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理事就任のご挨拶

静岡県立静岡がんセンター
緩和医療科

大坂　巌

このたび日本緩和医療学会理
事を拝命いたしました大坂巌と
申します。代議員ならびに理事
選挙におきまして、皆様から多

大なご支援を賜りましたことに感謝申し上げます。
一期目は専門医認定・育成委員会の副委員長として、
緩和医療専門医の育成と援助に力を入れて参りまし
た。また、専門医制度検討委員会の副委員長として、
新専門医制度に向けての本学会の専門医制度の在り
方について検討して参りました。さらに、昨年より
新設されました緩和ケア普及に関する関連団体支
援・調整委員会の委員長として、他の学術団体への
窓口を担当させていただいております。

緩和ケアに対する関心の高まりは、国内外を問わ
ず時代の趨勢であると考えます。わが国においても
この 10 年間、多くの医療従事者からの緩和ケアに
対する理解は深まり、期待も大きくなりました。国
の施策においても、がん診療における緩和ケアのポ
ジションは確固たるものとされ、さらなる拡充およ
び均てん化に力が注がれております。特に、がん以
外の疾患における緩和ケアの必要性が重要視されて
おり、今後ますます他の領域の医療従事者との連携
や学術団体との協同が求められます。

ホスピスケアから展開してきた緩和ケアは、この
半世紀にめまぐるしい変遷を遂げています。今後も
がん治療の進歩とともに、時代、国や地域の情勢に
応じてさらに発展するものと考えられます。しかし、
多くの先達が築き上げてこられたわが国特有のホス
ピスマインドを忘れてはならないと思います。その
上で、エビデンスの構築、治療やケアの均てん化、
対象の拡充を推し進めることが重要であり、まさに

“不易流行”の緩和ケアが求められると思います。
これからの 2 年間、理事の立場から本学会および

日本における緩和ケアの発展のために多くの課題に
対して取り組みを行う所存でございます。今後とも
ご指導ご鞭撻いただけますよう何卒よろしくお願い
申し上げます。

全国でより質の高い緩和ケアが
提供されることを目指して

国立がん研究センターがん対策
情報センター

加藤　雅志

全国でより質の高い緩和ケア
を提供されることを目指し「緩
和ケアチームセルフチェックプ
ログラム」を開始しました！皆

さま、ぜひご参加下さい！！
今回、理事に就任し、2 期目の専門的・横断的緩

和ケア推進委員会委員長を拝命いたしました。本委
員会が担っている重要な役割を十分に果たしていく
ため、具体的な活動をしていけるよう努めておりま
す。そのような活動の一環として、本委員会では今
年度から新たな取り組みとして「緩和ケアチームセ
ルフチェックプログラム」を開始いたしました。

「緩和ケアの質の向上」については様々な課題が
あります。わが国の緩和ケアは、当初はホスピス緩
和ケア病棟を中心に発展し、その後、緩和ケアチー
ムや外来、在宅へと広がり、現在はすべての医療福
祉従事者が基本的な緩和ケアを習得していくことが
求められるようになりました。

特に、がん対策の推進に伴って、がん拠点病院で
の緩和ケアの提供体制の整備が強く進められ、がん
拠点病院をはじめ、多くの病院に緩和ケアチームが
新たに設置されるようになりました。緩和ケアチー
ムを作るということは、院内で緩和ケアを提供して
いくための第一歩としては重要なことではあります
が、それで問題が解決するわけではありません。緩
和ケアチームが、患者の苦痛を和らげるのに必要な
専門的な知識や技術を持っていなければなりません
し、院内で適切に緩和ケアが提供される体制が整備
できるように活動をしなければなりません。

このような課題を解決していくために、全国の緩
和ケアチームの活動を把握していくことを目的に、
日本緩和医療学会は「緩和ケアチーム登録」に取り
組んできました。そして、今回、全国の緩和ケアチ
ームがより質の高い緩和ケアを提供していくことを
支援していくことを目指し、専門的・横断的緩和ケ
ア推進委員会では、2016 年度から新たに「緩和ケア
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チームセルフチェックプログラム」を開始いたしま
した。このプログラムは、チーム内での話し合いを
もとに自分たちの活動内容を見直し、課題を抽出し、
具体的な改善計画を立案していくことを支援してい
くものとなっています。がん拠点病院に求められて
いる PDCA サイクルの確保に資するよう工夫され
ています。ぜひ、がん拠点病院をはじめ、多くの緩
和ケアチームに参加していただきたいと考えており
ます。

患者や家族と向き合う現場の関係者が、自分たち
でできることを協力しながら一つ一つ取り組んでい
くことは、苦悩する方々の苦痛を和らげていくため
の一歩一歩になっていく者だと確信しております。
これからも、皆さまと一緒に話し合いながら、自分
たちができることを具体的に行動していきたいと考
えております。

札幌市立大学看護学部
成人看護学領域

川村　三希子

この度、はじめて理事を拝命
致しました札幌市立大学の川村
三希子です。私は、約 20 年緩
和ケア病棟や訪問看護ステーシ

ョンなどで勤務した後、緩和ケア認定看護師教育の
機会をいただいたことをきっかけに教育に携わるよ
うになり、現在は看護基礎教育とがん看護専門看護
師教育に従事しております。本学会はこの 20 年間
で 1,000 人だった会員が 12,000 人を超える大きな学
会となり、政策にも影響を与えるまでになりまし
た。活動規模は大きくなっておりますが、常に目の
前にいる一人ひとりの患者様とご家族に質の高い緩
和ケアを届けられているかを見失わないよう、初心
を忘れずに活動したいと思っております。これまで
ELNEC-J WPG 員、看護職セミナー WPG 員として
活動してまいりましたが、これからも教育・研修委
員会委員として、日々ベッドサイドケアを提供して
いる学会員に質の高い教育の機会が公平に提供でき
るよう取り組んでまいりたいと思います。さらに、
地区委員会、緩和ケア普及に関する関連団体支援・
調整委員として、地域の緩和ケアの現状や課題につ
いても丁寧に検討し緩和ケアの普及に務めてまいり
ます。日本緩和医療学会の特徴は多職種協働・チー
ムアプローチです。この協働、連携の考えを大切に
し、皆様のお力添えをいただきながら看護の視点か

ら患者・家族そして学会員のニーズを捉え発信して
いく所存です。ご指導のほど、どうぞよろしくお願
い申し上げます。

理事就任にあたって

島根大学医学部麻酔科学・
附属病院緩和ケアセンター

齊藤　洋司

この度は、日本緩和医療学会
の理事に選出いただき誠にあり
がとうございます。

日本における緩和ケアの普及、
充実は急速な勢いで進められようとしており、日本
緩和医療学会への期待と果たすべき役割もますます
大きなものとなってきています。前任期間におきま
しては、用語委員会、国際交流委員会、地区委員会、
専門医制度検討委員会の各委員として日本緩和医療
学会の運営・活動に関わってまいりました。2014 年
は第 19 回日本緩和医療学会学術大会の大会長を努
めさせていただきました。長年、痛みの臨床と研究
を専門としてがん性疼痛緩和を実践し、2003 年より
島根大学医学部附属病院緩和ケアセンター設置とと
もにセンター長として緩和ケアを担ってきました。
教育においては、医学科における卒前教育ならびに
初期研修から専門医教育までを広く担っています。
これまでの経験や学会活動を礎として、本学会と地
域活動を結び支える役割を果たしていく所存です。

今後本学会が取り組むべき重要な課題として、1）
緩和ケアのナショナルデータに基づく方策の策定と
実践、2）地域における緩和ケアの実践と学術交流
体制の確立、3）緩和ケア領域の研究システムの確
立と研究成果（科学的根拠）の発信、4）卒前教育
の標準化と専門医制度と連動した育制度の確立、の
4 つを挙げたいと思います。これらの課題は個々に
取り組むべきものではなく、社会および関連団体と
の連携と整合性ならびに国際化の視点を保ちながら
取り組んでいく必要があります。

皆さまの声をいつでもどこでも気軽にお聞かせい
ただくことをお願いして、理事就任のご挨拶とさせ
ていただきます。何卒よろしくお願い申し上げます。
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理事に就任してのご挨拶

KKR 札幌医療センター 緩和ケア科
瀧川　千鶴子

KKR 札幌医療センター 緩和ケア科の瀧川千鶴子
です。

自分は、「地元を愛する緩和ケア」が全国に普及
するために活動すべく、理事立候補しました。これ
までの 3 年間は札幌ホスピス緩和ケアネットワーク
の代表として、非がんも含めた 死を意識する状態
の患者・家族を対象として ケアする医療職・介護
職が有機的な交流をできるように、市民活動への援
助、研修会、講演会、交流会活動をして参りました。
これらにより交流の密度は深まりましたが、活動が
地域の裾野に広がっていくことにはまだまだ課題が
取り残されています。今後は、緩和ケアが中央や世
界で、どのように取り組み展開されているかの情報
をもとに、更なる地域の発展を目指して努力する次
第です。しかし、この私の志とは裏腹に理事として
の役割は、オンラインジャーナルの編集という予想
とは異なる分野での作業が現実でした。しかし、ジ
ャーナルを目にする機会が増えた中で感じるのは、
医師以外の職種の頑張りです。最近の、薬剤師・看
護師さんの論文は非常に丁寧に執筆され、役立つ内
容が多いのには目を見はります。多職種チームが機
能することは、緩和ケアを実践するうえで欠かせな
いことです。このように、多職種が協働で今以上に
機能していくことへの援助が、私の理事としての役
割と認識するこの頃です。

実は、この 4 月からは、診療部長を仰せつかり多
部門と交流する機会が増えました。薬剤・リハビリ・
検査・放射線科・病理部のスタッフと将来への希望
や構想を検討することは自分のエネルギーとなり、
不安に立ち向かう勇気をもらいました。協働作業が
共通の喜びとなることが自分の立場であるのは、学
会も同様です。多くの職種と目標をともにすること
が喜びとなるように、自分がすべきことは何かを冷
静に判断し、客観的な人間として、多職種のお役に
立ちたいと存じます。どうぞ、ご指導よろしくお願
いいたします。

理事就任に際して

藤田保健衛生大学医学部
外科・緩和医療学講座教授

東口　髙志

この度、日本緩和医療学会理
事にご選出賜りました藤田保健
衛生大学外科・緩和医療学講座
の東口髙志です。ご推挙いただ

きました本学会の代議員の方々はもとより、日頃よ
り種々のご高配を賜っております皆様方に、その熱
きご支援ならびにご助力に対しまして心より御礼申
し上げます。さて、私は今回で第 5 期目の理事を務
めさせていただくことになります。初めて理事を勤
めさせていただきました際には、まだ若手の一人で
したが、いつのまにか上から数番目に歳だけは出世
したみたいです。学会は 1981 年に医師になってか
ら数多く経験してきましたので、その経験とそこで
得られた知恵を可能な限り発揮して、本学会の会員
の皆様や緩和ケアを必要とされる患者さんとご家族
のためになるように身を粉にして働きたいと思って
います。

さて、私事ではありますが、少し私自身の事とこ
の 2 年間の目指すべき目標などについて述べたいと
思います。2003 年より現講座、藤田保健衛生大学
医学部外科・緩和医療学講座の主任教授を務めさせ
ていただいております。わが国初の緩和医療学講座
であり、世界でも 23 番目にできた講座です。生命
医学的な立場と精神・哲学的領域を包括した新しい
取り組みとして“代謝・栄養学を駆使した緩和医療”
の確立に邁進してきました。2008 年より本学会理
事にご選出いただき、当初より健康保険・介護保険
委員長を拝命し、本学会の活動を診療報酬へ反映い
ただけるような道筋づくりに精を尽くしてまいりま
した。おかげさまで、①緩和ケア診療加算（チーム
加算）の点数アップ、②緩和ケア病棟の点数アッ
プ、③緩和ケア研修会との関連で緩和ケア疼痛管理
指導料、④在宅医移行推進関連診療報酬など多くの
評価をいただくことができました。また、終末期が
ん患者の輸液療法に関するガイドライン 2013 年版
の WPG 員長として携わらせていただき、最近英語
版もパブリッシュすることができました。さらに、
2013 年には第 18 回学術大会の会長も勤めさせてい
ただきました。これからは国際交流委員会の委員長
を拝命しておりますので、本学会の国際化に勤める
とともに、緩和医療学をわが国の医療の基盤として
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しっかりと根付かせることに尽力したいと思ってお
ります。

理事就任のご挨拶

神戸大学医学部附属病院
藤原　由佳

この度、理事に選出いただき
ました神戸大学医学部附属病院
の藤原由佳です。代議員選挙・
理事選挙におきまして、ご支援
いただきありがとうございま

す。初めての経験で不慣れな点が多々あるかと思い
ますが、精一杯、頑張っていきたいと思っておりま
す。どうぞよろしくお願いいたします。

日本緩和医療学会との出会いは、2004 年に札幌で
開催された第 9 回学術大会への参加からです。その
時から十数年が経過し、緩和医療を取り巻く環境も
大きく変化し、会員数も年々増加し多職種で構成さ
れる学会となりました。多くの学会員の中でも看護
師は、4 割弱を占めております。看護職の学会員の
方にとって有益な学会になるように看護職理事 5 名
で力をあわせて活動していきたいと思っております。

今回、教育・研修委員会、および、総務・財務委
員会の委員を務めさせていただきます。教育・研修
は、緩和医療の担い手を育成し、そして、質の向上
を図る上で必須です。将来を見据えつつ、学会員の
方の意見・ニーズを反映しながら、教育・研修を企
画していきたいと思っております。

私のモットーは、“諦めず、ねばり強く”です。2
年間、全力を尽くしていきますので、皆さま、ご支
援をよろしくお願いいたします。

監事就任のご挨拶

 兵庫県立大学 看護学部長
内布　敦子

ご挨拶をさせていただくのに、
参考のためこれまで自分が書い
た理事や監事就任のあいさつを
見ておりましたら、2年前に監
事就任のご挨拶を書かせていた

だきました時の文章ファイルに「これがたぶん私が

参加する最後の期の理事会になると思います。」と
あり、にわかに思い出しました。確かにそのつもり
でやっていたのですが、定款では監事は3期までやれ
るので…、と事務局の人に教えられ、なんだかみっ
ともないことになりましたが、お引き受けすること
にしました。正真正銘、今期が最後の期の理事会に
なります。できる限りお役にたてるように働きたい
と思いますので、どうぞよろしくおねがいします。

会計年度の終わりには事務局が揃えて下さった膨
大な資料を、数字を追いかけながら見せていただき
会計の監査をさせていただいています。事務局の細
かい作業にも頭が下がりますが、いくつもあるプロ
ジェクトの集まり、議事録、旅費などの明細を見て、
各委員会の血のにじむような活動を想像していま
す。皆さんの努力のおかげで、緩和ケア・緩和医療は、
この 20 年で飛躍的に「知」を体系化していると思
います。そして、医学、看護、薬学、福祉、心理等々
の知識が緩和ケアを必要とする人々のために集結し
てきているのは間違いないことだと思います。すで
に一部で始めておられると思いますが、集結するだ
けでなく、それらをいかに融合させるか、そして新
しい学問領域を創造するか、といったことが大きな
課題ではないかと思います。看護学の最近の動きを
見ると、社会学、植物学、哲学、福祉学、ロボット
工学などの研究者とお互いの「知」を共有して理解
し合い「ケアサイエンス」の領域を創造しようとし
ています。学問に限らず、異種のものがぶつかると
火花が散り、必ず新しい何かが生まれます。意味あ
る融合、高め合う融合によって、緩和ケアを必要と
する人にとって価値ある火花を散らすことができた
ら、すばらしいですね。

監事は年齢的なこともあり、それぞれが病院や大
学で管理的な仕事をおりますので、なかなか出席がま
まならないときもあり、ご迷惑をおかけするかもしれ
ません。皆さまのあたたかいこころで、役員会の末席
におりますことをお許しいただければと思います。

監事就任のご挨拶

広島県緩和ケア支援センター
本家　好文

このたび、日本緩和医療学会
監事を拝命しました広島県緩和
ケア支援センターの本家です。

私は 1996 年の学会設立時か
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ら学会員として参加し、学会の発展する姿を目の当
たりにしてきました。この間、2001 年から 2008 年
までの 7 年間は理事を務めさせていただき、2010
年までの 9 年間は広報委員会として、ホームページ
の立ち上げから運用などに関わりました。その後、
2010 年から 2014 年は倫理・利益相反委員も務めさ
せていただきました。

ホームページを開設した 2001 年には、2,000 名足
らずだった会員数は、その後増加し続けて、今では
12,000 名を越える大きな学会になりました。なかで
も医師会員が 5,700 名を越え、医師の緩和医療への
関心が高くなっています。本学会が中心となって取
り組んできた「がん診療に従事する医師の緩和ケア
研修会」が広く実施されたことも大きな要因だと感
じています。

今後、緩和ケア（緩和医療）に対する関心の裾野
が広がり、医療・介護関係者だけでなく一般社会に
も広く理解されるためにも、本学会には大きな責任
があります。近年、緩和医療領域では毎年のように
新しい薬剤が上市され、苦痛緩和に対する貢献度も
大きくなっています。一方で、利益相反の問題を生
じる機会も増えています。今後とも襟を正しながら、
社会から信頼される適切な学会運営のために、与え
られた監事の役割を果たしたいと思いますので、よ
ろしくお願いします。

特任理事就任のご挨拶

島根大学医学部附属病院
太田　桂子

この度、田村恵子先生からご
推薦をいただき、理事の先生方
に特任理事としてご承認いただ
きました島根大学医学部附属病
院の太田桂子です。

当学会に加入しているソーシャルワーカーは 95
名（2016 年 9 月 1 日現在）で全会員の 0.8％と少数
派ではありますが、全人的ケアをチームで支える緩
和ケアにおける MSW 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、2013 年に当院緩和ケアチームが設置された
当初からメンバーに加わり、これまで大学病院にお
いて成人・小児における緩和ケアに携わってきました。

ソーシャルワーカーは、疾患や病期に限らず、患
者と家族の抱える多様な心理社会的課題に対応する

ことが求められています。患者や家族の価値や希望
を「聴く」面接や、属する社会に戻れるよう「つな
ぐ」ネットワーキングなどの専門的な技術の研鑽が
不可欠です。

実際、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
しくは専任をしております。そのような立場で専門
性を活用し、病院内のみならず、地域社会の多職種
とシームレスな連携を図り、患者と家族の生活の質
の向上にむけて日々努力しています。

今後は、地域包括ケアシステムでの在宅緩和ケア
の推進、小児がんにおける緩和ケアなどにおいても、
信頼できる専門職となれるよう、ソーシャルワーカー
の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。

特任理事就任のご挨拶

福井大学医学部附属病院
がん診療推進センター

センター長、教授
栄養部長、NST チェアマン

福井大学医学部
腫瘍病態治療学講座　教授

片山　寛次

この度、理事会の皆様の御推挙をいただきまして
日本緩和医療学会の特任理事として就任いたしまし
た。名誉あることと心から感謝申し上げます。

私は、30 数年以上がんの腹膜播種性転移と進行
膵癌に対する集学的治療に携わっております現役の
外科医です。これら予後不良ながん患者さんたちと
一緒に闘うためには、精神緩和も含めた全人的緩和
の技術と、支持療法としての栄養管理技術が必要で
す。そしてそれらを実行するためには、医師だけで
はなく多職種がそれぞれの専門性を生かして同等な
立場で参加するチーム医療が極めて重要であると考
え実行して参りました。

福井大学に奉職して 28 年目ですが、20 年程前か
ら緩和医療と栄養管理のためのチームを集め、学生
教育、卒後教育、地域における研修も継続して行っ
て参りました。また地域に繋げるべく、在宅緩和パ
ス、栄養パス普及も続けて参りました。

本学会の理事選出細則に依りますと、「本法人の
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活動に相応しい者若干名を、特任理事として選任す
ることができる」とあります。私を推挙いただいた
理由には、私が今まで肝に銘じてきました、病院に
あってはがんと診断されてからの緩和ケア、シーム
レスに在宅、地域に繫げる地域一体型の緩和ケア、
その基本的な支持技術としての臨床栄養学、そして
これらの卒前からの教育にあるのではないかと愚考
しております。

ご期待に添えますよう精一杯お手伝いさせていた
だきますのでよろしくお願いいたします。


