患者さんへ効果的なアプローチをするた

めに心がけていること、苦心していること、秘策などを共有し

たい、をテーマにグループワークを行った。各グループから

は、「介入するタイミングが難しい」「本人がある程度の予

後を知らなければ介入しづらい」「ICのタイミングが遅くなる

と間に合わない」など、他にも多数の意見が出た。 

 

終末期における終活支援とは、「Social Pain」や

「Spiritual Pain」に対してのソーシャルワークでもある。

本人の病状の認識や精神状態、死生観や信仰とも大き

く関係しているため他の医療者や宗教者との連携も大切

だ。終活支援は「アドバンス・ケア・プランニング（ACP）」の

中 で 並 行 し て 行 わ れ、ACP が「Social  Pain」や

「Spiritual Pain」への介入のタイミングや道筋を示して

くれるのだろうと、参加者はこのテーマを通して感じてくれたの

ではないだろうか。講師の方、参加していただいた方々に感

謝したい。 

「身よりのない患者さんの終活を支えるには」 

  ～SWとしての関わりを考える～ 

 

終末期の患者さんと関わる時、身寄りのない方の対応

に悩んだ経験はソーシャルワーカーであれば誰しもあるも

のだ。そんなSWあるあるのテーマ、身寄りのない方への支

援の講演とグループワークを企画した。 

 

講演では、たたらリハビリテーション病院の野澤由香さ

んに、事前に回収した終活アンケートの結果報告と事例

を中心にご講演をいただいた。アンケート結果では、相談

内容で多いのは葬儀・お金・自宅処分・お墓の順で多く、

家族探しを行なったケースも少なくなかった。 

前半の講演では、家族はいるが関わりを拒否された

ケース、家族はいるが高齢で疎遠になっているケースを紹

介。前者は自宅退去・葬儀・納骨で、後者は自宅退去・

葬儀・納骨・相続でSWが関わり、行政書士と事務委任契

約も行なった。 

総括：内田浩稔（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 事例発表者 

野澤由香さん  

（たたらリハビリテーション病院 医療社会科 ＳＷ）  
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宗教者が病院などで関わっていくことで、患者さんや

ご家族への宗教的な訴えに対する援助が、的確に

なされていけるようになったことな

ど、この10年、20年でホスピス

緩和ケアが、大きく変化してきた

ことを感じました。 

またスピリチュアルケアという、

未だ明確な定義が存在せず、

その概念を理解することや実

践することが難しいテーマであ

るにも関わらず、参加者全員

が、各々の考えを自由に発言

し、また共有していくことができる

ようになったことは、ホスピス緩和ケア協会九州支部の

パストラルケアワーカー部会が成長してきた証でもあ

ると思いました。 

 パストラルケアワーカー部会は、例年同様、心理

職のスタッフに限らず、医師、看護師、宗教者、管理

栄養士など飛び入り2名を含

めた、計16名の方が参加してく

ださいました。それぞれ自己紹

介をしていただき、午前中の教

育講演「スピリチュアルケア〜

臨床宗教師の立場から〜」で

講演していただきました山下亮

恂さんへの質問を含め、参加

者それぞれがお互いに質疑応

答する形で、終始、穏やかな

雰囲気の会となりました。 

臨床宗教師という資格制度が誕生することによって、

他の医療スタッフと情報共有しながら、自然な形で            

 

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）  

 講義では、浮腫の病態や見方、通常のケアの方法をお

伝えした上で、終末期の浮腫に対する応用的なケアの方

法をお話ししました。その後、用手的リンパドレナージのデモ

ンストレーションを行い、圧迫着衣や弾性包帯のご紹介を

行いました。予定時間は80分でしたが、伝えたいことが沢山

ありすぎて、デモンストレーションや

圧迫に関する内容が少なくなっ

てしまったことは反省点です。 

 今回の時間内では質疑応

答や各施設間での情報交換を

行う時間を十分にとることができ

ないと予想されていたため、大会

終了後に「リハビリスタッフ交流

会」を初めて催しました。浮腫に

関する事や各施設でのがんリ

ハ、終末期リハについての悩み

や情報交換などを行うことがで

き、有意義な時間になりました。来年度も開催したいと考え

ています。 

 今年度のリハビリテーション部会では「浮腫に対するケ

ア」をテーマに講義、デモンストレーションが行われました。 

 浮腫はがん終末期患者において散見される所見であ

り、患者のADLやQOLを低下させる要因になります。浮腫を

改善させたいけどどうしたらいいのか、圧迫して大丈夫なの

か、と不安なままケアを行ってい

るセラピストも多いと思います。そ

こで、終末期特有の病態をみ

ながら安全に浮腫のケアを行う

ことができるようになれれば、との

思いがあり今回企画しました。

緩和ケア病棟でリハビリを担当

しながら、リンパ浮腫センターで

も治療を行っている筆者が講

師を担当させて頂きました。 

 当日は36名の多くの参加者

がおり、リハビリ職種以外にも看

護師やアロマインストラクターの方々にもお越し頂き、多職

種が興味をもっている症状であると再認識することができま

した。 

総括：清田直人（栄光病院  チャプレン・グリーフカウンセラー）  

職種別分科会「パストラルケアワーカー部会」  



 

 

よる講義とグループワークでした。ELNEC-Ｊで学ん

だことの復習としっかりと理解してもらいたい内容を事

例をおりまぜながらわかりやすく講義していただきました。

また、症状マネジメントではグループワークを行い、さ

らに学びを深めていきました。 

 

 

 

 

 

 2日目は丸1日を使って「コミュニケーション」の

ロールプレイを行いました。今回は、感情の表出を促

す「NURSE」というコミュニケーションスキルを用いなが

ら、診断時や再発、今後の治療の選択の場など

様々な場面で私たちが行うコミュニケーションを、み

んなでデスカッションしながら考えていくというロールプ

レイでした。 

 

 

 

  

  

 開催前は受講生が予想よりはるかに少なく、正直

どうなることかと不安でいっぱいでした。しかし、終わっ

てみると参加者のモチベーションの高さと「受講して

よかった」という声に、講師・スタッフ一同も「やってよ

かった」と充実感を得ることができました。次年度も支

援委員一同力を合わせて、皆様のサポートがしっか

りできるよう頑張りますので、どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

 日本ホスピス緩和ケア協会では、ELNEC-Jコアカ

リキュラム看護師教育プログラムを用いた教育を推

奨し、ホスピス・緩和ケア病棟に勤務する看護師の

50％以上がこのプログラムを受講することが目標に

掲げられました。しかし、九州にはELNEC-Jを開催す

る指導者数が少なく、なかなか目標を達成できないと

いう声が多く聞かれたため、九州支部の看護師教

育支援員会では、2014～2016年の3年間に福岡と

久留米で5回のELNEC-Jを開催、計306名が受講

を修了することができました。3年間の間にELNEC-J

の指導者も徐々に増え、各地での開催も可能となっ

たことから、ELNEC-Jによる教育は一旦終了としまし

た。 

 

 

 

  

 2017年度は修了生へのアンケートを実施し、「現

場で悩むことが多い」という声から、今年度はフォ

ローアップ研修会を開催することとしました。9月15日

（土）・16日（日）に久留米大学病院で開催した研

修会には、福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎から

13名の参加がありました。 

 

 

 

 

 

 1日目は、「症状マネジメント」（講師：北九州医療

センター がん性疼痛看護認定看護師 太郎

良純香さん）、「高齢者のケア」（講師：久留米大学

病院 老人看護専門看護師 秋吉知子さん）に
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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１回ELNEC-Jフォローアップセミナー開催報告  
201８年９月15日・1６日  久留米大学病院にて開催         



 

 

２０１9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 

 九州支部では2014年度から2016年度までの３年間で５回にわたってELNEC-Jコアカリキュラム看護師教育プロ

グラムを、また2018年度はELNEC-J受講修了者を対象としたフォローアップ研修を開催し、いずれも好評を得てま

いりました。2019年度は夏に「ELNEC-Jコアカリキュラム看護師教育プログラム」を、秋には「ELNEC-J

修了者対象 ステップアップセミナー」を下記の場所にて開催する予定です。 

参加募集要項等の詳細は、2018年５月下旬頃にご案内いたします。 

  【第６回九州支部 ELNEC-Jコアカリキュラム看護師教育プログラム】 

   日程：2019年８月10日（土）・11日（日・祝）   ※２日とも終日研修となります。 

   会場：久留米大学病院 本館東棟2階 第1･2会議室（久留米市旭町67番地） 

  【ELNEC-J修了者対象 ステップアップセミナー】 

   日程：2019年11月30日（土） ※１日終日研修の予定です。 

   会場：糸島医師会 ２階研修室A・B （糸島市浦志532-1  糸島医師会病院隣） 

 《2019年度九州支部大会の開催日程が決まりました！》 

  日時：2019年５月25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「ホスピス・緩和ケアのこころ」     
 
2019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、前野宏先生（札幌南徳洲会病院 総長／NPO法人ホスピスのこころ研究所 理事長） を基調講演

講師としてお迎えすることになりました。基調講演に引き続いて行うプログラムでは、「非がん患者に対する緩和ケア～

心不全を中心に～」 「ＡＹＡ世代の末期がん患者と残された子どもたちのケア」「緩和ケアの浮腫に対するケア」

の３つの教育講演を予定しています。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、2019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 

2019年度  看護師教育研修のお知らせ  


