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理事就任挨拶

千葉県がんセンター
精神腫瘍科
秋月　伸哉

この度、初めて理事に選出い
ただきました千葉県がんセンタ
ー精神腫瘍科の秋月伸哉です。
代議員選挙、理事選挙でたくさ

んのご支援いただきありがとうございました。
私は 1997 年に広島大学医学部を卒業した際、「病

気の苦しみは最終的にはこころが物事をどう受け止
めるかではないか」「精神医学の技術は他の病気の
苦しみを和らげるために役立てられるのではない
か」と考え、リエゾン精神医学を学ぶため広島大学
附属病院精神科、国立呉病院精神科で研修しました。
その後精神腫瘍学に関心を持ち、1999 年から国立
がんセンター東病院、中央病院でレジデント研修、
2004 年から国立がんセンター東病院臨床開発センタ
ー精神腫瘍学開発部室長、2009 年から現職と、ほぼ
すべてのキャリアを精神腫瘍医としての臨床、研究
活動に携わってきました。

日本緩和医療学会ではこれまで自身の経験を活か
し、委託事業委員会、緩和ケア研修 WPG を通じて
緩和ケア研修の精神症状やコミュニケーション分野
の責任者や、緩和ケアチーム自施設評価 WPG で緩
和ケアチーム活動の在り方や評価法を検討してきま
した。がん治療の中で様々な職種が患者や家族の心
をケアすること、専門家が心のケアを通じて総合的
に患者の苦痛を緩和できることの支援を引き続き行
っていきたいと思います。

また、この度新しく将来構想委員長に任命いただ
きました。当学会は日本の緩和医療の広がりにおい
て大きな責任と影響力を持った団体です。緩和ケア
の専門家がどうあるべきか、学会として何に優先的
に取り組んでいくべきか、地域それぞれの事情に応
じて学会が何をすべきか、などなるべく広く会員の
皆様の声をひろいあげ、整理して学会の方針決定に
反映できるような委員会運営を心掛けたいと思って
おります。今後とも諸先輩の皆様のご指導、ご鞭撻
をいただけますよう、よろしくお願い致します。

理事就任のご挨拶

大阪大学大学院医学系研究科
荒尾　晴惠

このたび、理事に当選させて
いただきましたこと、ご支援い
ただきました皆様に心より感謝
申し上げます。看護系理事とし
て、会員の皆様のご期待に応え

られるように努力していきたいと思っております。
本学会は多職種で構成されており、2016 年 6 月 1 日
の会員数 11,904 名のうち、4,335 名（36.4%）が看護
師となっています。看護師の立場から看護の専門性
を生かした発言や提言をすることは、緩和医療、緩
和ケアの発展のために不可欠と感じています。

私の理事としてのこれまでの取り組みのうち、教
育・研修委員会においては、医師を主な対象として
プログラムされていた教育セミナーに加えて、看護
師や緩和ケア入門者を対象とした企画を提案し、緩
和ケア入門セミナーとして継続開催することができ
ました。さらに、これからの緩和ケアを担う看護師
の人材の育成を目的に、緩和ケアを目指す看護師の
セミナーを企画し、2014 年度からスタートさせるこ
とができました。自身の緩和ケアの専門性をどのよ
うにキャリアデザインしていくか、緩和ケアの先駆
者からの応援メッセージやキャリアアップの実例を
話してもらい、その後、参加者同士でディスカッシ
ョンを行っています。今までにない形のセミナーと
して、参加者の満足度も高く、申し込み開始から数
日で定員に達するようになっています。

今期は、学術委員会を担当することになりました。
学会の研究助成のありようを検討し、本会を構成す
る多職種が利用できるものにしていくことが必要と
感じています。その結果、各々の専門性を活かした
研究が生まれ、緩和医療、緩和ケアの質の向上に寄
与できると考えます。もちろん、多職種で取り組む
研究も必要です。学会としての研究支援のありかた
を検討していきたいと思っています。

微力ではありますが、これまでの活動からの学び
を生かし、緩和ケアの発展のために貢献できればと
思っています。どうぞ宜しくお願いいたします。

理事・監事 就任の挨拶
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副理事長就任および第 22 回大会長
始動のご挨拶

帝京大学医学部 緩和医療学講座
有賀　悦子

日頃から学会運営にお力添え
を賜り、誠にありがとうござい
ます。

この度、理事にご選出いただ
き、さらに副理事長として職務

に当たらせていただくこととなりました。身の引き
締まる思いにございます。

前期理事任期中は広報委員会を中心に、今期も引
き続き、広報委員会から会員の皆様に向けて情報発
信しながら、緩和ケア普及に関する関連団体支援・
調整委員会、将来構想委員会とも共働してまいりま
す。どうぞ、よろしくお願い申し上げます。

さらに、来年 2017 年第 22 回日本緩和医療学会学
術大会大会長を拝命しており、「集い対話する」を
メインテーマに、双方向の情報交換、共有を目的と
した場として、皆様をお迎えできるよう鋭意準備を
進めています。二つのサブテーマには、「疾病と共
に健やかさを生きるために」として、“人生を過ご
している患者さん”にとって疾病は一部であり、そ
こを含めながらも生きていくことに焦点を当て、も
う一つのサブテーマとして「社会の中で活きる医療
となるために」とし、緩和医療が社会に役に立ち、
求められるものとなっていくためのプログラムを計
画しています。特に、患者団体の皆様にお力添えを
いただき、患者アドボケートラウンジを国立大ホー
ルに通じるマリンホールにて開催していくこととい
たしました。

Youtube の PR 動画、大会ホームページ、大会フ
ェイスブックがすでに公開されています。〝第 22 回
緩和医療学会″で3つとも検索に上がってきますし、
学会ホームページからも入ることができます。どう
ぞ、一度 Web サイトにお立ち寄りいただけますと
幸いです。

その来年の 6 月はがん対策基本計画第 2 期が終わ
り、第 3 期へと入ります。この変革の期に相当する
理事任期である 2 年間。薄学浅才の身ではございま
すが、一層の推進に、そして何よりも会員の皆様が
学会の場を心地よく使っていただけるように、志を
もって取り組んでいきたいと思います。

末筆ながら会員の皆様の益々のご発展とご健康を
心よりお祈り申し上げ、ご挨拶とさせていただきます。

緩和医療学会の理事に就任して
－次の10年の方向性を決める大切な2年間－

市立札幌病院
精神医療センター

上村　恵一

2016 年 6 月から 2 期目の理
事を勤めることになりました。
会員の皆様におかれましては、
今後ともなお一層のご指導や激

励をいただければ幸いです。
私は 2001 年 3 月旭川医科大学医学部医学科を卒

業後、北海道大学医学部精神医学講座へ入局し、そ
の後独立行政法人国立病院機構札幌病院北海道がん
センターでの研修を経て、その後現在の市立札幌病
院の精神科医師として勤務しております。2013 年 4
月に同院は精神科救急合併症病棟38床を増改築し、
道央圏広く身体合併症を有する精神疾患患者と精神
科救急を要する患者の対応にあたっています。

2006 年 6 月に成立した「がん対策基本法」およ
び「がん対策推進基本計画」は 10 年目を迎え今年
は法改正が行われ、2017 年夏頃から次期がん対策推
進基本計画が策定されるため、本年は今後のがん対
策における緩和ケアの方向性を位置づける重要な 1
年と思われます。2016 年 5 月 30 日には、がんなど
における緩和ケアの更なる推進に関する検討会が発
足され緩和ケアのさらなる推進のため心循環器疾患
に対する緩和ケアの議論が始まっております。2016
年度は本学会が委託を受けている、がん医療に携わ
る医師に対する緩和ケア研修等事業も最終年度を迎
えます。今年度も例年とほぼ同額の 120,988,000 円
の交付申請を行っており、当会がここ 10 年のがん
対策推進基本計画の推進に貢献した役割について総
括し、実年度以降の新しい委託事業への橋渡しとし
たいと考えています。会員諸氏においては、今年度
も緩和ケア研修、普及啓発、コミュニケーション研
修にご協力いただければ幸いに存じます。

当会の理事として臨床現場の実情と国のがん対策
における緩和ケアの方向性を繋ぎ、既存の内容に捕
らわれない教育、普及啓発の方法を話し合い、多く
の患者さんのつらさを和らげる一助とならせていた
だければ幸いです。
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日本緩和医療学会理事に選出されて：
多様性と対話

国立がん研究センター
内富　庸介

この度、細川理事長の元、将
来構想委員会、学術委員会に引
き続き、健康保険・介護保険委
員会の仕事をいただきました。
5 ～ 10 年先を見据えた討論か

ら直近の 1 ～ 2 年先の未来を検討する本委員会はス
ピードが勝負と考えています。緩和医療の発展に直
結する結果が求められます。

これまでどおり、学会の意思決定のプロセスの透
明化を図りつつ、対話不足となってしまった事項に
ついて、必要な議論ができる場を作成し、幅広く学
会内から意見を集め、取りまとめ、各委員会と連絡
を密にして学会全体としてのまとまりをもたせ、一
貫性のある方針の一助となればと考えております。

以上、2 年間の任期を何とか全うし、有為の世代
に引き継ぎたいと存じます。風通しのよい対話を心
がけますので、委員会まで忌憚のないご意見を是非
お寄せ下さい。よろしくお願いいたします。

ご挨拶

日本医科大学付属病院
消化器外科

太田　惠一朗

この度は、4 期目の理事に選
出いただきまして、誠に有難う
ございます。1 期目は倫理・利
益相反委員を務め、2 ～ 3 期目

は緩和医療ガイドライン委員長として、新規ある
いは改訂作業に携わることができました。多くの
WPG 員の皆様のご協力に感謝申し上げますととも
に、その労苦に深く敬意を表したいと思います。

さて、私は消化器腫瘍外科医として日夜診療に従
事しています。また、この 10 数年はチーム医療を
通じて緩和医療・ケアに積極的に関与して参りまし
た。がん診療連携拠点病院における緩和ケアチー
ムや栄養サポートチームの設立運営を担ってきまし
た。文字通り、癌診療の初期段階からの緩和医療・
ケアを実践しております。癌の緩和医療・ケアとは、

癌診療全体を支える医療・介護・福祉であると思い
ます。さらにこれからの緩和医療・ケアは悪性疾患
のみならず、その対象を広く治癒の見込みのない非
悪性疾患症例や、救急医療、災害医療時の対応など
へも向けていかなければなりません。

日本緩和医療学会も大きく育ち、職種横断的な観
点からは、今や先輩格である一般社団法人日本癌治
療学会をはるかに凌駕するに至りました。学会には、
関係する多くの医療従事者が活動しやすい環境づく
りが求められています。緩和医療・ケアの対象が広
がれば、ますます他の関連学会、研究会や関係団体
との連携が必要になって参ります。医療従事者以外
の方々とも接する機会が増えてくることでしょう。
今までの私の人的交流関係を活かし、本学会の更な
る発展に微力ながら尽くしたいと思います。これか
らもよろしくお願い申し上げます。

日本医科大学付属病院 薬剤部
片山　志郎

この度は、日本緩和医療学会
の理事を拝命戴きまして、誠に
ありがとうございます。

がんによる痛みや苦しみを和
らげ、その人自身のあり方を取

り戻し、その状態を最後まで保ち続ける。今日、緩
和医療の目的の一つでもあるこのテーマに寄せられ
る国民の期待は、ますます大きくなってきています。
私は、薬剤師はこの緩和医療を実践・追求する最も
主体となっている緩和ケアチームにおいて、疼痛緩
和のより適切な薬物療法の情報提供と副作用のより
徹底した管理を実践し、チームに貢献する存在であ
るべきと考えております。

現在、国家的急務として緩和ケア医および緩和ケ
アが実践できる医師を充足させることが急ピッチで
進められております。しかし、全国に 9,000 件近く
ある病院にあまねく行き渡るには多くの時間が必要
です。このため、私は緩和医療に精通した薬剤師を
一人でも多く増やし、必要な情報を必要な時に現場
の医師 ･ 看護師および患者に提供できるようにし、
この急務に応えて行きたいと思います。また、すで
に緩和ケアのチーム医療を実践している施設におき
ましては、特に副作用管理を薬剤師が中心的に受け
持ち、緩和医療が滞りなく患者に提供できる体制を
支えて行きたいとも考えております。これら緩和医
療を実践できる薬剤師を育成し、またチームにおけ
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る薬剤師の役割をさらに明確にすることで、がんで
苦しむ患者の一助になる存在として今以上に認知い
ただけるよう努力してまいる所存です。

今後は、私のこれまでの緩和医療における経験と
研究を生かし、患者 QOL 向上に役立てる存在とし
ての薬剤師を育て、安心して緩和医療における薬物
療法が行える環境を、日本緩和医療学会を通じて整
えてまいりたいと思います。

何卒、ご理解とご支援のほど、よろしくお願い申
し上げます。

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、理事ならびに事務局
長ならびに総務・財務委員長を
拝命いたしました。この 5 期 10

年間は教育研修委員長、最後の 2 年間は副理事長と
して服務しておりましたが、今期からはより学会全
体を俯瞰して、学会の活動のさらなる活性化、委員
会－ WPG 活動の透明化を図り、あわせて事務局機
能の強化を図ってまいる所存です。

今年はがん対策推進基本計画の最後の年にあたり
ます。健康保険・介護保険の大改正、新しいがん対
策推進基本計画の策定、がん診療連携拠点病院以外
でのがん緩和ケアの充実、専門的緩和ケアの質の保
証、緩和ケアの非がん疾患への拡大など、わが国の
緩和ケアは大きな転換点に来ていると認識していま
す。今この時にこそ、学会は未来を志向し、中長期
的なビジョンのもとにこの混沌と立ち向かう必要が
あると思います。将来構想委員会、代議員会を中心
として、会員の皆様から意見をいただきながら学会
の将来の方向性について十分な検討をしていく必要
があると認識しています。

変化と挑戦を楽しみながら、誠実に一つ一つ問題
にあたってまいりますので、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。

理事就任挨拶

総合病院 聖隷浜松病院 薬剤部
　塩川　満

今期で 3 期目を務めさせてい
ただきます聖隷浜松病院の塩川
満と申します。

本学会は会員が 12,000 人を超
え、薬剤師の会員も 10％弱を

占めるようになりました。この数字は多くありませ
んが、緩和医療に対する薬剤師の興味、関心は年々
高まり、薬剤師の関与が広まっていると感じます。

理事に就任した私の責務は、薬学の視点から、緩
和医療を医療者や国民に普及啓発し、全国民が痛み
から解放されるように務めることであると考えてお
ります。

痛みから解放されるためには、患者さんが満足し
た療養生活を送れなければなりません。ところが、
患者さんは各々のバックグランドから、さまざまな
思いをもって療養生活を送ります。そんな千差万別
の患者さんが望む個別の緩和医療を提供するために
は、一つの職種ではとても実現不可能で、多職種の
連携・協働による幅広い視点が必要と考えます。

特に今期は、薬学的視点で「多職種の連携・協働
の実現」を目指し、取り組みたいと考えております。

どうぞ宜しくお願い申し上げます。

理事就任のご挨拶

国立病院機構 名古屋医療センター
 緩和ケア科
下山　理史

前期に引き続きまして理事を
拝命いたしました、独立行政法
人国立病院機構名古屋医療セン
ター緩和ケア科の下山理史と申

します。代議員選挙、理事選挙におきましては、学
会員の皆様から心強く温かな応援を賜りましてあり
がとうございました。今後 2 年間も引き続き、精一
杯務めさせていただきますので、どうぞ宜しくお願
い申し上げます。

本年は、がん対策基本法成立からちょうど 10 年
の節目の年です。今後はがん緩和ケアも更なる充実
が求められるとともに、いよいよ非がん疾患に対す
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る緩和ケアも徐々にその体制が整えられていくこと
になると思います。これまで以上に様々な場面にお
ける緩和ケアのニーズが増えると思いますので、ま
すます緩和ケアの基盤を強化していく必要性をひし
ひしと感じます。これまでをよく振り返りながら、
更なる一歩を前に大きく踏み出していかなければな
りません。

これまでの 2 年間は、倫理・利益相反委員会と委
託事業委員会の緩和ケア普及啓発 WPG などを中心
として担当させていただいてまいりました。倫理・
利益相反委員会では、学会の透明性・公平性を高
める一環として、利益相反体制の充実を図ってまい
りました。また、緩和ケア普及啓発 WPG では、多
くの学会員の皆様からお力をお貸しいただきました
おかげで緩和ケアの普及に関して様々なイベントな
どを通じて社会に向けて働きかけることができまし
た。どうもありがとうございました。今後も、ます
ます医療者・一般市民を問わずあらゆる環境下での
緩和ケアの浸透と充実や学会・研究会間の協働そし
て様々な職種間の協働による緩和ケアの充実、患者
さんやご家族を支える環境作り、様々な地域での緩
和ケア普及に関する活動およびその支援、そして学
会活動の透明性の維持・向上の促進などを中心に全
力で取り組んでまいりたいと考えております。

今後も引き続きご指導ご鞭撻のほど、宜しくお願
い申し上げます。

新理事のあいさつ

東京慈恵医科大学病院
緩和ケア診療部 診療部長

東京慈恵会医科大学院
緩和医療学 教授

下山　直人

東京慈恵会医科大学院で緩和
医療学を担当している下山で

す。私が緩和ケアの臨床に関わり始めてからすでに
30 年がたち、緩和ケア医としては日本の中では古
株の一人となってしまいました。WHO がん疼痛治
療指針を作った米国メモリアル・スローンケタリン
グがんセンターの Dr.Foley 女史、Dr.Portenoy 先生
にあこがれて、1995 年、幼い 2 人の子供を連れて、
緩和ケア医の妻とともに、そこで 2 年間の緩和ケア
の研修プログラムを受けてきました。帰国後すぐに
本学会に参加させていただき、本年までに 1 期のみ

外れましたが、法人設立時から理事として関わらし
ていただいており、法人設立前からを数えると 10
年以上、学会に関与させていただいております。

私は、緩和ケアの臨床、研究、教育の推進を目標
とし、これまで色々な施設で緩和ケアチームの設立
を中心に活動してまいりました。特に国立がん研究
センターに在籍した 12 年間で、日本の緩和ケアの
グランドデザインの構築、ガイドラインの作成に関
する厚労省研究班の班長を務めるなど、日本の緩和
ケアの発展のために働いてきたことを誇りに思って
います。緩和ケアの臨床は、多職種が協力し合い、
あらゆる苦痛を和らげ、患者・家族の幸せに貢献す
ることが目標であると思います。しかし、欧米と異
なり、日本ではまだ緩和ケア医を育てるシステムが
なく、現状の職場で、臨床の 1 人の医師として、ま
た教育者、研究者として、残りの人生をそのシステ
ム構築に関してかけていこうと思っています。

本学会は、多職種である故に重要な役割を担って
いると思います。しかし、医師の教育に限って言う
と、現学会の構造では対応しきれない点が多くみら
れます。その点を今後、全国に拠点を置く多くの仲
間とともに改革していきたいと思います。

今回、理事長からは、緩和医療とペインクリニッ
クの両方に精通しているという点で、用語委員会の
委員長としてのお役目をいただきました。日本医学
会を中心とした医療情報関連の言語の整合性を保つ
役割を推進するつもりです。どうぞよろしくお願い
いたします。

理事就任挨拶

昭和大学医学部 医学教育学
高宮　有介

この度、理事に選出していた
だ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 年間以上、
緩和ケアの臨床に専心してまい

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。ま
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た、死から生といのちを考える「いのちの講座」を、
医療系学生を始め、小中学生や予備校生、一般市民
にも実施してまいりました。臨床としては、長岡西
病院ビハーラ病棟と京都のあそかビハーラ病院のお
手伝いをさせていただいております。

当学会では、これまで、安全委員会の委員長とし
て、医療安全ニュースの発信や、一般社団法人医療
安全調査機構の立ち上げに当学会の代表として参加
してまいりました。今年から感染対策も含め、安全・
感染委員会となり、新委員長を拝命しました。緩和
ケアにおける医療安全とともに感染対策も推進して
まいります。

ここ数年の個人的な関心は、医療者自身のケアで
す。2013 年にカナダの McGill 大学でホール・パー
ソン・ケアに出会ったことがきっかけとなり、学び
始めました。その後、オーストラリアのモナシュ大
学、米国のロチェスター大学での研修を通して、医
療者、医療系学生向けの講義を作成し、実践を開始
しています。また、米国のハリファックス老師が主
催する「死にゆく患者に向き合う医療者のためのプ
ログラム（GRACE）」の学びも深めています。2014
年 4 月に老師が来日し、奈良でセミナーが開催され、
以降、昭和大学で月一回の学習会を行っています。
全てのキーワードに、瞑想を主体としたマインドフ
ルネスがあります。近年、宗教というよりは、脳科
学的に解明されつつあり、医療者自身のケアと共に、
患者さん自身が痛みを癒す可能性も示唆されていま
す。当学会でご紹介し、会員の皆様の支えになれば
と願っております。

2 年間、よろしくお願いします。

理事就任挨拶

京都大学大学院
医学研究科人間健康科学系専攻

田村　恵子

この度、前期に引き続き理事
を拝命いたしました京都大学
大学院医学研究科の田村恵子で
す。本学会の会員数は、2016

年 7 月現在 12,000 名を超え、そのうち、看護職の
占める割合は 36.5％であり、医師（47.3％）に次ぐ
職種となっています。しかし、現状の学会活動では
看護職会員が受けられるサービスは十分とはいえ
ず、会員としてのメリットを実感しにくい状況が続

いています。私はこれまで主に教育 ･ 研修委員会内
ELNEC-J WPG 員代表として、看護職のために開催
されている ELNEC-J 指導者（EOL ケアや緩和ケア
の教育を行う立場の看護師）養成プログラムの運営
に携わってきました。現在までに全国に 1,546 名の
ELNEC-J 指導者が誕生しており、2016 年 4 月現在、
全国で 17,000 名を超える看護師が教育プログラムを
受講されています。

国民の総死亡数が増加を続ける中で、看護師は、
人々の Quality of Life（QOL）を維持・向上させ
ること、患者の尊厳ある人生の最期を支えるとと
もにその家族に安心を与えること、つまり“質の
高い EOL ケアを提供する”という重要な役割を
担っています。その役割を果たすために ELNEC-J 
WPG では、ELNEC-J 指導者の養成に加えて、指導
者のスキルアッププログラムの開催、地域における
ELNEC-J 看護師教育プログラム開催支援などの取
り組みを通して、がんに限らず EOL ケアを必要と
する人や、人生の終焉にある患者と家族を支援して
いきたいと考えています。

第 21 回日本緩和医療学会学術大会においては、
「第 7 回看護師フォーラム」が開催されました。興
味深いテーマが並ぶプログラムであるにもかかわら
ず、たくさんの看護職の方々がご参加下さりありが
とうございました。緩和ケアの地域での広がりと看
護の力を改めて実感いたしました。看護職理事 5 名
がこれまで以上に連携を密に図り、皆様に会員とし
てメリットを実感していただけるように活動してい
きたいと思います。皆様からのご支援と共に、是非、
忌憚のないご意見をどしどしお寄せ下さい。

どうぞよろしくお願いいたします。

理事就任の挨拶

京都大学大学院医学研究科
 人間健康科学系専攻

恒藤　暁

本学会の創設から理事として
学会運営に携わる機会が与えら
れていますことを感謝しており
ます。改めて自己紹介させてい

ただきます。
私は筑波大学医学専門学群を卒業後、麻酔・ペイ

ンクリニックの研修を受けました。その後、淀川キ
リスト教病院ホスピスに 14 年間、大阪大学大学院
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人間科学研究科を経て、2006 年より大阪大学大学
院医学系研究科に 8 年間勤務しました。2014 年に
京都大学大学院医学研究科に異動しました。京都大
学医学部附属病院では、2014 年に緩和ケアセンタ
ーおよび緩和医療科が開設され、より専門的な緩和
ケアを組織的に提供できる体制が整い、京都大学に
おける緩和ケアの臨床、教育・研修、研究の拡充を
目指しています。

今後とも、会員の皆様のご支援とご協力を頂戴し
ながら、学会の発展のために励んでいきたいと願っ
ています。何卒、宜しくお願い申し上げます。

国立病院機構
近畿中央胸部疾患センター

心療内科 /
支持・緩和療法チーム

所　昭宏

この度日本緩和医療学会の理
事を拝命いたしました近畿中央

胸部疾患センター心療内科の所　昭宏です。理事立
候補に際しご支援して下さいました多くの会員、代
議員の皆様にこの場をおかりしまして厚く御礼申し
上げます。

私の緩和医療のルーツは、今から約 20 年前に関西
医科大学心療内科（中井吉英教授）、九州大学心療
内科（久保千春教授）で心身医学の研修として心身
相関の評価やアプローチ、患者や家族とのコミュニ
ケーションの方法、チームカンファレンスなど緩和
診療に必要な基礎的修練を受けたことに始まります。

1996 年からの 2 年間は、国立病院九州がんセンタ
ー内科造血部（鵜池直邦部長）にレジデントとして
勤務しました。毎日がん患者さんの治療（化学療法
や骨髄移植）を行いながら、がん治療の可能性と限
界やがんチーム医療を多くの医師や看護スタッフか
ら学びました。今思うと早期からの緩和ケアとして
がんの告知とそのサポート、支持療法、長期生存や
就労との共存、チームビルディングなども手元に淀
川キリスト教病院の緩和ケアマニュアル、真実を伝
えるコミュニケーション技術と精神的援助の指針、
マクミランの緩和ケアマニュアルを置き何度も読み
ながら夜遅くまで毎日一生懸命取り組んでいました。

その後 2003 年からは現在の近畿中央胸部疾患セ
ンターにて年間依頼 500 件超の緩和ケアチームを組
織し、専従臨床活動および当学会教育施設として後
進の指導をしてまいりました。また大阪府緩和ケア

部会副部会長として PEACE 緩和ケア研修会の円滑
な開催を支援し緩和医療の普及に努力してきました。

最後に私の理事としての抱負を述べたいと思いま
す。現在のがん医療の革新にともなう個別化、外来
化の流れは急速で上記の経験を活かし、1）緩和ケ
アチーム診療の質の向上、2）がん個別化医療にお
けるコミュニケーションやこころのケアの充実、3）
地域緩和ケア普及のための地区組織の活性化などに
取り組みたいと考えています。「縦」としての学会
組織を基盤に、「横」としての関係性、多職種や地
域のつながりを大切にします。また「個」としての
会員、各職種が切磋琢磨することで、「和」として
の緩和医療学会のチーム力が両立するように、細川
理事長を筆頭に理事、代議員、会員の皆様と共に努
力してまいる決意です。もとより浅学非才ではあり
ますが、与えられた使命や役割をつとめられますよ
うに何卒ご支援、ご指導を賜りますようお願い申し
あげます。

医療法人光仁会 西田病院
緩和ケア病棟

冨安　志郎

4 年ぶりに日本緩和医療学会のお仕事を手伝わせ
ていただくことになりました。前回は 2010 年から
の 1 期理事の仕事に携わらせていただきました。こ
の時は緩和医療専門医が創設され、認定していただ
いた直後だったこともあり、何も考えずに学会のお
手伝いをしようと飛び込みました。諸先輩方と緩和
ケアチーム登録や緩和ケアチーム活動の手引きの改
訂の仕事に携わらせていくうちに、自分の臨床経験
不足を痛感するようになりました。学会や PEACE
のスローガンである「いつでもどこでも切れ目のな
い緩和ケア」を提供する、といっても自分には病院
での勤務経験しかありませんでした。学会の中・長
期計画である「がんに特化しない緩和ケア」の実践
を、といってもがん患者さんを中心とした緩和ケア
の提供の経験がほとんどでした。もっと現場での経
験を積まなければ、これらの学会の目標達成のため
のお手伝いはできない、と考えました。

現在緩和ケア病棟でがん患者さんの緩和ケアに携
わり、在宅で認知症の患者さんなど非がん患者さん
の緩和ケアに携わっています。たかだか 2、3 年の
経験ではありますが、少なくとも病院においても在
宅においても緩和ケア病棟においても、また病気の
種類が違っていても、必要とされる緩和医療の知識・
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技術には差がないことはわかりました。
今回理事に復帰するにあたり、在宅医療関連の学

会や研究会、緩和ケア病棟関連の学会や研究会と協
働し、日本緩和医療学会の知識・技術を共有する取
り組みのお手伝いをしたい、と考えています。同時
に「いつでもどこでも切れ目のない、がんに特化し
ない緩和医療の提供」を、自分自身が実践できるよ
うに努力していきたいと考えています。今後ともど
うぞよろしくお願いいたします。

理事就任のごあいさつ

東北大学大学院 医学系研究科 
緩和医療学分野

中島　信久

このたび、4 期目の理事を務
めさせていただく機会を賜りま
した。皆さまのご支援に心より
感謝申上げます。

私は 21 年間の外科医生活を経て、緩和ケアを生
業とするようになって 9 年目となりました。「治療
医」の時も「緩和ケア医」になってからも、「（抗が
ん）治療と（緩和）ケアのバランスをとること」の
難しさと大切さを日々感じてきました。昨今、緩和
ケアの対象は非がん疾患に拡大しており、昨年は救
急・集中治療領域との合同事業にも携わる機会をい
ただきました。こうしたことから、緩和ケアを「広
める」「高める」「伝える」ことを目指した活動をさ
らに進めていく所存です。

3 期目は将来構想委員会の委員長ならびに緩和医
療ガイドライン（GL）委員会、倫理 ･ 利益相反委
員会の委員を担当しました。将来構想委員会におき
ましては、内富前委員長の後を引き継ぎ、総勢 16
名の理事の先生方とこの委員会において将来の緩和
医療の発展に向けての議論を深め、長年の懸案事項
であった理事・代議員選挙の変更などの取り組みを
成し遂げることができました。本委員会のメンバー
ならびに学会員の皆様のご支援の賜物です。ありが
とうございます。

4 期目は緩和医療 GL 委員会の委員長ならびに将
来構想委員会、倫理 ･ 利益相反委員会の委員を担当
いたします。緩和医療 GL 委員会に関しましては、
これまで 10 余年にわたり「終末期輸液」「苦痛緩和
のための鎮静」「消化器症状」「呼吸器症状」の 4 つ
の GL の作成に従事し、消化器症状 GL 改訂 WPG

員長ならびに本学会から推薦いただいた一般社団法
人日本癌治療学会 がん診療ガイドライン統括・連
絡委員会 評価委員としての活動を通して、現場に
役立つ GL の作成と普及を行ってきました。このた
び委員長を拝命するにあたり、患者・家族、医療者
にとってより一層有益なガイドラインの開発、普及
と次世代を担う人材の育成を目指していきたいと思
います。

倫理・利益相反に関しましては、昨今、役員、委員
会活動、研究活動など様々な局面において透明性が
求められています。下山委員長の指揮のもと、円滑か
つ適正な活動を目指していきたいと考えております。

今後ともご指導ご鞭撻のほど、どうぞよろしくお
願いいたします。

理事就任あいさつ

慶應義塾大学
医学部麻酔学教室・緩和ケアセンター

橋口　さおり

このたび理事に就任させてい
ただくことになりました。日頃
からご支援いただいている皆様
方には、深く感謝申し上げます。

今回で 3 期目となりますが、これまでの 2 期は主に
専門医関連の仕事をさせていただきました。今期も
引き続き、専門医認定・育成委員会を担当します。
前期は新専門医制度の動向をにらみつつ、いつでも
新制度への対応が可能となるように準備を進めてき
ました。様々な批判がある新専門医制度ですが、良
い点もたくさんあります。一番のよいところは、教
育を重視しているところです。専門医制度は、その
専門性の将来をかけて人材を育てることに意義があ
ります。専門医の認定は、育ったことを確認する過
程であるのが本来の姿です。ひるがえって当学会に
ついてみてみると、いくつかの弱点があります。ま
ずは、医学部卒前教育の中での確かな位置づけがな
いことです。全国の医学部を見渡してみると、緩和
医療学講座は数えるほどしかありません。厚生労働
省が指定するがん診療連携拠点病院に関連して病院
での実務が期待されて診療を行っていますが、系統
的な教育を十分にできる機会を確保できていませ
ん。医学生は基本的な教育を医学部の中で受けて育
ちます。「熱いうちに打つ」ことができる機会を手
に入れることがまず重要な課題です。その土台の上



● 37 ●日本緩和医療学会 NL  Vol.21　Aug  2016

に、専門家をめざす人材の育成が成り立ちます。専
門医を養成するためには 2 つの要素が必要です。ひ
とつは実践するうえで必要な知識や技術を、実臨床
を通して習得することであり、もうひとつは科学的
な思考を身に着けることです。1 つめは当然として、
2 つめの要素の教育を怠ると、いつまでたっても緩
和医療を「知」として共有できず、絵空事のままに
なってしまいます。そして、育った専門医が次代を
担う人材を育てることで、この分野全体が発展する
のです。サイクルは回りはじめたばかりです。この
分野をさらに発展させられるよう、専門医制度を通
して取り組みます。

6 年ぶりに理事に就任して

がん研有明病院
がん疼痛治療科 部長

服部　政治

がん研有明病院の服部です。
このたび理事に再び就任し、
新たな気持ちで日本緩和医療学

会に貢献していこうと思います。当院は日本唯一の
私立のがん専門病院・特定機能病院としてがん治療
の多くの分野で医療をリードして来ました。緩和医
療の分野ではリードとまではいきませんが、専門的
がん疼痛治療法を推進するということで病院全体と
しての特徴を出そうと考えています。そのペインク
リニックの技術を緩和医療に導入するために「がん
疼痛治療科」を立ち上げました。目的は二つ、①当
院でのがん疼痛で苦しむ患者を最小限にすること、
②研修体制を構築し技術と管理方法を若い医師に獲
得していただき地元の病院で生かしてもらうことで
す。まだできたばかりの科ですが、緩和医療に貢献
できる専門技術を持った医師を今後はひとりでも多
く育てていきたいと思います。

日本緩和医療学会の中では、ペインクリニック的
ながん疼痛治療法をどうやったらもっと知ってもら
えるかについて働きかけたいと思います。知ってい
るだけでは中々信用してもらえないので、見て体感
していただけるようなシステムができないか学会の
中で考えていきたいと思います。理事として、学会
員が今よりも一層興味を持てるような、新しい知識
や技術を会得することができるように、協力してい
きたいと考えています。

理事には 6 年ぶりの復帰ではありますが、まった

くの新参者として今の日本緩和医療学会にどのよう
に貢献できるか考えていきたいと思います。これま
で貫き通してきた「がん疼痛治療をする」という姿
勢を変えることなく、どう貢献できるかを…。

どうぞよろしくお願いいたします。

理事就任のご挨拶

国立がん研究センター
がん対策情報センター

細矢　美紀

この度、引き続き理事を拝命
しました看護師の細矢美紀で
す。代議員および理事選挙にお

きましてご支援をいただきました方々に心より御礼
申し上げます。前期は緩和医療ガイドライン委員会
に籍を置かせていただき、太田委員長をはじめ各
WPG の先生方のご尽力により本年 6 月に「がん患
者の呼吸器症状の緩和に関するガイドライン」、「が
ん患者の泌尿器症状の緩和に関するガイドライン」、

「がんの補完代替療法クリニカル・エビデンス」を
発刊することができました。今期は同委員会中島信
久委員長のもと、緩和医療ガイドライン委員が活動
のビジョンや中長期的な本学会のガイドライン作成
スケジュールを共有し、建設的な意見を出し合って
活動できることと期待しています。「Minds 診療ガ
イドライン作成の手引き 2014」に準拠したガイド
ライン作成のノウハウを次のガイドライン作成に活
かすこと、発刊されたガイドラインが臨床現場で活
用されるための普及活動、若手 WPG 員の育成など
に看護の立場から中島委員長を補佐し、全力で取り
組んでまいります。

そして本学会の看護師会員は 4,400 名を超え、会
員の 36.5% を占めます。看護職理事 5 名は毎年学術
大会で看護師フォーラムを持ち回りで企画・運営し
てきました。また、ELNEC-J コアカリキュラム指
導者養成プログラムや緩和ケアを目指す看護職のた
めのセミナーなど、看護師会員が集い、緩和ケアや
エンド・オブ・ライフケアについて学びを深められ
るような事業を行ってまいりました。今期も看護職
理事 5 名が力を合わせて、病院や地域で患者さんと
ご家族の QOL を高めるために日々奮闘している看
護師会員の声を学会に届け、よりよい学会となるよ
う努力いたします。何卒よろしくお願いいたします。
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日本緩和医療学会 理事就任のご挨拶

熊本大学医学部附属病院
緩和ケアセンター センター長

山本　達郎

この度日本緩和医療学会の理
事に就任した、熊本大学医学部
附属病院緩和ケアセンター セ
ンター長の山本達郎です。私自

身は麻酔科医です。私の緩和医療を始めるきっかけ
となったのは、卒後 2 年目から 3 年間、国立がんセ
ンター病院麻酔科で勤務したことでした。当時麻酔
科医長の水口公信先生にがん性疼痛管理の手ほどき
を受けたのが始まりでした。水口先生が千葉大学麻
酔科教授になられた後には、水口先生の指導のもと
千葉大学で麻酔科医として勤務する傍ら緩和医療の
研鑽を続けました。この時には、モルヒネ坐薬など
の麻薬系鎮痛薬の臨床治験などにも関与してきまし
た。2006 年に熊本大学麻酔科へ移動しました。熊
本大学でも、緩和ケアチームは麻酔科が主体となっ
て運用されておりましたので、引き続き緩和医療に
関与を続けてまいりました。熊本大学は熊本県がん
診療連携拠点病院であり、私は熊本県がん診療連携
協議会の緩和ケア部会長として熊本県の緩和医療の
取りまとめ役として活動もしてまいりました。

このような状況のもと、佐賀大学の佐藤英俊先生
のお計らいで日本緩和医療学会の九州地区の地区委
員を務めるようになりました。地区委員会では各地
域での緩和医療の普及、また学会員の交流を深め
ることなどを目的として各地区での研究会を支援す
る事業を行っておりました。この事業の支援により
2005 年に九州地区では第 1 回九州緩和ケア研究会を
熊本で開催することができました。この会では、学
会員・非学会員を含め 300 名以上が参加されました。

今回の理事就任後には、地区委員会の委員長とし
て活動することになりました。このような経験を踏
まえて各地域での学会活動の活性化に努めていきた
いと考えております。日本緩和医療学会はガイドラ
イン作成、PEACE Project など全国規模の活動を
行ってきております。これらの学会での成果を地域
に広め、さらにガイドラインに基づいた緩和医療の
普及に努めることが重要な課題であると考えており
ます。今後ともご支援を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 2 期目の理事にならせ
ていただきました、佐久医療セ
ンターの山本亮です。前期には
専門医制度検討委員会委員長と

して、現在の緩和医療専門医制度を、新専門医制度
に対応したものとするため議論を進めてきました。
この中で、新たに緩和医療認定医を認定することが
決定し、来年度より認定を開始していく予定となり
ました。

今期は教育・研修委員長を拝命することとなりま
した。教育・研修委員会では、教育セミナーをはじ
め、緩和ケア入門セミナー、医学生・若手医師のた
めの緩和ケア夏期セミナー、緩和ケアを目指す看護
職のためのセミナー、ELNEC-J、個別開催 SHARE-
CST、CLIC-T など様々なセミナーの開催を行ってい
る委員会で、緩和ケアに関する教育、研修に関する
事業を行う委員会です。様々な職種が所属している
この学会は、学会員が 12,000 人を超える大きな組織
となっています。現在の各種セミナーなどをより発
展させ、それぞれの職種が専門性をより高めていけ
るようなものとしていきたいと考えています。

緩和ケアを取り巻く環境はこの 10 年で大きく変
化してきているように感じています。がん対策基本
法は「緩和ケア」の普及には追い風にはなったと思
いますが、緩和ケアが大切にしていかなければな
らない、エンドオブライフ・ケアが少し置き去りに
されているようにも感じます。さらに今後は、がん
だけではなく非がんにも緩和ケアが広がっていきま
す。緩和ケアとは何なのか、緩和ケアの専門性とは
何なのかについてしっかりと議論し、発信していく
ことも緩和医療学会の重要な使命ではないかとも思
います。

2 年間精一杯頑張りたいと思います。どうかよろ
しくお願いいたします。
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監事就任のご挨拶

国立病院機構渋川医療センター
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」
などを作成し、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 12,000 名を超え、収支決算監査規模も 4 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。


