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理事・監事 就任の挨拶

岡山大学大学院 精神神経病態学教室
　内富　庸介

この度、再度、理事に選出されました。この二年
間、細川理事長の元、将来構想委員会の仕事を頂き
ました。孤軍奮闘して各委員会が活動してきた状況
から、一歩進めて各委員会の活動を報告しあって理
解を深め、学会全体としてのまとまりをもたせ、一
貫性のある方針づくりの一助となればと考え活動し
てきました。少しずつ風通しをよくして多様な職種
間の対話が促進されたのではないかと振り返ってお
ります。ともするとこれほどの規模の学会になると
なかなかできるものではありませんが、各委員会の
委員長にほぼ全員ご参加いただき、現在今ある学会
の足元と近い将来を共有できただけでも良かったの
ではないかと思います。優先度の高い議題として 1）
日本における緩和医療の概念・定義、2）専門医の
あり方、3）学術大会のあり方、4）教育事業のあり方、
5）PEACE など委託事業のあり方、6) 国内外の学
会との連携について、7）CAM、などを扱いました。
中長期の将来が討論できなかったことが反省点とし
て挙げられますが、次世代に委ねたいと思います。

今後の二年間は、学術委員長として、1）研究助
成の振り返りを行って改善点を検討する、2）学会
プログラムの支援などを恒久的に行う方策、3）多
様性を反映した新学術領域の研究課題の検討などを
行いたいと思います。

以上、2 年間の任期を何とか全うし、有為の世代
に引き継ぎたいと思います。風通しのよい対話を心
がけますので、忌憚のないご意見を是非お寄せくだ
さい。よろしくお願いいたします。

大阪大学大学院医学系研究科
保健学専攻

　荒尾　晴惠

代議員選挙、理事選挙では、
会員の皆様から多くのご支援を
賜り心からお礼申し上げます。
役割を通して緩和ケアの発展に

努めてまいりたいと思います。
私は、前期 2 年間はそれまで担当していました総

務から教育研修委員会に代わり活動させていただき
ました。教育研修員会は多様な教育プログラムを提
供していますが、その中の 1 つに、将来、緩和医療
を専攻する医師の卒後の臨床教育体制の整備を見据
えて、緩和医療を目指す医学生・研修医・若手医師に、
緩和医療のキャリアパスとロールモデルを示すため
の「医学生・研修医・若手医師のための緩和ケアセ
ミナー」があります。

緩和医療・ケアに対する社会のニーズが高まる中
では、医師以外の職種においても、専門的緩和ケア
を担っていく人々の育成が急務となっています。看
護専門職における専門家の育成の現状は、公益社団
法人日本看護協会の専門看護師、認定看護師の資格
認定制度があります。しかし、緩和ケア、がん性疼
痛看護認定看護師の教育機関は、受講者が減少し教
育機関を休講するところがでてくる事態になってい
ます。また、専門看護師教育課程も定員の確保に苦
慮しています。このような背景から、当学会として
も、緩和ケアを専門とする看護職の育成は急遽取り
組むべき課題となっています。そこで、平成 26 年
度の新規事業として「緩和ケアを目指す看護職のた
めのセミナー（案）」を提案し、承認していただく
ことができました。第 1 回の開催に向けて準備を進
めています。看護師は所属組織の人員配置の考え方
等から、自分の関心領域をもつことが難しい状況に
あります。そのため、自身のキャリアパスを描きに
くいのですが、緩和ケアを専門的に追及していきた
いと考えている看護師のキャリアパス形成を支援す
ることができればと考えています。この事業が、専
門的緩和ケアを担っていく人々の育成につながれば
と期待しています。

理事就任のご挨拶
今後ともご指導ご鞭撻賜りますようお願い申し上

げます。

日本緩和医療学会理事に再選されて：
多様性と対話
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国立がん研究センター
がん対策情報センター

がん医療支援研究部
加藤　雅志

緩和ケアに携わる関係者が、
今の医療現場において緩和ケア
に対して感じている思いはどの

ようなものでしょうか。
平成 18 年にがん対策基本法が成立し、がん対策

は転換期を迎えたといわれ、これを機会に緩和ケア
も大きく推進されてきました。今日に至るまで、政
府は緩和ケアについて様々な施策を講じてきまし
た。日本緩和医療学会が委託を受けている緩和ケア
研修会（PEACE プロジェクト）や普及啓発活動（オ
レンジバルーンプロジェクト）は、その代表例とい
えます。そして、新たに定められたがん診療連携拠
点病院制度において緩和ケアに関連する要件が新た
に多く定められるなど、医療システムの中にも緩和
ケアは確実に組み込まれつつあります。

しかし、緩和ケアを進めていくための設計が描か
れましたが、全国の医療現場でその実態はどのよう
になっているのでしょうか。それぞれの地域、施設、
個人において、新たな方向性の実現に向けての歩み
続けることはできているでしょうか。

答えは「否」かもしれません。その理由ですが、
状況も多様で個別性の高い事項も多いかと思いま
す。それであれば、その解決は現場に委ねるしかな
いのでしょうか。おそらく、これまでは現場任せに
なっていたのが実情だったと思います。それ故に、
力のある地域、施設、個人であれば、次々に生じる
新たな課題を乗り越えていくことができるのかもし
れません。しかし、そのやり方では全国の水準を向
上させていくことは不可能です。

この困難な問題を解決していくために、今求めら
れていることは、全国における緩和ケアの水準の把
握とそれに基づく他施設との比較による自施設の現
状の把握システムの確立、多くの施設が困難と感じ
ていることについてのその解決に向けた標準的な方
法の提示、ピアレビュー等による現場主導での問題
点の改善に向けた取り組みの実施、好事例の共有と
課題解決に向けた広く意見交換を行う場の作成など
でしょうか。

医療の現場で緩和ケアに取り組む皆さま
に貢献できる活動を目指して島根大学医学部附属病院

　太田　桂子

この度、理事会推薦理事とし
てご推薦を賜り、理事を拝命い
たしました島根大学医学部附属
病院の太田桂子です。当学会会
員の中で、ソーシャルワーカー

はまだまだマイノリティな存在ではありますが、チ
ーム医療を展開していくうえでその役割の重要性を
ご理解いただきましたことに心から感謝申し上げま
す。

私は看護師としての経験をふまえ、2000 年から社
会福祉学を学び、2013 年から医療ソーシャルワーカ
ーとして勤務しております。同年に当院緩和ケアチ
ームが設置されて以来、緩和ケアに携わってきまし
た。

ソーシャルワーカーは緩和ケアチームの構成メン
バーとして、患者とご家族の抱える心理社会的課題
に対して、適切でタイムリーな支援が求められてい
ます。多様なニーズに対応するためには、患者や家
族の価値や希望を「聴く」面接や、その人の社会に「つ
なぐ」ネットワーキング等の専門的な技術の研鑽が
不可欠です。

ソーシャルワーカーの多くは地域連携部門に所属
し、緩和ケアチームや緩和ケア病棟の兼任もしくは
専任であります。そのような立場でも専門性をうま
く活用し、病院内のみならず、地域の多職種と連携
を図り、患者とご家族の生活の質向上にむけて日々
努力しています。

ソーシャルワーカーが単なる退院調整担当ではな
く、心理社会的な支援者として信頼できる専門職で
あるためにも、教育機会の確保や制度政策への提言
など各方面から、その整備にむけて努力を重ねる所
存でございます。

大変微力ではありますが、ご支援・ご鞭撻を賜り
ますよう、心よりお願い申し上げます。

理事就任の挨拶
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上記の 4 つの点について、医療現場に少しでも貢
献できるよう、この 2 年の間で取り組みを進めてい
きたいと考えています。特に前半の 2 点について
は、私が新たに委員長を拝命した専門的・横断的緩
和ケア推進委員会に置いて取り組んでいきたいと考
えています。また、後半の 2 点については、がん拠
点病院間での意見交換や緩和ケアの質的な向上を図
ることを目的として国立がん研究センターが設置し
た「都道府県がん診療連携拠点病院連絡協議会　緩
和ケア部会」を活用することで実践できるのではな
いかと考えています。今回幸いにも、私はこれらの
活動に関わることができる立場にあります。この 2
年では医療現場の課題を解決していくための枠組み
作りに努めていきたいと思っています。

これらの活動を成功させるために、関係者への十
分な説明と報告を心がけ、学会会員の皆様の意見と
理解、協力をいただきながら、理事としての責務を
果たしていきたいと考えています。

神戸大学大学院医学研究科
　内科系講座

　先端緩和医療学分野
　木澤　義之

この度理事、副理事長、教育・
研修委員長を拝命いたしまし
た。この 10 年、がん対策基本

法の成立とがん対策推進基本計画の後押しもあり、
まだ十分ではないものの、がんの緩和医療は目覚ま
しい進歩と普及を遂げました。今回の理事就任にあ
たり、俯瞰的にとらえなおしてみると今後どのよう
にわが国で緩和医療の臨床・研究・教育をやってゆ
くのか改めて考える時期に来ているように感じます。

取り組むべき課題は次の 5 点に集約できると考え
ています；１）患者・家族の声と医療現場の実際
を勘案したうえで計画的に行われる緩和ケアに関
する施策の実施（いわゆる Evidence-based policy 
making）への積極的な関与、２）患者・家族の苦
痛に対する新たな薬物療法・非薬物療法・ケアの開
発に関する研究、３）すべての医療従事者・ケア提
供者に対する基本的な緩和ケア教育の実施と緩和ケ
ア専門家の育成・継続教育に関する教育体制の整備・
充実、４）年齢と疾患を問わない緩和ケア・エンド
オブライフケアを実施する体制の整備、５）４）の

近畿大学医学部附属病院
　小山　富美子

この度、前期に引き続き理事を拝命いたしました
小山富美子でございます。皆様のご支援を賜りまし
たこと心よりお礼申し上げます。3 期 6 年間、専門
的・横断的緩和ケア推進委員会で緩和ケアチーム登
録に関わらせていただき、日本の緩和ケアチームの
実態とその成果を学会として把握することの重要性
を感じてまいりました。今 5 月に実施された 2013
年度チーム登録では 497 チーム、64,000 件余りのデ
ータが登録されました。また、緩和ケアチーム活動
の手引き第 2 版を改訂し、新しく立ち上げたチーム
や困っているチームの支援になることを目指してま
いりました。がん対策基本計画の推進のもと、多く
の緩和ケアチームは苦しい事情を持ちながらも、目
の前の患者・家族の苦痛の軽減を目指して活動され
ています。今後の日本の緩和医療に必要な、緩和ケ
アチームの支援について引き続き皆様と共に検討し
てまいりたいと考えております。登録にご協力いた
だきました会員の皆様に心より感謝申し上げます。
日本緩和医療学会の会員は 2013 年より 1 万人を超
え、その 35.8％の 4,100 人が看護師の会員です。本
学会は緩和医療にかかわる多くの職種と、一般病院
や緩和ケア病棟、在宅医療など多様な場面で患者・
家族を支援している人々が会している、とてもユニ
ークな学会です。学術大会はじめ多くの委員会活動、
WPG 活動は職種間の壁が低く、チームワークを形
成しつつ活動しており、私自身たいへん大きな学び
を得てまいりました。本学会の強みはこのチームワ
ークであり、会員の皆様が緩和医療の現場で作り出
す雰囲気とエネルギーが学会活動に大きく影響して

理事就任の挨拶

理事就任のご挨拶

実現のための他学会との協働。
すべて重要な課題ですが、私は特に、２）において、

「エンド・オブ・ライフ・ディスカッション、どの
ように、いのちの終わりについて話し合いを始める
か？」に関するコミュニケーションの方法の開発、
３）の基本的・専門的緩和ケアの教育、４）の非が
ん疾患の緩和ケアに関して、力を入れてその臨床実
践・研究・教育を行い、多くの会員、ひいては患者・
家族の方々に還元できるような学会を目指していき
たいと考えています。ご指導ご鞭撻を賜りますよう、
どうぞよろしくお願いいたします。
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いると感じております。看護師の理事のひとりとし
て、このチームワークに貢献できる活動を目指し、
そして、4,100 人の看護師会員の皆様にお役に立て
るよう励んでまいりたいと思います。何卒ご支援賜
りますようよろしくお願い申し上げます。

佐賀大学医学部附属病院
地域包括緩和ケア科 診療教授

佐藤　英俊

今回理事に再選されました佐
賀大学医学部附属病院の佐藤で
す。前回の理事任期中は、主に
新設された地区委員会委員長、

用語委員会委員および国際交流委員会委員として活
動して参りました。とくに地区委員会では、各地区
において代議員同士の情報交換の場として有効活用
し本学会の学会活動の活性化につなげることを目的
に学術大会前日の代議員会後に「地区代議員意見交
換会」を新たに設置いたしました。

本学会は 1996 年に創設されてすでに 18 年経過い
たしますが、いまだに支部等の地方組織が整備され
ておりません。そこで次の 2 年間の目標として地区
委員および各地区の代議員を中心として地方組織整
備のための準備にあたることにいたしますので会員
の皆様にも是非ご協力をお願いいたします。

2 年の任期期間中の地区委員会の活動計画概要は
下記のとおりです。

【大目標】各地区に日本緩和医療学会支部を設立す
るための組織整備をする。

【個別達成目標】以下の項目を 2 年間で整備する。
１ ）地区代議員会の整備：地区委員を代表とし、窓

口となる代議員会事務局を設置し、地区代議員会
はそれぞれの地区の実情にあった形式で活動を行
う。各地区の代議員間での情報交換を通じて地区
の意見を理事会に反映させる。

２ ）地区の現状把握：地区単位での会員動向を把握
し、組織整備や新規会員のリクルートに活用する。

３ ）研究会・講演会・講習会等の開催：各地区の会
員に研究発表の場を提供し、会員相互の情報交換
および親睦をはかる。

４ ）各地区委員会間での情報交換：日本緩和医療学
会支部規約・細則を作成する。地区によってはか
なり整備が進んでいる地区もあり、整備が進んで

理事就任のご挨拶

いる地区のノウハウを各地区委員会で共有する。

愛知県がんセンター中央病院
　緩和ケア科
　下山　理史

このたび、理事を拝命いたし
ました愛知県がんセンター中央
病院の下山理史と申します。会
員の皆様には代議員、理事選を
通じて多大なるご支援をいただ

きました。この場をおかりして、御礼申し上げます。
これまで消化器外科医として、出会った時から患

者さんご家族と共に歩む日々を送りつつ、病に苦し
む人々に対する緩和ケアの重要性を感じ、その苦痛
を和らげる努力をして参りました。現在は縁ありま
して当院にて緩和ケア医としてお世話になっており
ます。お一人お一人の声に耳を傾けつつ日常の臨床
を大切にすると同時に、生活を重視した医療・社会
を目指して、医療者や患者家族の方々と共に地域の
医療介護福祉のネットワークの充実、緩和ケアの普
及にも取り組ませて頂いております。

今期は倫理・利益相反委員会委員長、委託事業委
員会委員、緩和ケア普及啓発 WPG 員長、SHARE-
CST WPG 員などを務めさせていただくことになり
ました。特に倫理・利益相反委員会では、学会内外
での活動に関する透明性をより高めるべく取り組む
と共に、臨床倫理、臨床研究の指針等に関しまして
は当委員会の指針なども明確にしつつ新たな枠組
を作って参りたいと存じます。緩和ケア普及啓発
WPG では、諸先生方が築き上げてこられたオレン
ジバルーンプロジェクトを引継ぎ、緩和ケア普及が
広く隅々までいきわたるよう推進して参ります。そ
して会員の皆様の貴重な声をお聴きしつつ、また厚
労省や委託事業委員会のご指導を仰ぎつつ、普及活
動の推進に努めたいとも考えております。

所謂拠点病院から、地域で奮闘している病院、介
護老人保健施設などで働いて参りました経験を生か
し、いつでもどこでも誰もが緩和ケアを受けること
ができ、それが当たり前の社会になるよう皆様と共
に働きかけて参りたいと存じます。

日常診療を疎かにせず、皆様の声をお聴きしなが
ら、ご期待にそえますよう誠心誠意つとめさせてい
ただく所存です。今後ともご指導ご鞭撻のほど、宜

ご挨拶
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慶應義塾大学病院
緩和ケアセンター

　橋口　さおり

このたび、理事に当選させて
いただき、二期目として務めさ
せていただくことになりまし
た。ご支援、ご指導を賜った方々

には篤く御礼申し上げます。前期は専門医認定・育
成委員会の委員長を仰せつかり、現行の試験制度の
整備と、専門医認定後の育成についての足掛かりを
つくること中心に活動いたしました。専門医とは、
技術と知識とを以て質の高い緩和ケアを提供し、臨
床疑問を普遍的知恵に置き換えることができる科学
的思考を身に着け、専門的緩和ケアを担う医療人と
してのあるべき姿を体現する存在であってほしいと
考えております。本学会は、発足してまだ 20 年余
りであり、学術的領域としての歴史も浅く、基盤づ
くりに精を出している段階です。これから年月を重
ねて領域を広め、さらに深めていかなければなりま
せん。そのためには人材の育成が必要です。100 年
を超える領域との差は、人材の厚さの差です。卒前
教育、卒後教育、専門的教育すべてにおいて体制が
できていませんし、学会としてさらに努力して食い
込んでいかなければならないのです。教育プログラ
ムも含めて専門医教育制度と、その一区切りである
専門医試験制度を整えることは、学会の運営の中で
も大切な部分であると考えております。さらに今期
の大きな課題のひとつに、新専門医制度との整合性
があります。すでに教育基盤ができている学会とは
異なり、制度構築の早い段階で新専門医制度との転
換期を迎えたことの吉凶はわかりません。方向転換
を柔軟にできるというメリットはありますが、おそ
らく海外の専門医制度に倣ってプログラム重視とな
るであろうことを考えると、プログラムを提供でき
る施設が十分に育っていない現段階では危機的とも
いえます。この学会が目指す緩和ケアとは何かに軸
足を置き、十分に検討を重ねて、よりよい育成プロ
グラムと制度の構築のために努力していきます。

理事就任あいさつ

しくお願い申し上げます。

昭和大学医学部
　医学教育推進室

　高宮　有介

この度、理事に選出して頂き
心から感謝いたします。私は、
昭和大学の緩和ケアチームと緩
和ケア病棟で、20 年間、緩和

ケアの臨床に専心して参りました。2007 年より医学
教育推進室の専従となり､ 緩和ケアで経験したエッ
センスを医学教育の中に注入する仕事をしておりま
す。また、昭和大学は医学部だけでなく、歯学部、
薬学部、保健医療学部（看護、理学療法、作業療法）
があり、4 学部合同の問題解決型チュートリアル、
病棟臨床実習などを通し、緩和ケアとチーム医療の
教育を実践しています。

当学会では、これまで、医学生セミナー WPG 員
長として、若手・医学生のための緩和ケア夏季セミ
ナーを企画・運営して参りました。緩和ケア医を目
指す若者達にキャリアパスを示し、若手同士も連携
を取り、支えあう機会になっていると感じておりま
す。今後も、新たに就任された黒岩ゆかり WPG 員
長を支えながら、進めていきたいと存じます。

こ こ 数 年 の 個 人 的 な 関 心 は、Whole Person 
Care、医療者自身のセルフケアであります。2013
年 10 月に開催された第 1 回 Whole Person Care 世
界大会での Hutchinson 先生との出会いもあり、モ
ントリオールの McGill 大学医学部での教育をモデ
ルにして進めております。治癒できる患者さんには、
全力で知識と技術を学び、対処する。治癒できない
患者さん（末期がん患者さん、慢性疾患の患者さん）
にも、癒しを提供できる医師を育てる。昭和大学の
建学の精神として「至誠一貫」という言葉あり、相
通ずるマインドを感じます。さらに、マインドフル
ネスをキーワードにした「医療者自身のセルフケア」
を、日本にどのように取り入れていくか検討してお
ります。

当学会では、安全委員会の委員長を拝命しており、
緩和ケア領域における医療安全についても検討・発
信していきたいと存じます。

最後に、2015 年の第 20 回日本緩和医療学会学術
大会の大会長を拝命しており、準備に全力を尽くし

理事就任挨拶

ていきたいと存じます。企画・運営において、皆様
からのご支援を頂ければ幸いです。一人でも多くの
皆様のご参加を、心からお待ちしております。
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YMCA 訪問看護ステーション・ピース
　濵本　千春

この度、2 期目を努めさせていただきます、
YMCA 訪問看護ステーション・ピースの濵本千春
です。

今年度は昨年に引き続き、健康保険・介護保険委
員会で診療報酬及び介護報酬改定について、関連団
体との情報交換や協働しながら、2025 年問題などに
向けて努めて参りたいと存じます。

当学会では医師だけではなく、看護師や薬剤師な
どの多職種が「緩和医療・緩和ケア」の発展に努め
ています。しかし、これからの緩和医療・緩和ケア
は地域への視点を無視して展開は望めません。今後
は、今まで以上に地域医療に関連する医師・看護師・
薬剤師・リハビリ関連職種・ケアマネジメント関連
職種とも連携・協働を図る必要があります。

その点について、地域は当学会に期待し、注目し
ています。但し一方で、緩和ケア病棟及び病院偏重
の発言や教育プログラムなどを厳しく視ています。
さらに都市部と地方では抱える課題が異なるため、
ニーズにズレがあります。そのため、緩和医療・緩
和ケアについて最大の会員数を持つ当学会の行動に
ついて地域・地方はこれまで以上に注目し、厳しく
見つめています。

マニュアル通りのケアよりも、小さな声にも耳を
傾ける姿勢がこれからの緩和医療の現場では求めら
れています。マイナーな地方・地域・訪問看護の立
場から、学会員と会員が活動する現場にいる患者・
家族の声が活かされるように活動して参りたいと存
じます。今後ともご指導のほど、よろしくお願いい
たします。

理事就任挨拶
独立行政法人

国立がん研究センター
 がん対策情報センター

がん医療支援研究部
　教育研修室
　細矢　美紀

この度、理事に就任させて
いただきました看護師の細矢美紀と申します。私は
2003 年にがん看護専門看護師の認定を受け、緩和ケ
アチームや退院支援専従として活動してまいりまし
た。現在は国立がん研究センターがん対策情報セン
ターで、がん診療連携拠点病院等の看護師等を対象
とした、がん看護や緩和ケアに関する研修の企画・
運営に携わっています。本学会では、緩和医療ガイ
ドライン委員会副委員長を拝命しました。微力では
ありますが、太田委員長を補佐してガイドライン改
訂や普及に取り組んでまいります。

看護師の立場からは、がん患者さんの身体的・精
神心理的・社会的苦痛等のスクリーニングの実施、
緩和ケアセンターの整備、定期的ながん看護外来（が
ん患者指導管理料）の開催など、緩和ケアにおける
看護師の役割と責任は、がん診療連携拠点病院の指
定要件や診療報酬によって年々高まっています。患
者さんとご家族の暮らしや病に対する思いを聞きな
がら、地域で生活することを支えるために、多職種
チームの中で看護師が果たすべき役割も大きくなっ
ています。しかし、どの医療機関や地域も取組みが
始まったばかりで、わからないことや課題が山積し
ています。患者さんとご家族が人生を全うするまで、
安心して暮らせる地域をつくれるよう、多職種の皆
様と一緒に智恵を絞って考えていきたいと思いま
す。何卒よろしくお願いいたします。

理事就任の挨拶
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国立病院機構西群馬病院
　斎藤　龍生

この度、日本緩和医療学会の
監事に再任いたしました、斎藤
龍生と申します。これまで、
2006 年から 2010 年まで理事を
務め、その間倫理委員会の前身

「利益相反に関する委員会」の委員長として、「利益
相反マネジメントの指針」、「利益相反に関する細則」
等を作成し、2010 年からは倫理委員会の委員として
学会運営に参加して参りました。2012 年度からは監
事に就任し、今回引き続き監事を務めさせていただ
きます。

特定非営利活動法人（NPO）の監事の役割は、「（１）
理事の業務執行の状況を監査すること、（２）法人
の財産の状況を監査すること、（３）監査の結果、
特定非営利活動法人の業務又は財産に関し不正の行
為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があ
ることを発見した場合には、総会又は所轄庁に報告
すること、（４）報告をするために必要がある場合
には、総会を招集すること、（５）理事の業務執行
の状況又は特定非営利活動法人の財産の状況につい
て理事に意見を述べ、必要があれば理事会の招集を
請求すること」となっております。本学会は会員数
も年々増加し 10,000 名を超え、収支決算監査規模も
3 億円を超える巨大な学会となっており、監事の責
務は益々重要になってきております。そこで、2012
年度監事に就任してからは、従来の「書類の持ち回
り監査」から、監事が事務局にそろって出向き、必
要に応じて詳細資料を求め、説明を求めるなどして、
より精度の高い監査に努めて参りました。引き続き、
公正かつ適正な監事業務に努めて参りますので、よ
ろしくお願いいたします。

佐久総合病院
佐久医療センター

　緩和ケア内科
　山本　亮

この度、初めて理事を拝命い
たしました、佐久総合病院佐久
医療センター緩和ケア内科の山

本亮と申します。
私は、1996 年に筑波大学医学専門学群を卒業後、

地域で働く医師になりたいと佐久総合病院に就職
し、プライマリ・ケア、総合診療領域で研鑽を積ん
できました。在宅訪問診療を行っている中で、緩和
ケアの重要性を感じ、学んでいくなかで次第に緩和
ケア領域での仕事が中心となってきています。現在
も緩和ケアチームの活動を中心にしていますが、自
宅に戻りたいと希望する患者さんのもとには病院か
らの在宅訪問診療も行っています。

これまで教育研修委員として、また PEACE 指導
者研修会の協力者として主に緩和ケア教育の分野で
活動をしていきました。また専門医認定・育成委員
として専門医制度にも関わってきました。このよう
な活動の中から、基本的な緩和ケア教育から、専門
的緩和ケア教育まで幅広い教育分野の体制のさらな
る整備に取り組んでいきたいと理事に立候補させて
いただきました。

2017 年度から開始される新専門医制度に対応する
ために新しく設置された、専門医制度整備検討委員
会の委員長を拝命いたしました。本学会のような、
基本領域の学会ではないサブスペシャリティ領域の
専門医制度については、まだ議論が十分には行われ
ておらず不確定な点も多く、手探りの状態ではあり
ますが、積極的に情報収集を行い、専門医認定・育
成委員会とも連携しながら、よりよい専門医制度が
構築できるよう努力していく所存です。どうかよろ
しくお願いいたします。

監事就任のご挨拶理事就任の挨拶


