
６講演
SN 講演日 題 会 主催 会場 都市

1 1990/4/1 うまれるときそして死ぬ時 老人セミナー
国際ソロピチミスト
府中

府中市

2 1990/6/14 癌の在宅ターミナルケア ワイズメン東京多摩クラブ６月例会 立川市民会館
3 1990/10/8 生きる，そして死ぬ 高齢者信徒研修会 日本キリスト教団西中国支区 広島市

4 1990/10/22 看取りの医療
題36回横浜市市民読書教室　高齢化社会と
私たち

横浜市

5 1990/11/13 心と体のバランスを保つために 35歳からの女性の健康 中央保健所保健教室
東京都中央区中央
保健所

6 1991/2/21 生活を豊かにする在宅ケア 平成２年度中堅ホームヘルパー養成研修会 全国社会福祉協議会 大津市

7 1991/3/17 家族－中高年期の生き方と夫婦関係
生活設計セミナー「中年から高年へのパス
ポート」

神奈川県福祉プラ
ザ

横浜市

8 1991/3/18 癌患者の在宅ターミナルケア 題35回三月会例会 大手町センタービル

9 1991/7/6 病院から在宅へ 看護推進懇話会平成3年度爽快 愛知産業貿易館 名古屋市

10 1991/11/25 悪性腫瘍の在宅ケアについて
第12回東京大学婦人科癌免疫化学療法研究
会

東京

11 1992/1/28
在宅ホスピスケアの実際－乳がん在宅ホスピスケ
ア死の一例より学ぶ－

昭和大学病院ターミナルケア講演会 昭和大学病院 東京

12 1992/3/10 終末医療の実際と今後のありかた 題5回高齢化社会における法律問題研究会 富国生命ビル 東京

13 1992/4/16 在宅ホスピス 神戸アドベンチスト病院院内研修会
神戸アドベンチスト
病院

神戸市

14 1992/4/21 在宅ケアをさせる会員組織ライフケアシステム WE FORUM月例会 東京

15 1992/5/10 家で死にたい 「生と死を考える｣講座(１)
日本キリスト教団牛
田教会教育館

広島市

16 1992/5/10 喜びを共に喜び，悲しみを共に泣く 特別伝導礼拝 日本キリスト教団牛田教会 広島市
17 1992/5/11 尊厳死とは－死に挑む人間の尊厳 あやめ幼稚園父母の会特別講演 日本キリスト教団牛田教会 広島市

18 1992/5/11
祝福された老いと尊厳なる死－家族によって看取
られた人々

日本基督教団防府教会特別講演会 防府市

19 1992/7/18 末期婦人科ガン患者の在宅ホスピスケア
横浜市立大学医学部産婦人科同門会1992
年ド爽快特別公園

ホテルニューグラン
ド

横浜市

20 1992/8/25 生と死を考える－在宅ホスピス 立教志塾8月定例研修会 はくや 白河市

21 1992/8/31 在宅におけるターミナルケア
平成4年度神奈川県保健婦専門部会三支部
合同研修会

神奈川県藤沢市役
所

藤沢市

22 1992/9/5
在宅ホスピスの実践を通して-大学病院と在宅で
の末期ガン患者

題11回公開講座｢在宅ケアの真髄を求めて」
千代田区新霞ヶ関
ビル全社協ホール

千代田区

23 1992/9/7 在宅ホスピス 親業訓練所講演会 親業訓練所 渋谷区

24 1992/9/13 死を共に生きる-在宅ホスピスの実際より 生と死を考える会･広島公開セミナー
広島市西区区民文
化センター

広島市

25 死を共に生きる 岡山市



６講演
SN 講演日 題 会 主催 会場 都市

26 1992/9/19 死を共に生きる ともしび会公開講演会 杉並区セシオン杉並

27 1992/10/1 在宅ホスピス総論 自治医科大学特別講義 自治医科大学

28 1992/10/3 在宅ホスピス－異なる医療機関の協力－
第2回ターミナルケアフォーラム「ターミナルケ
アにおける大学病院の役割を機能」

板橋区日本大学医
学部記念講堂

下野市

29 1992/10/5 治らない癌になった時－在宅ホスピスのすすめ 中央区保健所　秋の講演 中央区
30 1992/10/11 神様からのお借りもの 横浜蒔田教会秋の講演会 横浜市
31 1992/10/25 ハンカチを持って天国に帰った天子 武蔵野緑教会秋の講演会 武蔵野市

32 1992/10/30 在宅ホスピスの実際
第3回東大病院緩和ケアプログラム研究会講
演会

東京大学医学部付
属病院

文京区

33 1992/11/5 究極のホスピス－在宅ホスピスのすすめ－ 区民大学講座「ホスピスを見て」 練馬公民館 練馬区

34 1992/11/13 家で死ぬということ－在宅ホスピス－ ライフサイエンス－生と死のケア｣特別講義 聖路加看護大学 中央区

35 1992/11/15 共に喜び，共に泣く 松本教会聖日礼拝説教 松本市
36 1992/11/15 死を共に生きる 1992年第３回教会フォーラム 松本市
37 1992/11/22 死を教える 1992年永福町教会修養会 ラサール研修所 日野市

38 1992/11/26
「在宅ケアの体制作りのため，今何をなすべきか－
保健婦の役割とは－｣

平成4年度東海北陸ブロック保健婦研修会
福井県芦原研修会
館

39 1992/11/28 患者の望むターミナルケアを求めて 長野赤十字病院健康教室講演 長野赤十字病院

40 1992/12/5 在宅ホスピスの現況
静岡医療システム懇話会講演「これからの在
宅医療－その利点と限界をさぐる－｣

41 1992/12/18
家で死にたい－残されたときを家で過ごすために
は－

信州大学病院「死の臨床を学ぶ会」第11回定
例会講演

信州大学臨床講堂 松本市

42 1993/1/24
家で家族と看取ったがん患者の事例を通して考え
る

ホスピスケア研究会一月例会 癌研究会付属病院

43 1993/1/30 家で死にたい 小金井市立緑中学校　父母と教師の会講演会
小金井市立緑中学
校図書室

44 1993/2/2 女性の生理 自由学園特別講義

45 1993/2/18 生と死をめぐって 第22回牧会者協同研修会特別講演
京都市左京区関西
セミナーハウス

46 1993/2/26 家でできるだけ健やかにすごすために 原村講演会
諏訪郡原
村

47 1993/2/26 家庭で看取る癌患者 三井記念病院高等看護学院卒業記念講演 三井記念病院 千代田区
48 1993/3/6 望ましい終末の可能性を求めて セミナー：高齢期医療のうた･おもて 神奈川県福祉プラザ
49 1993/4/14 在宅ターミナルケアの条件 静岡県病院薬剤師会中部支部4月例会 静岡市
50 1993/4/22 在宅ホスピスケアから考える現代の終末医療 県西総合病院第3回学術講演会特別講演 岩瀬町
51 1993/5/8 死を見つめて生きる 仏教ホスピス（ビハーラ）の会後援 築地本願寺 中央区
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52 1993/5/10 がん治療における終末期のケア
平成5年度中央における研修会　看護実践：
ターミナルケア I

日本看護協会看護
研修センター

清瀬市

53 1993/5/10 在宅ホスピスケア
平成5年度中央における研修会　看護実践：
ターミナルケア I

日本看護協会看護
研修センター

清瀬市

54 1993/5/16 命のことで、思い悩むな キリスト教特別集会
日本キリスト教団東
大和教会

大和市

55 1993/5/16 在宅ホスピス－家庭で看取る癌患者－ 日本カトリック医師会東京支部5月例会
聖アンセルモ目黒
教会

東京

56 1993/5/20 興望館 墨田区
57 1993/6/5 在宅ホスピスの実際 第13回産院終末医療を考える会後援 島根県医師会館 松江市
58 1993/6/8 訪護・終末期の援助 東京都看護協会訪問看護教育研修会 東京都看護協会 東京
59 1993/6/16 在宅でのターミナルケア－医師の立場から－ 東京都看護協会ターミナルケア講演会 東邦生命ホール 渋谷区
60 1993/6/22 がん患者の在宅ホスピスケア 三鷹歯科医師会学術講演会 三鷹市歯科医師会 三鷹市
61 1993/6/28 終末ケアについて マイホーム晴海職員研修会 マイホーム晴海 中央区
62 1993/8/25 考えたくない事－死－について考える 小田原市民生委員会研修会 箱根町

63 1993/9/13 在宅でのホスピスケア
神戸大学医学部医学概論「終末期の医療－生
と死の尊厳－」

神戸大学医学部講
堂

64 1993/10/2 家で死にたい 藤沢市民会館講演会 神奈川県藤沢市
65 1993/10/23 在宅でのホスピスケア 兵庫県ホスピスケア研究会代6回研究発表会 神戸市

66 1993/10/24
共に喜び，共に泣く－ホスピスの原点と理想を求
めて－

第45回明の星学院同窓会記念講演 広島県福山市

67 1993/10/25
在宅ケアをめぐるトピックス－老人訪問看護ステー
ションと在宅ホスピス－

府中地区医師会学術講演会 広島県府中市

68 1993/11/4 在宅ホスピスケアにおける看護婦の役割 日立メディカルセンター看護学院 茨城県日立市

69 1993/11/6 家で死にたい…在宅でのターミナルケア
財団法人陸奥愛隣教会リハビリテーション教育
講演会

東八幡平病院 盛岡市

70 1993/11/8 地域におけるターミナルケア－医師の立場から－ 教えて在宅ケア
中野区役所健康課，武蔵野
療園病院，沼袋地域センター
共催

中野区

71 1993/11/11 在宅ターミナルケアの実際
関東保健婦研修会；在宅ケア推進における保
健婦の役割と専門性

東京都

72 1993/11/18 末期がん患者在宅ターミナルケア
中央における研修会　看護実践：ターミナルケ
アⅡ

清瀬市日本看護協会
看護研修センター

73 1993/11/20 死を教える 第4回新潟ターミナルケア研究会特別講演 新潟市

74 1993/11/25 死を教える
平成5年度看護教務主任研修会　看護教育の
原点を見つめる　そのⅡ

75 1993/11/28 御心に適うことが行われますように 1993年度西湘南地区信徒研修会特別講演 茅ヶ崎恵泉教会 茅ヶ崎市

76 1994/1/8 癌患者の在宅医療と在宅ホスピスケア
第4回東京女子医科大学在宅癌治療研究会
特別講演

新宿区
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77 1994/1/15 死を希望に生きる 第19回東京教区西支区全体集会特別講演
日本キリスト教団阿
佐ヶ谷教会

杉並区

78 1994/1/21 家庭でのホスピスケア 猿島赤十字病院外科・看護部会共催講演会 猿島赤十字病院
猿島郡総
和町

79 1994/2/4 がん医療における在宅医療の意味 末期医療に関するケアの講習会 国立がんセンター
80 1994/2/7 在宅ホスピスの現状と今後の課題 渋谷区保健所
81 1994/2/17 越えられない溝 昭和大学付属鳥山高看卒業記念講演

82 1994/2/25 越えられぬ溝 茨城県率看護専門学校卒業記念講演
西茨城郡
友部町

83 1994/3/6 在宅ホスピスの実践 第5回徳島緩和ケア研究会講演会
徳島大学薬学部構
内長井記念ホール

84 1994/3/11 越えられぬ溝 都立攻守衛生看護専門学校卒業記念講演 文京区

85 1994/3/20 命のことで、思い悩むな 原町田教会春期伝道特礼拝説教
日本キリスト教団原
町田教会

町田市

86 1994/3/27 末期がん患者の在宅ターミナルケア
京都府保険医教会主催1日セミナー「悪性腫
瘍･最近の話題｣

京都市京都タワー
ホテル

87 1994/4/15 死を看取る クノーテン特別講演 東京都ルーテル神大

88 1994/5/25 家庭におけるホスピスケア 癌研緩和ケア研究会定例勉強会
癌研究会付属病院緩和ケア
研究会

89 1994/6/9 在宅でのターミナルケア 東京都看護協会講演会「ターミナルケア｣
東京都社会福祉保健
医療研修センター

90 1994/6/13 在宅におけるホスピスケア 第3回広島QOL研究会特別講演
広島大学医学部臨
床講堂

91 1994/6/25 家庭でのホスピスケア 東名厚木病院第8回｢健康の日｣講演会 東名厚木病院

92 1994/6/26 家庭でのホスピスケア 第4回在宅ケアの集い 高崎市

93 1994/7/16 在宅ターミナルケア 生と死を考える会主催第14回定例学習会
国立霞ヶ浦病院地
域医療研修セン
ター

土浦市

94 1994/7/19 家庭でのホスピスケア 東京ホームケア研究会 東京都情報センター

95 1994/7/25 末期癌患者の在宅ケア 厚生年金病院研修会

96 1994/8/9 いのちを告げる 第14回信徒の友セミナー 軽井沢町

97 1994/8/29 継続看護
茨城県立中央看護
専門学院

西茨城郡
友部町

98 1994/9/16 末期がん患者の在宅ケア 鎌倉市医師会障害研修医学講座 鎌倉市

99 1994/10/10
やすらかなファイナルステージを～女性の視点から
の末期医療考～

福岡市女性セン
ター

100 1994/10/11 在宅ホスピス 医療科学（第4学年）バイオエシックスⅠ
久留米大学医学部
講義



６講演
SN 講演日 題 会 主催 会場 都市

101 1994/10/15
深みのある生き方のために－現代人が死に直面
するとき－

真生会館　学習センター　生涯学習シリーズ講
座

真生会館　学習セン
ター

102 1994/10/22 在宅ホスピスとは 看護職員研修会「ターミナルケアコース」 京都府看護協会 京都市

103 1994/10/25
「死を告げる－がん告知をめぐって｣･「死を希望に
生きる」

秋季宗教強調週間 広島女学院大学

104 1994/11/17
末期がん患者の在宅ケア－在宅ホスピスの考え
方

第25回城北産婦人科医会研究会特別講演 帝京大学

105 1994/11/22 在宅ターミナルを考える 訪問看護支援研修会
長野看護協会　長
野県看護研修セン
ター

106 1994/11/29 在宅ホスピス 看護研修会－地域看護－講義 岩手県看護協会

107 1994/12/4 家庭でのホスピスケア
山口県における在宅緩和ケア
のあり方に係わる協議会･山
口赤十字病院共催

山口市民会館大
ホール

108 1995/1/25 在宅ホスピスとはチームケア－服薬指導の面から 城東地区薬剤師会
109 1995/1/28 ホスピスケアを家庭で 第17回医療を考える集い 秋田市医師会 秋田市
110 1995/2/5 在宅ホスピス 日本オストミー教会岡山支部 倉敷市

111 1995/2/16 施設におけるターミナルケア 第16回全国老人ホーム看護婦研修会
社会福祉法人全国社会福祉
協議会（全国老人福祉施設
協議会）

松山

112 1995/2/17 第343回総合臨床懇話会 関東逓信病院
113 1995/3/4 在宅ターミナルケアの実践を通して 第25回千葉東部ターミナルケア研究会 成田日赤

114 1995/3/9 家庭でのホスピスケア 第8回ホスピス聖心を考えるセミナー
栃木ホスピス運動をすすめる
会

宇都宮

115 1995/3/13
「生と死を見つめて」－在宅ホスピスの体験を通し
て－

精神保健講演会 江戸川区保健所

116 1994/4/8 やすらかな死 海老名教会
117 1995/4/26 地域保健の実際 帝京大学医学部衛生学公衆衛生学講義 東京
118 1995/5/15 やすらかな死 東洋英和女学院短期大学キリスト教特別講義 横浜
119 1995/5/26 在宅ホスピスとは－チームケアのあり方－ 特別講演 東京都栄養士会 東京
120 1995/6/19 在宅ケア援助論、在宅療養者のターミナルケア 北里大学看護学部健康看護学Ⅳ　特別講義 相模原市
121 1995/6/25 在宅ホスピスのニーズとその実際 第764回チーム医療セミナー チーム医療 東京

122
1995/6/28･

7/19･9/1
ターミナルケア 看護総合研修会 東京都看護協会 東京

123 1995/6/29 死を希望に生きる 東京女子大学現代文科学部　全学集会講演 武蔵野市
124 1995/7/8 Spiritual pain－死に逝く人の魂の痛み－ 不二聖心女学院　父兄講演会 裾野市
125 1995/7/9 「死と生をめぐって」死の痛み 生田教会　第1回信徒研修会 川崎市
126 1995/7/20 在宅ホスピスケアと桟所領 第4回セルフ会特別講演 担当：大和酸器 横浜市

127 1995/7/21 在宅ホスピスの現状
大分県立病院がんセンターミーティング　特別
講演

大分市



６講演
SN 講演日 題 会 主催 会場 都市

128 1995/8/6
在宅ホスピスケアにおける症状コントロールの考
え方と実際

第846回最新医療ゼミナール　在宅癌性疼痛
管理を目指して

メディカル･コア 東京

129 1995/9/9 魂の痛み 秋の特別伝道集会講演 高松教会 高松市
130 1995/9/10 いのちのことで、思い悩むな　特別伝道礼拝　説教 高松教会 高松市

131 1995/9/24 魂の痛み 東支区信徒の集い　講演
日本キリスト教団東京教区
東支区

富士見町教会

132 1995/10/1 魂の痛みのケア 福祉講演会 江戸川台教会 千葉
133 1995/10/13 終末期患者･家族の心理理解と援助 ターミナル研修 東京都ナースプラザ
134 1995/10/14 平成7年度第20回公開講座 成城大学
135 1995/10/21 やすらかな死 賛育会祭　特別講演 豊野
136 1995/10/26 家庭でのホスピスケア 第19回高齢化社会を考える会 NEC

137
1995/10/27-

28
死をどう教えるか 第28回中高聖書科研究集会 キリスト教学校教育同盟

138 1995/11/1 家庭でのホスピスケア 学生祭講演
国立病院東京災害
医療センター付属
昭和の森看護学校

立川

139
1995/10/30,
11/6, 11/13

医療における死　ターミナルケア論 介護福祉課３年次
上智社会福祉専門
学校

140 1995/11/10 在宅でのホスピスケア 第78回しののめ医学会 宮崎市郡医師会 宮崎
141 熊本日赤
142 1995/11/11 家で死にたい！魂の痛み…死に逝く人の心のケア みこころホスピス一周年記念講演会 熊本
143 1995/11/16 いのちのことで思い悩むな 富士見町教会1995年秋期伝道集会 東京
144 1995/11/17 最期は家で…《在宅ホスピスを考える》 芝久保公民館講師　派遣事業 田無市

145 1996/1/19 バイオエシックスⅧ　在宅ホスピスについて
医学部医学科　第4年次　久留米大学医学部
講義

146 1996/1/26 在宅ホスピスについて
千葉県立鶴舞看護専門学校　21期生特別講
義

147 1996/1/27
「安らかな死」～ターミナルケアのあり方をさ探る
～

静岡介護福祉士中部支部　特別養護老人ホー
ム東海清風園合同研修会

東海清風園

148 1996/2/8 保健勉強会 東洋英和女学院

149 1996/2/14 施設におけるターミナルケアへの提言
平成7年度第2回長野県老人福祉施設事業連
盟セミナー

長野県老人福祉施設事業連
盟

長野市

150 1996/2/19 こえられない溝 21回生卒業記念講演
昭和大学付属鳥山看護専門
学校

東京

151
1996/2/22,

3/23
施設ケアから見た在宅ケアの必要性 在宅ターミナル･ケア医師研修会 東京都衛生局 東京

152 1996/2/24
1. 在宅ホスピスケアの理念 2. 在宅ホスピスケア
の実際

「ナースのための在宅ホスピスケア講座」 ピースハウスホスピス 神奈川県

153 1996/2/27 在宅ターミナルケアの現状と課題 健和会訪問看護ステーション看護婦研修会 柳原病院 北千住



６講演
SN 講演日 題 会 主催 会場 都市

154 1996/3/6 老人ホームにおけるターミナルケアについて
老人福祉部会職員研修委員会現任寮母研修
会

東京都社会福祉協議会主催 東京

155 1996/3/7 最期は家で…在宅ホスピス
葛飾区医師会付属看護専門学校　送別講演
会

156 1996/3/9 癌患者の在宅医療の現状と将来 第11回がん学習講演会
国立がんセンターがん医療サ
ポートチーム

157 1996/3/13 在宅医療におけるホスピスケア 医療談話会 深川医師会

158 1996/4/9
緩和ケア病棟(PCU)における癌性疼痛治療の方
法と現状

第4回日本産か婦人科学会総会ランチョンセミ
ナー

横浜

159 1996/4/25 在宅ホスピスについて 東京衛生病院ホスピス準備勉強会
160 1996/4/27 在宅ホスピスケア 訪問看護ワークショップ 訪問看護ワークショップの会 東京
161 1996/5/12 いのちのことで思いわずらうな 本所緑星教会説教 東京
162 1996/5/17 末期がん患者の在宅ケアの実際 東大
163 1996/5/31 やすらかな死 JG会(女子学院）

164 1996/6/22 老人ホームにおけるターミナルケアについて
老人福祉部会職員研修委員会現任寮母研修
会

東京都社会福祉協議会主催 東京

165 1996/6/25 末期がん患者の在宅ケアのコツ 第1回多摩婦人科癌懇話会 多摩婦人科癌懇話会 立川

166 1996/7/5 ホスピス･ケア
国立医療・病院管理研究所　平成８年度病院
管理専攻科

東京

167 1996/7/10 末期がん患者の在宅でのケア 平成8年度　第１回公開医局研究会 広島市民病院
168 1996/7/19 家で看取った息子の死-往診の道すがら- 宮崎ホスピスの会一周年記念特別講演会 宮崎ホスピスの会 宮崎
169 1996/7/20 在宅での看取りのポイント 市民のためのホスピスケア講座 宮崎ホスピスの会 宮崎
170 1996/7/24 末期がん患者の痛み-魂の痛みのケア- 東京都ナースプラザ研修会「ターミナルケア」

171 1996/8/24
家庭で行うホスピスケアとは何か-在宅ホスピスケ
ア入門-

第4回緩和ケア研究会 広島

172 1996/8/29 キリスト教教育と現代の課題　死をどう教えるか
静岡英和女学院中学・高等学校教職員修養
会

静岡

173 1996/9/17 特養ホームにおける高齢者のターミナルケア 小田原市特養ホーム職員研修会 神奈川

174 1996/9/28 癌治療の考え方と在宅ホスピスケア
駿台予備校学校市谷校舎　医学部受験者対
象講演

東京

175 1996/9/29 在宅ホスピスケアの現在
東ティモールの子供たちへの水と薬を届けるた
めに　チャリティ講演会

東ティモールを支える会 東京

176 1996/9/26
自宅で死にたい末期がん患者-在宅ホスピスケア
のすすめ-

山梨県立中央病院　第2回医局学術講演会 山梨

177 1996/10/12 在宅ホスピス-自分の家で最期を迎えたい- 生と死を考える講座 那須町教育委員会 栃木県
178 1996/10/13 いのちのことで思いなやむな 相愛教会特別伝道礼拝 東京

179 1996/10/17 若い女性の健康管理について
聖心女子専門学校英語科・保育科　1～2年生
対象

東京

180 1996/10/19 施設におけるターミナルケア 社会福祉法人聖風会職員全体研修会 東京



６講演
SN 講演日 題 会 主催 会場 都市

181 1996/10/26
助産婦が助産婦らしい仕事をするには－医師の立
場から

全国助産婦教育研修会 東京

182 1996/10/26
1. 在宅ホスピスケアの理念 2. 在宅ホスピスケア
の実際-医師の立場より

「ナースのための在宅ホスピスケア講座」 ピースハウスホスピス 神奈川県

183 1996/11/8 バイオエシックスⅣ　在宅ホスピスについて
医学部医学科　第4年次　久留米大学医学部
講義

久留米市

184 1996/11/2 やすらかな死 第19回南麻布会

185 1996/11/3 自分の命のことで思い悩むな
新秋津教会　献堂記念　全聖徒主日（召天者
記念の日曜日）礼拝

東村山

186 1996/11/12 病院から在宅へっむけての看護の連携を考える 三楽病院　院内研修会 東京
187 1996/11/13 家で死にたい 衣笠講演　ターミナルケア公開講座 横須賀市

188 1996/11/14
家で死にたい…もしも自分ががん患者だったら最
期は家族のそばで…

公開講演会
葛飾区医師会付属看護専門
学校

東京

189 1996/11/30 与えられた生命
静岡英和女学院中学・高等学校　1996年度
全校修養会

静岡

190 1996/11/30 末期がん患者の在宅ケアのコツ 静岡医師会
191 1996/12/5 末期がん患者の痛みと魂のケア 東洋英和女学院大学社会人活用講座 横浜

192 1996/12/6
末期がん患者の在宅でのケア－在宅ホスピスケア
とは－

富山県立総合衛生学院　特別講演 富山

193 1996/12/12 癌患者の在宅ターミナルケアについて
聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院　教育
講演会

横浜

194 1997/1/16 在宅ホスピスケアとは 東京逓信病院学術講演 東京

195 1997/1/25
死に逝く人への魂の痛みのケア－在宅ケアのエッ
センス－

ターミナルケアを考える会・広島 広島

196 1997/1/30 在宅でのホスピスケアとは 聖母病院 東京
197 1997/2/8 生と死を考える－死に逝く人の魂の痛みのケア－ 湘南教会　講演会
198 1997/2/10 岩手医科大講演会　市民フォーラム 盛岡市
199 1997/2/16 いのちのことで思い悩むな 池袋西教会　ファミリー・信徒伝道礼拝 豊島区
200 1997/2/18 やすらかな死 板橋区歯科医師会 板橋区

201 1997/2/19
医の倫理から見た人の死と生－認められない生
命－

ルーテル神大　第31回教職神学セミナー 東京

202 1997/2/21 文京区医師会 文京区

203 1997/3/9 在宅ホスピスケアを始める人のために 講演会
横須賀訪問看護ステーション
内　ターミナルケアを考える会

神奈川

204 1997/3/10 在宅ホスピスの現状 11月定例会 生と死を考える会 東京
205 1997/3/14 在宅ホスピス すみだハート・ライン21 墨田区社会福祉協議会 墨田区
206 1997/5/17 かたちにとらわれない誕生と死 茨城県母性衛生学会総会 特別講演
207 1997/5/18 ゆだねるいのち 特別集会 日本キリスト教団石神井教会 東京
208 1997/5/22 在宅ホスピス 看護部勉強会 宇都宮社会保険病院 宇都宮市



６講演
SN 講演日 題 会 主催 会場 都市

209 1997/5/31 在宅ホスピス 平成９年度記念講演 高知緩和ケア研究会 高知市
210 1997/6/1 思いわずらうな 特別伝道礼拝 日本キリスト教団青戸教会 葛飾区

211 1997/6/23 ターミナルケアについて 合同研修会・学術講演会
日本母性保護産婦人科医会
香川県支部総会・日本産科
婦人科学会香川地方部会

高松市

212 1997/6/28 安らかな死 第10回生と死を考える会津セミナー 会津
213 1997/7/3 ホスピスと終末期医療 ことぶき講座｢生と死を考える」　第3回 調布市北部公民館 調布市

214 1997/7/4 生と死－その支え方
廿日市高齢者ケアセンター　キリスト教高齢者
福祉研究会

広島

215 1997/7/4 川越　厚先生と語る集い 第3回例会 ホスピス・ボランティア研究会 広島

216 1997/7/21 在宅ターミナルケアにおける症状緩和  平成9年度　訪問看護従事者研修会
（社）全国訪問看護事業協会
主催

仙台

217 1997/7/17 ホスピス・ケア 病院管理専攻科講義 国立医療・病院管理研究所 東京
218 1997/7/18 末期癌の疼痛管理  第98回臨床研究会 東大医師会 東京
219 1997/7/24 在宅ターミナルケア 講演 東京保険医協会 東京

220 1997/7/25
ターミナル期にある対象者と家族に対する支援－
支援者間の連携について－医師の立場から

日本訪問看護振興財団「在宅ターミナルケア」
研修

東京

221 1997/8/30 在宅ケアにおけるＱＯＬ向上のための戦略
国際フォーラム・ワークショップ　病院、外来及び
ホスピス、在宅ケアのQOL向上をめざして

財団法人ライフ・プランニン
グ・センター

東京

222 1997/9/13 開業助産婦へのオープンシステムを開設して  平成９年度 助産所部会講習会　東京 日本助産婦会
223 1997/9/16  在宅ホスピスにおけるボランティアの役割 ターミナルケア研究会 福島労災病院 福島市

224 1997/9/18  住み慣れた家でおだやかに老後を
地域保健医療福祉合同推進会議“がん末期
患者を在宅で看取る医療のあり方を考える”

安芸地区医師会 広島

225 1997/9/20  ターミナル・ケア
第326回日本産科婦人科学会神奈川地方部
会兼平成９年度神奈川県母体保護法指定医
師研修会

川崎

226 1997/9/26 やすらかな死 公開講演会 日本キリスト教団沼津教会 沼津
227 1997/10/12  自分の命のことで、思い悩むな 特別礼拝 早稲田教会 東京
228 1997/10/24  死に逝く人への魂のケア 公開講演会 安中教会主催 群馬
229 1997/10/25  いのちとの対話－在宅ホスピスケアから－ かんぽ心の健康増進セミナー 新潟
230 1997/10/26  いのちのことで思いわずらうな 新潟教会創立111周年記念伝道礼拝 新潟
231 1997/11/1  在宅ホスピスケアを考える 公開講座  朝日カルチャーセンター

232 1997/11/6

①癌治療と疼痛管理②医療関係者の接遇に望む
こと－入院経験をした医師の立場から ③終末期
におけるチーム医療について望むこと－患者（医
師）の立場から－

横須賀共済病院職員研修

233 1997/11/18 在宅ターミナルケアについて 秋の講演会
東京都看護協会西部西副支
部



６講演
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234 1997/11/29 在宅死を迎えるケースへの支援について
 平成９年度第２回訪問看護職情報交換会神
奈川

235 1997/12/6  やすらかな死 在宅ホスピス講演会 みこころホスピスを支援する会 熊本市

236 1997/12/7  症状緩和の実際 在宅ホスピス研修会 みこころホスピス 熊本市

237 1998/1/9  概論－「死とは」
1997年度ボランティア・リーダース・トレーニン
グ講座

東京ＹＷＣＡ武蔵野センター
主催

238 1998/1/29  Death Education　死の教育講座 冬の社会教育講座 目黒区教育委員会
239 1998/2/1  “病院から家へ”－末期がん患者の在宅ケア－ シンポジウム 山梨ホスピス協会 山梨
240 1999/2/6  病院から在宅へ 第３回徳島緩和ケア講習会 徳島

241 1998/2/7  婦人科末期がん患者の在宅ケア
 平成９年度宮母産婦人科医会、日産婦宮崎地
方部会研修会特別講演

242 1998/2/14  ターミナル・ケア 埼玉県日母研修会埼玉
243 1998/2/21  家で死ぬ、家で看取る　～アクティブ・デス～ 在宅医療福祉事例研究会 福島市医師会
244 1998/2/22  命のことで思い患うな 伝道礼拝 東美教会 東京

245 1998/2/28  在宅末期がん患者に対する医療 ターミナル･ケア医師研修会　東京
東京都衛生局/東京都医師
会主催

東京

246 1998/3/1  婦人科がん患者の在宅ターミナルケア 研修会 広島県産婦人科医会 広島

247 1998/3/7  婦人科がん患者の在宅ターミナルケア 特別講演
岩手県医師会（共催日本母
性保護産婦人科医会岩手県
支部）

岩手

248 1998/3/8  思い悩むな 特別伝道礼拝 富士見丘教会
249 1998/3/15  ターミナルケア 特別講演 三重県産婦人科医会

250 1998/3/27  施設でのターミナルケア 講演会
特別養護老人ホーム筑波キ
ングスガーデン

251 1998/5/16  チームで支える在宅末期がん患者 学術講演会 足立医師会
252 1998/5/1 いのちを貫く 母と子を守る会　賛助者の集い 母と子を守る会
253 1998/5/24  出産をめぐる診療システム 第16回学術集会 東京母性衛生学会
254 1998/6/6  やすらかな死 特別講演会 西千葉教会
255  やすらかな死 特別講演 板橋教会
256 1998/7/5  いのちとの対話 新築10周年記念講演会 茨城県立中央病院
257 1998/9/20 いのちのことで思い悩むな 福岡女学院教会特別礼拝 福岡女学院教会 福岡女学院教会 福岡
258 1998/10/18 いのちとの対話―在宅ホスピスの実践から－ 講演会 日本基督教団　華陽教会

259 1998/11/20
 スピリチュアルペイン　－末期がん患者の魂の痛
みとそのケア－

癌疼痛治療懇話会 慶友病院

260 1998/11/28  生と死を考える医療 賛育会創立80周年記念地域公開講演会 賛育会
261 1999/1/9 在宅におけるホスピスケアの実際 特別研修講座 生と死を考える福島の会
262 1999/1/24 病院におけるケア ホスピス実行委員会「死にゆく人へのケア」 沖縄協同病院
263 1999/2/6 病院から在宅へ 第３回講演会 徳島緩和ケア研究会



６講演
SN 講演日 題 会 主催 会場 都市

264 1999/2/13 在宅ホスピスケアを支えるチームアプローチ 講演会 宮崎ホスピスを考える会 宮崎市

265
1999/2/27
1999/3/6

在宅末期がん患者に対する医療 講演会 東京都衛生局 東京

266 1999/3/19 生と死を支える医療 第24回研修会　会長講演 全国助産婦教育協議会

267 1999/4/10 ターミナルケア医療
第５１回日本産科婦人科学会学術集会生涯研
修プログラム講演

東京

268 1999/5/10 在宅ホスピスケアＱ＆Ａ 東京大学医学部附属看護学校講演会東 東京

269 1999/6/3 在宅医療家の立場から
第4回日本緩和医療学会総会第12回日本サ
イコオンコロジー学会総会合同大会

270 1999/6/16 がんの在宅医療 コミュニティー・ヘルス・プランナー養成塾 東京

271 在宅ターミナル　病院から在宅へ
鹿児島ホスピスを考える会主催第１３回定例会
特別講演　鹿児島

鹿児島市

272 1999/7/2,3 在宅ホスピスの標準化をめぐって
第１０回日本在宅医療研究会学術集会　シンポ
ジウム　札幌

札幌市

273 1999/8/18 やすらかな死 いしばし・ターミナルケア学習会 下野市

274 1999/8/28 いのちを支える医療
活水中学・高等学校　職員修養会　長崎
1999年８月２８日

長崎市

275 1999/10/3 死を希望に生きる 特別講演会 大塚平安教会 綾瀬市
276 1999/10/17 いのちのことで、思いわずらうな 信徒伝道週間主日礼拝奨励 銀座教会 東京
277 1999/10/23 在宅ホスピスケアの考え方と実際 日立医学会講演 東京日立病院 東京
278 1999/11/11 アクティブデス－自ら創り出す生と死－ 第２８回こころと技の勉強会 トータルライフ医療研究会 東京
279 1999/11/21 共に喜び、共に泣く 特別伝道礼拝 鶴見教会 横浜市
280 1999/12/1 受胎告知の意義について クリスマス会講演 広島女学院同窓会 横浜市
281 1999/12/4 在宅ターミナル 第10回シンポジウム 京滋緩和ケア研究会 京都市
282 1999/12/4 在宅でのホスピスケアが難しい例 第10回特別講演 京滋緩和ケア研究会
283 2000/3/4 生と死を支える医療 特別講演 東京都立大塚看護専門学校
284 在宅ターミナル・ケアの難しい例とその対応 ターミナル・ケア医師研修会 豊島区立南大塚ホール

285 2000/1/8
在宅ホスピスケアにおける疼痛管理とチーム医療
について

講演会
東京女子医大在宅医療研究
会

286 2000/2/10
ターミナルケアとは何だろう？～家で最期を迎える
ために必要なことは～

講演会 日本聖書神学校生自治会

287 2000/3/3 病院から在宅へ－在宅ホスピスの理念と実際 第41回癌性疼痛研究会 慶應義塾大学病院
288 2000/3/4 在宅ターミナル・ケアの難しい例とその対応 医療者ターミナルケア研修会 東京都 東京都庁 新宿区
289 2000/3/24,25 アクティブ・デス 研修会 全国助産婦教育協議会
290 2000/3/26 穏やかな死を支える医療 基調講演 岩手医師会
291 2000/6/18 あなたの魂が真実を回復するとき 講演会 日本基督教団　豊島岡教会
292 2000/6/20 いのちをささえる 講演会 中部学院大学・短期大学部
293 2000/7/2 自分のいのちのことで思い悩むな 特別伝道集会 弓町本郷教会



６講演
SN 講演日 題 会 主催 会場 都市

294 2000/7/5 在宅ホスピスケア　考え方と実際 講演会
国立霞ヶ浦病院　地域医療研
修センター

295 2000/7/10 ガンの在宅ケア 講演会
自治医科大学地域医療情報
センター

296 2000/7/13
生と死を支える医療～どうして小さな子供が死な
なければならないの？

講演会
母子愛育会　総合母子保健
センター

297 2000/9/10 いのちのことで思い悩むな 講演会 日本基督教団　豊島岡教会

298 2000/9/28
母子保健医療チームの連携(オープンシステムの
導入

第41回総会 日本母性衛生学会

299 2000/10/6
ホスピスケアの奥深さーどうして小さな子供がしな
なければならないのー

５０周年記念講演会 青山学院女子短期大学

300 2000/10/9 いのちとの対話―在宅ホスピスの現場から 講演会 北海教区・教会婦人会連合
301 2000/10/10 人生の午後を豊かに生きるために 講演会 北海教区・教会婦人会連合
302 2000/10/15 いのちのことで思い悩むな 講演会 日本キリスト教団・長原教会

303 2000/10/21
「どうして小さな子供が死ななければいけない
の？」ホスピスケアとは何かを考える

若樹祭　講演 日本大学医学部

304 2000/11/2 やすらかな死 北上市緩和ケア事業　フォーラム 北上市健康増進課 日本現代詩歌文学館 北上市

305 2001/1/27
がん治療における在宅医療の意味ー納得のいく
生と死をもたらす「在宅ホスピスケア」

日立総合病院　公開講座
日立総合病院看護局教育委
員会

日立総合病院 日立市

306 2001/3/2 いのちを教える 第26回全国助産婦教育協議会研修会 全国助産婦教育協議会 聖路加看護大学 中央区
307 2001/3/3 在宅での死 東京・生と死を考える会　定例会 東京・生と死を考える会 雙葉会ニコラ・バレ 新宿区

308 2001/3/17 様々なかたちの在宅ホスピスケア 在宅ターミナル・ケア看護職員研修会 東京都・東京都医師会
港区立芝浦港南区
民ｾﾝﾀｰ

港区

309 2001/4/21 死の看取り、施設と在宅－医療者は何をすべきか 岩手県立病院医学会緩和医療研究会 岩手県立病院医学会 岩手県立中央病院 盛岡市
310 2001/6/16 在宅ホスピスケア－その歴史と課題 第1回三多摩緩和ケア研究会 三多摩緩和ケア研究会 吉祥寺第一ホテル 武蔵野市

311 2001/6/17 やすらかな死 ひたち生と死を考える会 ひたち生と死を考える会
日立市保健セン
ター

日立市

312 2001/6/18 命を子どもにどう伝えるか 広島工業大学付属広島高等学校・中学校
広島工業大学付属広島高等
学校・中学校

広島工業大学付属
広島高等学校・中
学校

広島市

313 2001/6/23 在宅ホスピスケアを始める人へ 北海道在宅ホスピス協会設立記念講演会 北海道在宅ホスピス協会 旭川グランドホテル 旭川市

314 2001/7/7 「家で死にたい」－在宅ホスピスの経験から－ 但馬地区学術講演会
但馬地区高齢者医療ケア研
究会

兵庫県立但馬長寿
の郷

養父郡八
鹿町

315 2001/9/23 命のことで思い煩うな 特別伝道礼拝
日本キリスト教団　青森戸山
教会

日本キリスト教団
青森戸山教会

青森市

316 2001/9/29 安らかな死 講演会
日本死の臨床研究会北海道
支部

札幌市医師会館 札幌市

317 2001/10/8
「いのちとの対話」－わたしのいのち、わたしたち
のいのち

2001年中静分区婦人修養会 中静分区婦人修養会 静岡一番町協会 静岡市



６講演
SN 講演日 題 会 主催 会場 都市

318 2001/10/13 いのちの尊厳 いのちの尊厳を考える会　公開講座 いのちの尊厳を考える会
豊栄ふれあいセン
ター

豊栄市

319 2001/10/19 末期がん患者の在宅での生と死 第3回　緩和医療フォーラム・イン函館
緩和医療フォーラム・イン函
館、函館医師会

函館ハーバービュー
ホテル

函館市

320 2001/11/2 どこででもできるホスピス・ケア
ホスピスマインド育成・普及事業　末期医療対
策研修会

宮崎県・宮崎県医師会 宮崎市民プラザ 宮崎市

321 2001/11/10 やすらかな死 第２回　富山いのちの尊厳を考える会 富山いのちの尊厳を考える会
富山県中小企業研
修センター

富山市

322 2002/1/11 地域で老いる－在宅での終末期を支えるには－ 中野区社会福祉協議会　公開講座 中野区社会福祉協議会 スマイルなかの 中野区

323 2002/1/26
在宅ホスピスケアの現状と課題－症状コントロ－ル
とチ－ムケアを中心として－

第3回城南緩和ケア研究会 城南緩和ケア研究会
日本赤十字看護大
学

324 2002/2/9
わたしと在宅ホスピスケア －10数年の経験をふり
返って－

緩和医療研究会　第11回総会記念講演 緩和医療研究会 岡山県職員会館 岡山市

325 2002/2/14 いのちの終わりをささえる まなびシティ中央カレッジ 中央区教育委員会
中央区立築地社会
教育会館

中央区

326 2002/2/16 末期がん患者を診るコツ ターミナル・ケア医師研修会 東京都・東京都医師会
都庁第一本庁舎　５
階大会議場

新宿

327 2002/2/22
いのちとの対話ーターミナルケアとホスピスについ
て

第22回堺女性大学　一般教養講座 堺女性大学
堺市立女性セン
ター

堺市

328 2002/2/23 どうして小さな赤ちゃんが死ななければならないの 涅槃会 淑徳中・高等学校 板橋区立文化会館 板橋区

329 2002/2/28
ホスピスケアの原点－どうして小さな子供が死な
なくてはいけないのか－

特別講演会
春日部市立病院付属喉頭看
護学院

春日部市立病院 春日部市

330 2002/3/3 ねたきりにならないための 健康づくり さかい　健康・福祉フェア
さかい　健康・福祉フェア実行
委員会

堺市金岡公園体育
館

堺市

331 2002/8/24 在宅ホスピス・緩和ケアにおける 疼痛緩和の実際
第23回鎮痛薬・オピオイドペプチドシンポジウ
ム   ランチョン・セミナー

332 2002/9/16 山梨教会講演会

333 2002/9/20
死に逝く患者に対する医療 －ホスピスケア、緩和
医療概説－

横浜訪問看護ステ－ション会議
横浜市訪問看護ステーション
連絡会

神奈川県総合医療
会館　会議室

横浜市

334 2002/10/7 深川医師会 江東区

335 2002/10/10 人生の午後を豊かに生きるために 北支区婦人部　秋の講演会 北支区婦人部
日本基督教団　信
濃町教会

新宿区

336 2002/11/2
在宅で末期がん患者をどこまでみるか－病院と診
療所の連携にむけて－

三井記念病院　医療連携室講演会 三井記念病院　医療連携室
凸版印刷株式会社
本社ビル１階会議室

千代田区

337 2002/11/17 がんになっても大丈夫 ずっとわが家で過ごしたい ホスピス講演会
ホスピス研究会「さいどばい
サイド」

東松山市

338 2002/11/30 在宅でのホスピス・緩和ケア －初級から上級へ－ 青森県緩和ケア講習会 青森県医師会 青森県医師会館 青森市



６講演
SN 講演日 題 会 主催 会場 都市

339 2002/12/23
「在宅緩和ケアを進めるために」－在宅緩和ケア
を進めるための課題と解決のためのポイント－

ターミナルケアを考える集い
島根県健康福支部医療対策
課

浜田ワシントンホテ
ルプラザ　ワシントン
ホール

浜田市

340 2003/1/11 がんになっても大丈夫 ずっと我が家で過ごしたい ターミナルケア県民フォーラム 岩手県 二戸市市民文化会館 二戸市

341 2003/1/25 末期がん患者の 在宅での疼痛緩和 ターミナル・ケア医師研修会 東京都・東京都医師会
都庁都議会議事堂
1階都民ホール

新宿区

342 2003/1/31
在宅ホスピス緩和ケアにおける疼痛緩和の実際と
問題

在宅ホスピスネット福島　学術講演会 在宅ホスピスネット福島
福島市保健福祉セ
ンター

福島

343 2003/3/20 在宅死周辺のケア 青森県緩和ケア講習会 青森県医師会
青森県医師会　大
ホール

青森

344 2003/4/26
末期がんと言われたとき ずっとわが家で過ごした
い

（一般向け講演会） 沖縄県医師会 那覇

345 2003/4/27 在宅でのホスピス・緩和ケア －初級から上級へ－ （医師向け講演会） 沖縄県医師会 那覇

346 2003/6/8 在宅でのホスピス・緩和ケア －初級から上級へ－ 地域ケア総合センター「看護・介護講演会」
石川県立看護大学付属地域
ケア総合センター

石川県立看護大学
河北郡高
松町

347 2003/6/14 在宅での安らかな死を支える医療 6月講演会 西武地区キリスト教教会連合
中野区野方区民
ホール

中野区

348 2003/7/6
パネルディスカッション　「『死』を見つめ、『今』を
生きる」

memento mori 埼玉2003 日本財団
戸田競艇場　イベン
トホール

戸田市

349 2003/8/5 がんになっても大丈夫 ずっとわが家で過ごしたい

350 2003/8/8 40歳代の健康管理 ライフプラン講習会 静岡県総合健康センター 静岡市

351 2003/9/2 患者本位の治療をめざして 朝日がんセミナー
朝日新聞社　日本対がん協
会

有楽町マリオン　朝
日ホール

有楽町

352 2003/9/13 在宅でのホスピス・緩和ケア －初級から上級へ－ 山口市在宅緩和ケア研修会
山口市・山口吉南地区地域
ケア連絡会議

山口県婦人教育文
化会館

山口市

353 2003/9/19
新しい麻薬の在宅での使用法 －フェンタニルパッ
チは 在宅での疼痛緩和をどう変えたか－

南部麻酔科医会
協和発酵工業/ヤンセン
ファーマ

八戸パークホテル 八戸市

354 2003/9/20
新しい麻薬の在宅での使用法 －フェンタニルパッ
チは 在宅での疼痛緩和をどう変えたか－

秋田県南がん疼痛緩和学術会
協和発酵工業/ヤンセン
ファーマ

横手セントラルホテ
ル

横手市

355 2003/9/24
死生観 －自分らしく生きるとは、死ぬとは－ 看護
師へのメッセ－ジ

福島看護協会 福島看護協会 福島市

356 2003/9/26
末期がん患者の 在宅ホスピス・緩和ケア －初級
から上級まで－

第2回福井県在宅ホスピスケア研究会
福井県在宅ホスピスケア研究
会

福井県済生会病院 福井市

357 2003/9/29 在宅タ－ミナルケア －初級から上級まで－ 訪問看護師現任研修会 神奈川県看護協会
神奈川県ナースセ
ンター研修室

横浜市

358 2003/10/26
家で最期をむかえるために－在宅ホスピスケアの
実際－

府中ホスピスを考える会　講演会 府中ホスピスを考える会
府中女性センター
会議室

府中市



６講演
SN 講演日 題 会 主催 会場 都市

359 2003/10/30
「在宅医療の推進」 －末期がん患者に対する在
宅ケア推進についての考察と提言－

第8回　日本看護サミットくまもと　分科会Ⅱ「在
宅医療・看護の推進」

第8回　日本看護サミットくま
もと実行委員会、熊本県、熊
本県看護協会

熊本県立劇場 熊本市

360 2003/11/28 在宅緩和医療の現状と問題点 末期医療患者のQOL推進講習会
厚生労働省・財団法人がん
研究振興財団

国際研究交流会館 中央区

361 2003/12/6 末期がん患者の在宅ケア －初級から上級まで－ 第9回　岩国玖珂・呼吸ケア研究会特別講演 岩国玖珂・呼吸ケア研究会 岩国錦水ホテル 岩国市

362 2003/12/13 末期がん患者の在宅ケア －初級から上級まで－ 大阪市北区医師会第40回学術講演会 大阪市北区医師会
阪急グランドビル26
階

大阪市

363 2003/12/20
在宅タ－ミナルケアの 推進について －医師の立
場から－

愛媛県在宅医療研修会 愛媛県医師会 愛媛県医師会館 松山市

364 2004/2/7 末期がん患者の在宅ケア －初級から上級まで－ 在宅ターミナル・ケア看護職員研修会 東京都・東京都医師会 都庁ホール 新宿区

365 2004/2/17
家に帰った末期がん患者 -パリアンのホスピス・
緩和ケアの実際-

緩和医療勉強会
がんセンター緩和医療勉強
会

国立がんセンター 中央区

366 2004/2/21 在宅ホスピス・緩和ケア －初級から上級まで－ 静岡県西部内科医会 浜松アクトシテイー 浜松市

367 2004/2/22 在宅ホスピス･緩和ケア
第12回日本総合診療医学会学術大会　教育
講演

日本総合診療医学会
聖マリアンナ医科大
学

川崎市

368 2004/3/21 在宅ホスピスでの患者・家族のサポートの実際 看護師・医師のための緩和ケアセミナー
日本ホスピス・在宅ケア研究
会　教育部会

兵庫県県民会館 神戸市

369 2004/4/22 痛みが緩和された 末期がん患者 江東ブロック病勤薬剤師会
協和発酵工業　東京支社第
一支店

江戸東京博物館 墨田区

370 2004/6/5
末期がん患者に対する在宅ケアの現状と今後の
課題

第12回日本プライマリ・ケア学会　神奈川大会
基調講演

日本プライマリ・ケア学会 パシフィコ横浜 横浜市

371 2004/7/3
家に帰った末期がん患者－パリアンのホスピス・緩
和ケアの実際－

がん医療マネジメント研究会　第2回シンポジウ
ム

がん医療マネジメント研究会 時事通信ホール 銀座

372 2004/7/17
家に帰った末期がん患者 -在宅ホスピス・緩和ケ
アの実際-

在宅ケアネットワーク香川　第6回総会 在宅ケアネットワーク香川
香川県社会福祉総
合センター

高松市

373 2004/7/24
わが国の在宅ホスピスケア　いまとむかし－在宅ホ
スピス医の15年をふり返って－

ファイナルステージを考える会10周年記念講
演会

ファイナルステージを考える会
ふくふくプラザホー
ル

福岡市

374 2004/7/26
介護現場に役立つ医療知識講座　タ－ミナルケア
と ご家族への支援

品川福祉カレッジ 品川区 品川

375 2004/8/22
「どうして家なのか？」－家で過ごす末期がん患者
－

第54回熊本緩和ケア研究会特別講演会 熊本緩和ケア研究会
熊本県立劇場コン
サートホール

熊本市

376 2004/9/17 いのちの尊厳－医師として考える
すみだ医師会公開シンポジウム　尊厳死と終末
期医療　それぞれの立場から

すみだ医師会 曳船文化センター 墨田区

377 2004/9/19
末期がん患者の在宅ケア －わが国の現状と課題
－

名古屋市立大薬学部 名古屋市立大薬学部 名古屋市

378 2004/9/22 なぜ家なのか 福島看護協会 福島看護協会 福島

379 2004/9/29
家に帰った末期がん患者 -在宅ホスピス・緩和ケ
アの実際-

本郷緩和ケア勉強会 東京大学医学部 文京区



６講演
SN 講演日 題 会 主催 会場 都市

380 2004/10/3
痛みが緩和された 末期がん患者さん －自宅での
生活を拝見して－

神奈川県薬剤師がん疼痛緩和研究会　市民講
座「がんのいたみはがまんしないで」

神奈川薬剤師がん疼痛緩和
研究会

横浜市

381 2004/10/9 わたしと ホスピスケア 仙台ホスピス設置を願う会 仙台ホスピス設置を願う会 仙台市福祉プラザ 仙台市

382 2004/10/15
わが国の在宅ケアの現状と課題 －家に帰った末
期がん患者－

臨床外科学会　教育講演 臨床外科学会

383 2004/10/23
ホ－ムケアクリニック川越に おける 在宅での終末
期医療の実態

長浜 長浜市

384 2004/10/24
ホスピスケアの真髄  -どうして小さな赤ちゃんが
死ななければならないの？-

奈良県ホスピス勉強会 奈良県ホスピス勉強会

385
2004/11/11～

12
ともに喜び、ともに泣く 修養会 函館遺愛中高校 函館遺愛中高校 函館市

386 2004/11/18 死を希望に生きる 修養会 長崎活水大学 活水チャペル 長崎市
387 2004/11/20 在宅緩和ケア －初級から上級まで－ 三多摩緩和ケア研究会 三多摩緩和ケア研究会 立川グランドホテル 立川市

388 2004/11/24
家庭でのホスピス・緩和ケア -わが国の在宅ケア
の現状と課題-

東毛緩和ケア勉強会 東毛緩和ケア勉強会 前橋市

389 2004/11/26 これからの、 わが国の 在宅ホスピスケア 在宅ホスピス協会　連続公開講座 在宅ホスピス協会 墨田区

390 2004/12/4 在宅緩和ケア －初級から上級まで－ 在宅呼吸ケア研究会 在宅呼吸ケア研究会
シティープラザカン
コー

呉市

391 2004/12/14
がん性疼痛コントロ－ルの 重要性 －QOL向上に
果たす役割－

JPAPメディアフォーラム
Japan Partners Against
Pain: JPAP

392 2004/12/16 在宅緩和ケア －初級から上級まで－ 神奈川県保険医協会　第427回月例研究会 神奈川県保険医協会
崎陽軒本店６階会
議室

横浜市

393 2005/1/12
わが国における 在宅ホスピス・緩和ケアの 現状と
課題

緩和医療勉強会
がんセンター緩和医療勉強
会

国立がんセンター 中央区

394 2005/1/22 在宅ホスピス・緩和ケアの 課題とこれから 在宅ターミナル・ケア医療従事者研修会 東京都・東京都医師会 都庁 新宿区

395 2005/1/30
がん終末期医療のありかた  これからの わが国
の在宅ホスピスケア

茨城がん学会　パネルディスカッション 茨城がん学会
茨城県医師会研修
講堂

水戸市

396 2005/2/4
家に帰った末期がん患者 -在宅ホスピス・緩和ケ
アの実際-

市民企画講座 多摩市公民館 多摩市

397 2005/2/12
家に帰った末期がん患者－疼痛が緩和されたが
ん患者の家での生活－

北区薬剤師会地区研修会 北区薬剤師会 北区赤羽会館 北区

398 2005/3/10
がん患者の在宅療養－在宅ターミナルケアの実際
－

東京医科歯科大学医学部付属病院医療福祉
支援センター研修会

東京医科歯科大学医学部付
属病院

東京医科歯科大学
医学部付属病院

文京区

399 2005/3/11 痛みが緩和された在宅での末期がん患者 北上市　緩和ケア講演会 北上市 日本現代詩歌文学館 北上市

400 2005/3/26
家に帰った末期がん患者　－医療連携のあり方を
考える－

城北緩和医療研究会 城北緩和医療研究会 メトロポリタンプラザ 豊島区

401 2005/4/23 末期がん患者の在宅ケア－初級から上級まで－ 在宅ケアシンポジウム 徳島県在宅ケア研究会 長井記念ホール 徳島市

402 2005/5/20
こうすればうまくできる、在宅でのホスピス・緩和ケ
ア

庄内地区緩和医療講演会
協和発酵工業株式会社
ヤンセンファーマ株式会社

鶴岡市立荘内病院 鶴岡市



６講演
SN 講演日 題 会 主催 会場 都市

403 2005/5/29 末期がん患者の在宅ケア－初級から上級まで－ 第11回鳥取ターミナルケア研究会
第11回鳥取ターミナルケア
研究会

鳥取県民文化会館 鳥取市

404 2005/6/5 なぜ家なのか－ホスピスの原点を学ぶ－ みえ　生と死を考える会
みえ　生と死を考える市民の
会

三重県文化会館 津市

405 2005/6/9 みんなで支える在宅ホスピスケア 向島歯科医師会 墨田区

406 2005/6/11 末期がん患者の在宅ケア－初級から上級まで－ 第8回肺癌在宅医療研究会 肺癌在宅医療研究会
神戸国際会議場
国際会議室301

神戸市

407 2005/7/18 在宅ホスピス　ラジオNIKKEI 医学講座 日本医師会
408 2005/8/6 在宅ターミナルケアの理解と疼痛管理 訪問看護ケア研修会（ターミナル） 全国訪問看護事業協会 全社連研修センター 港区
409 2005/8/7 いのちとの対話－在宅ホスピスケアの現場から 青松寺　仏教ルネッサンス塾 青松寺　仏教ルネッサンス塾 青松寺　観音聖堂 港区

410 2005/10/1
　「地域に広げよう緩和ケアの輪」在宅緩和ケア医
の立場から　地域に根ざした緩和ケアサービスを
めざして

ホスピス・緩和ケア国際セミナー2005
（財）日本ホスピス・緩和ケア
研究振興財団

広島国際会議場 広島市

411 2005/10/7
家に帰った末期がん患者－在宅ホスピス緩和ケア
の実際－

東京都墨東病院緩和ケア講演会 都立墨東病院 東京都立墨東病院 墨田区

412 2005/10/8
生と死のはざまで－どうして小さな子供が死なな
ければならないの

櫻蔭同窓会 櫻蔭同窓会 東大病院大会議室 文京区

413 2005/10/21
家に帰った末期がん患者－在宅ホスピス・緩和ケ
アの実際

城東緩和医療研究会 城東緩和医療研究会 墨田区

414 2005/11/1 老い～終末を安心して過ごすために
武蔵野市・小金井市・西東京市共同研究事業
第一回市民公開シンポジウム

社会福祉法人　緑寿園・サン
メール尚和

三鷹市

415 2005/11/5
在宅ホスピス医から見た我が国のホスピスケア－
なぜ家なのか

鹿児島緩和ケア・ネットワーク よかセンター 鹿児島市

416 2005/11/17 在宅ホスピスとターミナルケア 平塚市医師会学術講演会 平塚市医師会・塩野義製薬
グランドホテル神奈
中・平塚

平塚市

417 2005/11/18 家で死にたい～在宅ホスピスを知る 第163回　心と体の健康教室 （財）保健同人事業団
いきいきプラザ一番
町

千代田区

418 2005/11/20 痛みから解放された在宅のがん患者さんたち
市民セミナー「がんの患者さんの痛みをやわら
げるために～疼痛緩和治療について～」

JPAP、北海道新聞社 道新ホール 札幌市

419 2005/12/3 家で看とりたい、看とられたい 第6回市民公開講座記念講演会
千葉新都市脳神経外科内科
医院

東京電機大学 千葉市

420 2006/1/21
どうして家なのか－地域で支える在宅ホスピスケ
ア

岩手医師会住民公開講座　緩和ケアホスピス
ケア医療講演会

社団法人　岩手郡医師会
滝沢ふるさと交流館
大ホール

滝沢村

421 2006/2/12
家だからこそ、その人らしく－在宅ホスピスケアの
実際－

在宅がん緩和ケアフォーム　がんでも最後を家
で過ごせるまちづくり

千葉県・NPO法人　千葉・在
宅ケア市民ネットワーク　ピュ
ア

千葉大学 千葉市

422 2006/2/18 在宅でのホスピス・緩和ケア～初級から上級へ～ 平成17年度青森県緩和ケア研修会 青森医師会 ユートリー 八戸市
423 2006/2/27 在宅ホスピス医がみたわが国のホスピス 公明党がん対策推進本部 公明党がん対策推進本部 千代田区



６講演
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424 2006/3/4 家で過ごす末期がん患者
茨城中央病院「地域がんセンター開設10周
年」記念事業　記念市民公開講座

茨城県立中央病院 茨城県立中央病院 友部町

425 2006/3/6 家で看取るということ 本所法人会 墨田区
426 2006/3/10 慈恵会医大青戸病院 葛飾区

427 2006/3/28
わが国における在宅ホスピス・緩和ケアの歴史と
課題

オーストラリア高齢者福祉セミナー　日豪の高
齢者ケアと緩和ケア・在宅ホスピスケアの実践

オーストラリア大使館・NPO
オーストラリア高齢者研究セ
ンター

オーストラリア大使
館・NPOオーストラ
リア高齢者研究セン
ター

港区

428 2006/5/10
介護支援専門員へのホスピス緩和ケア啓発に関
する研究

平成17年度笹川医学医療研究財団助成事業
ホスピス緩和ケアスタッフの発掘・啓発研究第
2回委員会

シルバー総合研究所
八重洲倶楽部　第7
会議室

港区

429 2006/5/13
在宅での疼痛緩和の実際　特別講演　医療及び
介護保険改定による地域緩和ケアの課題

総合討議『がん疼痛治療特別シンポジウムin
福島』病院から在宅医療へ2

福島県立医科大学医師会・
福島医師会・伊達医師会・安
達医師会・福島薬剤師会

コラッセふくしま多
目的ホール

福島市

430 2006/5/27 家でのホスピスケアと病理解剖
第119回（2,006年度）東京大学医学部病理
解剖学教室同窓会

東京大学医学部病理解剖学
教室同窓会

東京大学医学系研
究科

文京区

431 2006/5/28 家で生きることの意味
第7回　日本死の臨床研究会中国・四国支部
研会　公開講座

日本死の臨床研究会中国・
四国支部研会　公開講座

岡山衛生会館三木
記念ホール

岡山市

432 2006/6/10 在宅ホスピス・緩和ケア－何故家なのか 京都在宅緩和ケア研修会　特別講演 ヤンセンファーマ株式会社 京都国際ホテル 京都市

433 2006/6/11
住み慣れた場所で私らしく－在宅でのターミナル
ケアの実際とこれから－

地域ケア支援シンポジウム
特定非営利活動法人 シル
バー総合研究所

名古屋女子大学 名古屋市

434 2006/6/15
在宅ホスピス緩和ケアとグループパリアンの役割
－在宅療養支援診療所 新設の意義－

みやぎ在宅支援ドクターネット設立記念講演会
記念講演

みやぎ在宅支援ドクターネット 大崎市

435 2006/6/19
在宅療養支援診療所の新設における訪問看護ス
テーションの役割

社団法人全国訪問看護事業協会講演会
社団法人全国訪問看護事業
協会

全社連研修セン
ター

港区

436 2006/6/24
地域で広げよう緩和ケアの輪－在宅緩和ケア医
の立場から－

co・Careセミナー第1回地域セミナー基調講
演

NPO法人 co・Care
熊本全日空ホテル
ニュースカイ

熊本市

437 2006/7/24 心のケアを考える 地域介護公開研究会 社会福祉法人 晴山会
地域ふれあい広場
「はなしま」

千葉市

438 2006/8/6
在宅療養者の看取りにおける訪問看護師と医師
との連携に関する研究

平成１７年度厚生労働省医療技術評価総合研
究事業研究報告会

日本赤十字大学

439 2006/8/19 なぜ家なのか 第9回 在宅ホスピス協会 全国大会　基調講演 在宅ホスピス協会
ホテルパールシティ
神戸

神戸市

440 2006/8/26 在宅ホスピスにおける疼痛管理 茨城県医師会在宅医療研究会 茨城県医師会 茨城県医師会 水戸市

441 2006/9/2
生と死のはざまでよりよく生きて安らかな死を迎え
るために

第10回日本尊厳死協会東北支部大会　『より
よく生きて安らかな死を迎えるために』特別講
演・ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ

第10回日本尊厳死協会東北
支部大会実行委員会

岩手教育会館 盛岡市

442 2006/9/2 生と死のはざまで 日本尊厳死協会東北支部岩手大会 日本尊厳死協会東北支部 岩手教育会館 盛岡市



６講演
SN 講演日 題 会 主催 会場 都市

443 2006/10/21 死にゆく方のスピリチュアルペイン
NPO法人ホールファミリーケア協会・傾聴ネット
ワーク講演会

NPO法人ホールファミリーケ
ア協会

若松地域センター 新宿区

444 2006/10/24 産科・婦人科医領域を対象とした緩和ケア 学術講演会
協和発酵工業株式会社 沖縄
営業所

ザ・ナハテラス 沖縄市

445 2006/10/28 末期がん患者の在宅ケア　-在宅ホスピスとは-
愛媛県医師会東予地区協議会 学術講演会
（愛媛県医師生涯研修）

愛媛県医師会東予地区協議
会

今治国際ホテル 今治市

446 2006/11/3
第9条、平和を支える支柱、世界に誇る遺産（メッ
セージ寄稿のみ）

ひろしま医療人・九条の会 結成総会　激励メッ
セージ

ひろしま医療人・九条の会
広島市まちづくり市
民交流プラザ

広島市

447 2006/11/9
患者・家族の希望を叶える在宅ホスピスケア-な
ぜ家なのか-

パシーフ発売記念講演会　特別講演 武田薬品工業株式会社
ホテルメトロポリタン
山形

山形市

448 2006/11/17 がんに向き合う患者の心・家族の心・医師の心
がん-医と心を考える -患者さんを支える家族
の役割とは…-　パネルディスカッション

㈱エル・ビー・エス「がん-医と
心を考える会」事務局

よみうりホール 千代田区

449
2006/11/25～

12/2
第1回日豪緩和ケアシンポジウム開催地域で支え
る在宅ホスピス・緩和ケアツアー

在宅ホスピスの第一人者川越厚先生と行く
オーストラリア研修ツアー

㈱ヒューマン・ヘルスケア・シ
ステムNPO法人オーストラリ
ア高齢者ケア研究センター

オーストラリア
イプスイッ
チ市

450 2006/12/14 患者・家族に死をどう伝えるか
在宅ホスピス協会　2006年度公開講演会　基
調講演

在宅ホスピス協会
江戸東京博物館
ホール

墨田区

451 2007/1/20 在宅における末期がん患者のケア
在宅における末期がん終末期医療推進のため
の研修会

兵庫県医師会・神戸市医師
会

神戸市医師会館 4
階ホール

神戸市

452 2007/1/25 末期がん患者の在宅ケア～現状と課題～ 第11回　練馬区在宅医療研究会　特別講演 練馬区在宅医療研究会
ホテルカデンツァ光
が丘

練馬区

453 2007/1/27 独居末期癌患者の在宅死を支える
第3回　ヘルスリサーチワークショップ　End of
Life-現代人の生（いのち）の行方を考える-基
調講演

財団法人　ファイザーヘルスリ
サーチ振興財団

ファイザー株式会社
研修施設

渋谷区

454 2007/1/29 終末期医療問題について 参議院/少子高齢社会に関する調査会
参議院第三特別調
査室

千代田区

455 2007/2/10 在宅での看取りを成功させる為に！ 町田社会福祉士会公開講座
社団法人東京社会福祉士会
町田社会福祉士会事務局
（NPO法人アットホーム）

町田市民ホール1階 町田市

456 2007/3/8 ケン・ゼリ氏　セミナー司会・進行・通訳
Hospice Hawaii & Palllium 姉妹ホスピス提
携記念

グループ・パリアン
東武ホテルレバント
東京

墨田区

457 2007/3/13
「日本の在宅ホスピス・緩和ケアの過去、現在、未
来」－末期がん患者の方と家族の絆を大切にする
在宅ホスピスケア－

日豪の在宅ホスピス・緩和ケアセミナー
NPO法人オーストラリア高齢
者サービス研究センターグ
ループ・パリアン

女性と仕事の未来
館

港区

458 2007/3/31 家で生きることの意味・家で死ぬことの意味
多摩らいふ倶楽部・医療法人在和会井尾クリ
ニック合同企画講演会

多摩らいふ倶楽部・井尾クリ
ニック

立川市女性総合セ
ンター

立川市

459 2007/4/14
末期がん患者に対する在宅ホスピス、緩和ケア ～
地域で支えるケアとは～

第12回 豊田加茂在宅医療講演会 特別講演 豊田加茂医師会 名鉄トヨタホテル 豊田市



６講演
SN 講演日 題 会 主催 会場 都市

460 2007/5/12 地域で支える在宅ホスピスケア
第2回 岐阜在宅ホスピス研究会 基調講演・シ
ンポジウム

岐阜在宅ホスピス協会 岐阜グランドホテル 岐阜市

461 2007/5/18 「ガンと区政」 もしガンになったら 宮崎わかこのトークライブシリーズ ナイスfullハート！足立の会 綾瀬プルミエ 足立区

462 2007/5/20 在宅医療が地域で定着するには COML医療フォーラム2007 基調講演
NPO法人 ささえあい医療人
権センターCOML

フェスティバル・リサ
イタルホール

大阪市

463 2007/5/25 在宅でのホスピス・緩和ケア 第10回 西胆振緩和医療研究会 特別講演 西胆振緩和医療研究会 蓬崍殿 室蘭市

464 2007/6/14
わが国の在宅ケアの現状と課題 -家に帰った末
期がん患者-

パレス会 平成19年6月例会
パレス会（学校法人順天堂
企画調査室）

東京ガーデンパレス 文京区

465 2007/6/16 在宅でのホスピスケアがめざすもの 第14回 石川緩和医療研究会 特別講演 石川緩和医療研究会
石川県地場産業振
興センター

金沢市

466 2007/7/7 ホスピスケアの現状と課題 第7回 「帝京内科医会」講演会 教育講演Ⅰ 帝京内科医会 京王プラザホテル 新宿区

467 2007/7/21 在宅での看取り－在宅療養支援診療所の役割－
昭和大学藤が丘病院 臨床腫瘍セミナー「癌と
在宅医療-病院と在宅との連携-」

昭和大学藤が丘病院 院内が
んセンター

昭和大学藤が丘病
院

横浜市

468 2007/9/18 在宅ターミナルケアについて 第50回葛飾区薬剤師会 夜間講座
(社)東京都薬剤師会葛飾支
部薬剤師会

かつしかシンフォ
ニーヒルズ

葛飾区

469 2007/10/20 家で死ぬことと、その実現に向けて
第2回旭川地区在宅ケアを育む会 市民公開シ
ンポジウム

旭川地区在宅ケアを育む会
大雪クリスタルホー
ル

旭川市

470 2007/10/25 在宅医療の最新事情について 板橋区医師会在宅療養に関する懇談会 板橋区医師会
板橋区医師会館講
堂

板橋区

471 2007/10/31 在宅医療、特にがん診療においての学習 黒部市民病院 院内講演会 黒部市民病院 黒部市民病院 黒部市

472 2007/11/30
2006年4月 診療報酬、介護報酬の改定と ホー
ムケアクリニック川越

平成19年第2回在宅医療勉強会
弘前市医師会介護保険委員
会・武田薬品工業㈱

弘前市医師会館 弘前市

473 2007/12/2
なぜ家なのか～患者と家族を支える在宅ホスピス
ケア～

在宅ホスピスケアフォーラム
鳥取県・社団法人鳥取県看
護協会

鳥取県民ふれあい
会館

鳥取市

474 2007/12/16 痛みから解放されたがん患者さんたち 2007JPAP市民フォーラム
Japan Partners Against
Pain･読売新聞東京本社

三宅坂ホール 千代田区

475 2008/1/17 在宅緩和ケアの実践 地域医療連携を考える in OKAZAKI
岡崎市医師会・武田薬品工

業株式会社
岡崎市医師会 講堂 岡崎市

476 2008/1/26 ホスピス・緩和ケアが目指すもの 市民公開講座 がん診療の実際 国民健康保険 小松市民病院
こまつ芸術劇場うら
ら 小ホール

小松市

477 2008/2/7 在宅緩和医療 緩和医療における地域連携
帝京大学講義 第4回がん診療セミナー「緩和
医療を学ぶ」

帝京大学医学部・板橋区医
師会

帝京大学付属病院 板橋区

478 2008/2/28 包括的地域ガン医療 全国訪問看護事業協会総会 全国訪問看護事業協会 日本医師会館 文京区
479 2008/3/14 疼痛管理 墨田区訪問看護ステーション連絡会勉強会 墨田区訪問看護ステーション 墨田区役所 墨田区

480 2008/4/19 家族に死をどう伝え、 家族をどうケアするか？ 湘南緩和ケア研究会
湘南緩和ケア研究会
ヤンセンファーマ

横浜エクセル東急 横浜市

481 2008/4/23 独居認知症がん患者の在宅ホスピスケア 在宅ホスピス協会　勉強会 在宅ホスピス協会 江戸東京博物館 墨田区

482 2008/6/15
シンポジウム「在宅ホスピス緩和ケアについてすみ
だの現状を死ろう」司会

第３回すみだ在宅ホスピス緩和ケア連絡会準
備会

すみだ在宅ホスピス緩和ケア
連絡会準備会

ＫＦＣホール 墨田区



６講演
SN 講演日 題 会 主催 会場 都市

483 2008/6/21 在宅ケアを行なっている施設の立場から 第一回東京がんマネジメント研究会
東京がんマネジメント研究会
ノバルティスファーマ

東京コンファレンス
センター・品川

品川区

484 2008/7/12 対談　「在宅ホスピスケアの20年を降り返って」
日本ホスピス在宅ケア研究会　全国大会 in 千
葉

日本ホスピス在宅ケア研究会 幕張メッセ 千葉市

485 2008/7/24 末期がん在宅ケアの実際
第一回ケアマネのための末期がん在宅ケア勉
強会

在宅ホスピス協会 曳船文化センター 墨田区

486 2008/7/31 在宅ホスピスの ケアマネージャの 関わり方 城東ブロック連絡会　研修会 城東ブロック連絡会
全労済在宅介護
サービスセンター

江東区

487 2008/8/2
がん診療における緩和治療医の役割～在宅ホス
ピス医より

第４回 医学生・研修医のための腫瘍内科セミ
ナープログラム

国立がんセンター、厚生労働
科学研究費補助金がん臨床
研究事業「がん医療の均てん
化に資するがん医療に携わる
専門的な知識および技能を
有する医療従事者の育成に
関する研究」班

国際研究交流会館
（国立がんセンター
内）

中央区

488 2008/9/15
シンポジウム「医療におけるヒューマニティと宗教
心」

第5回　21世紀高野山医療フォーラム
「生と死が手を結ぶには」

21世紀高野山医療フォーラ
ム

東京国際フォーラム 千代田区

489 2008/10/3 これからの在宅ホスピスケアと事前約束指示 平成20年度講演会
長崎県訪問看護ステーション
連絡協議会

アルカスSASEBO 佐世保市

490 2008/10/16 施設と在宅の ホスピスケア 第25回　みさと健和病院祭　記念講演
みさと健和病院祭り実行委員
会

みさと健和旧クリ
ニック会議室

三郷市

491 2008/10/19
ランチョンセミナー「痛みが緩和された在宅末期
がん患者－薬剤師もチームの仲間－」

第2回日本緩和医療薬学会年会 日本緩和医療薬学会 パシフィコ横浜 横浜市

492 2008/10/21 江戸川区ケアマネ勉強会
NPO法人　江戸川区ケアマネ
ジャー協会

493 2008/10/24 どうして小さな子供が死ななければならないの？ 女子学院　創立記念講演 女子学院 女子学院 千代田区

494 2008/10/26 死にゆく人のスピリチュアルケアの実際 高野山スピリチュアルケアセミナー
高野山スピリチュアルケアセ
ミナー

泉ガーデンコンファ
レンスセンター

港区

495 2008/11/3 ワークショップ「終末期医療」
第4回日本プライマリ・ケア学会秋季実践セミ
ナー

日本プライマリ・ケア学会 東京都医師会館 千代田区

496 2008/11/11 在宅ホスピス20年の歴史 第２回城東緩和医療研究会 塩野義製薬 ホテルラングウッド 荒川区

497 2008/11/26 末期がん在宅ケアの実際
第三回ケアマネのための末期がん在宅ケア勉
強会

すみだ在宅ホスピス緩和ケア
連絡会

曳舟文化センター 墨田区

498 2008/12/6 ホスピスケアをいま、もう一度考えてみよう 第５回三重中勢緩和ケア研究会
七栗緩和ケアセミナー
大塚製薬工場

三重県総合文化セ
ンター

津市

499 2008/12/19
私たちの町の緩和ケアと地域連携～在宅死率
20％の理由～

第2回東東京緩和ケアネットワーク講演会

東東京緩和ケアネットワーク
ヤンセンファーマ株式会社
塩野義製薬株式会社
武田薬品工業株式会社

聖路加国際病院 中央区



６講演
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500 2009/1/10 「その人らしく生きるとは」
がん医療の均てん化推進事業　　　在宅緩和ケ
ア講演会

広島県
広島国際会議場ヒ
マワリ

広島市

501 2009/1/24 これからの在宅ホスピス 第４回西多摩緩和ケア研究会
西多摩医師会
西多摩緩和ケア研究会
大日本住友製薬株式会社

青梅市立総合病院 青梅市

502 2009/1/25 スピリチュアルケア―死に逝く人へのケアの真髄 高野山スピリチュアルケアセミナー
高野山スピリチュアルケアセ
ミナー

ＡＰ浜松町 港区

503 2009/2/8 シンポジウム「在宅での看取りを経験して」 みんなで考えよう　すみだ在宅緩和ケア
すみだ在宅ホスピス緩和ケア
連絡会

すみだリバーサード
ホール

墨田区

504 2009/2/15 在宅での麻薬使用でのポイント 平成20年度第2回多摩第三地区研修会 東京都薬剤師会北多摩支部 フォレストイン昭和館 昭島市
505 2009/2/17 在宅ホスピスケア20年の歩みとこれから 第８回成城内科在宅医療勉強会 ヤンセンファーマ株式会社 北沢区民会館別館 世田谷区

506 2009/3/8 死に逝く人のスピリチュアル・ケアの実際
第10回東京・生と死を考える会　在宅ホスピス
協会

在宅ホスピス協会
ニコラ・バレ９階会
議室

千代田区

507 2009/3/20
がん患者における在宅ケア(Home hospice
care)

第7回日本腫瘍学会学術集会 日本腫瘍学会 名古屋国際会議場 名古屋市

508 2009/4/18 特別講演　在宅におけるホスピスケア 社団法人埼玉県看護協会第9支部総会
社団法人埼玉県看護協会第
9支部

越谷市中央市民会
館

越谷市

509 2009/4/23 医療の動向と緩和ケア～癌医療を中心に
平成21年度　201・一般病棟に生かす緩和ケ
ア

社団法人日本看護協会神戸
研修センター

神戸研修センター 神戸市

510 2009/5/23
基調講演　患者と家族の希望をかなえる在宅ホス
ピスケア　－なぜ家なのか－

第7回ペイシェント・アクティブ・フォーラム
がんのトータルケア　－緩和ケアと統合医療に
ついて考える－

特定非営利法人ジャパン・
ウェルネス主催

砂防会館別館 千代田区

511 2009/5/28 在宅緩和医療に対するMRの知識向上 社内勉強会 ヤンセンファーマ株式会社
ヤンセンファーマ株
式会社本社

千代田区

512 2009/6/12 講演会　在宅ホスピスケア20年の歩みとこれから 講演会　『よりよい地域医療連携をめざして』
医療法人財団古宿会水戸中
央病院、医療法人財団いばら
き会　いばらき診療所

センチュリープラザ
那珂

那珂市

513 2009/6/20 スピリチュアルケアの実際 恵和会特別講演

慈恵看護学校・慈恵第三看
護専門学校・慈恵青戸看護
専門学校・慈恵柏看護専門
学校　同窓会恵和会

慈恵大学中央講堂 港区

514 2009/7/2
患者・家族の希望を叶える在宅・施設ホスピスケ
ア

NPO法人スウェーデン認知研究所かつしか
公開セミナー　生涯にわたって安心して暮らせ
る地域づくり

NPO法人スウェーデン認知
研究所かつしか

かつしかシンフォ
ニーヒルズ

葛飾区

515 2009/7/25
特別講演　『Palliative Care Clinic』－患者・家
族の視点に立った地域緩和ケアネットの構築－

第2回岸和田緩和ケア地域ネットワーク研究会 帝京内科医会
ホテルレイクアルス
ター泉大津

泉大津市

516 2009/9/20
Palliative Care Clinic－患者・家族の視点に
立った地域緩和ケアネットの構築－

第3回千葉県在宅医懇話会総会基調講演 千葉県在宅医懇話会
千葉市生涯学習セ
ンター

千葉市



６講演
SN 講演日 題 会 主催 会場 都市

517 2009/10/3 患者と家族の視点に立った地域緩和ケア 在宅医療・療養の取り組みに関する研修会
草津栗東医師会、守山野洲
医師会、南部健康福祉事務
所

草津アミカホール 草津市

518 2009/10/17 死を見つめた生に触れて 東京・生と死を考える会　第3回定例会
東京・生と死を考える会、在宅
ホスピス協会

社会文化会館三宅
坂ホール

千代田区

519 2009/10/21
在宅ホスピス・緩和ケアの歴史とこれからの課題
～薬剤師の役割とは？～

第155回　下谷薬学研修会
下谷薬剤師会、ヤンセン
ファーマ株式会社

スター貸会議室　東
上野

台東区

520 2009/10/29
Palliative Care Clinic(PCC) 患者と家族の視
点に立った地域緩和ケアネットの構築

第3回公立那珂病院・かかりつけ医緩和ケア合
同研修会

公立那珂病院 公立那珂病院 那珂市

521 2009/11/3
在宅ホスピス－最期まで自分らしく－～望むケアを
手にするために知っておきたいこと

第21回イデアフォー総会講演会 イデアフォー
東京ウィメンズプラ
ザ・ホール

渋谷区

522 2009/11/20 特別講演　在宅でのホスピスケアとは？ 新川地域在宅医療療養連絡協議会　講演会
新川地域在宅医療療養連絡
協議会、株式会社大塚製薬、
明祥株式会社

ホテルグランミラー
ジュ

魚津市

523 2009/11/23 シンポジウム　実践からの学びと展望　座長 第6回　21世紀高野山医療フォーラム
21世紀高野山医療フォーラ
ム　高野山大学

高野山大学
伊都郡高
野町

524 2010/2/26
その人らしさを支え、生活をつなぐ退院支援①～
在宅ホスピスの現場から～

その人の生活をつなぐ退院支援－病棟からは
じめる地域連携－

社団法人日本看護協会 神
戸研修センター

神戸研修センター 神戸市

525 2010/3/22 在宅の立場から
NPO法人高知がん患者会一喜会　7周年記念講演
「思いを共有する地域からの声　宮城・大阪・高知」

NPO法人高知がん患者会一
喜会

高知市文化プラザ
かるポート

高知市

526 2010/5/8
在宅ホスピスケアの現在と未来－在宅ケアに必要
な地域の仕組み作り―

このまちで暮らす会
主催：このまちで暮らす会、共
催：市民の医療ネットワークさ
いたま

さいたま市・産業文
化センター

さいたま
市

527 2010/5/12
「患者と家族の希望をかなえる在宅ホスピスケア
―なぜ家なのか―」

国際母子カンファレンス 国立国際医療センター
国立国際医療セン
ター

新宿区

528 2010/5/13 在宅緩和ケアを専門とする診療所の活動の実際
第1回国立がんセンター在宅緩和ケア連携カ
ンファレンス

国立がん研究センター
国立がん研究セン
ター

中央区

529 2010/5/22
特別講演　在宅緩和ケアにおけるチームアプロー
チ

第2回在宅ケア研究会 山形在宅ケア研究会 山形国際ホテル 山形市

530 2010/5/28
ひとり暮らしの末期がん患者を支えるための在宅
ホスピスケア

在宅ホスピス協会　事例検討会 在宅ホスピス協会 江戸東京博物館 墨田区

531 2010/6/6 在宅ホスピスケア 生と死を考える会・会津 生と死を考える会・会津
会津若松
市

532 2010/9/18 家で生きることの意味 - 地域で支える緩和ケア - 「和泉のがんケア」講演会
桃山学院大学地域連携研究
プロジェクト「和泉市における
がんケアの研究」

桃山学院大学 和泉市

533 2010/9/21
末期がん患者に診療所は何ができるか？
緩和ケア診療所（PCC）“パリアン”の理念と実績

墨東病院　職員研修会 東京都立墨東病院 東京都立墨東病院 墨田区



６講演
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534 2010/9/26
家で生きることの意味－地域で支える在宅緩和ケ
アー

第4回緩和医療薬学会　市民公開講座 日本緩和医療薬学会 鹿児島県医師会館 鹿児島市

535 2010/9/30 がんになっても彷徨わないために 保健同人社健康教室 保健同人社 保健同人社 千代田区
536 2010/10/7 緩和ケア（在宅医療）の現状と今後 がんパネル展　講演会 墨田区 墨田区役所 墨田区

537 2010/11/13 スピリチュアル・ペイン 第37回青森在宅緩和ケア懇話会
日本ベーリンガーインゲルハ
イム株式会社

青森グランドホテル 青森市

538 2010/11/26 質を担保しての量を拡大する試み Pallium創立１０周年記念感謝会 医療法人社団パリアン

539 2010/11/28 死をみつめた生に触れて バプテスト緩和ケア勉強会
（財）日本バプテスト連盟医
療団

メルパルク京都 京都市

540 2010/12/16 地域緩和ケアネットワークの構築
2010年度 後期　開講コース
「医療と介護の融合―２０１２年への新しい動
き」

国際医療福祉大学大学院
乃木坂スクール

国際医療福祉大学
大学院（青山キャン
パス）

港区

541 2011/1/23 在宅医療と緩和ケア～がん医療のこれから 日本医師会市民フォーラム 日本医師会 日本医師会大講堂 文京区

542 2011/1/27
順天堂大学付属病院からの依頼症例についての
解析－在宅ホスピスの現状と展望

第7回拡大キャンサーボード
順天堂医院がん治療セン
ター

順天堂大学10号館
1階

文京区

543 2011/2/19
キリスト教学校教育同盟関東地区カウンセリン
グ研修会

キリスト教学校教育同盟関東
地区

聖学院中学校・高
等学校

北区

544 2011/2/25 在宅ホスピスケア 桜実会講演会 NPO法人　桜実会 NPO法人　桜実会 町田市

545 2011/3/12 ひとり暮らしでも最後まで家で NPO法人あこも設立記念講演会
NPO法人すみだ在宅ホスピ
ス緩和ケア連絡会あこも

曳舟文化センター 墨田区

546 2011/3/20
在宅末期がん患者をチームで支える～在宅ホスピ
スケアは急性期医療～

第１回神戸在宅ホスピスネットワーク研究会
市民公開講座「在宅ホスピスのすすめ」

神戸在宅ホスピスネットワーク
研究会

神戸国際会館 神戸市

547 2011/5/12 緩和ケアチームを機能させるために 日本医師会生涯教育講座
東京都医師会・田辺三菱製
薬株式会社

新宿明治安田生命
ホール

新宿区

548 2011/5/13 独居がん患者の在宅での看取り 第7回在宅緩和ケア講習会 国立長寿医療研究センター
国立長寿医療研究
センター

大府市

549 2011/5/16 在宅ホスピスケアの現場から 成田赤十字病院研修会 成田赤十字病院 成田赤十字病院 成田市

550 2011/6/3
危機的状況下のスピリット・スピリチュアルペインと
その癒し

平成23年度緩和ケア講演会
吉川中央総合病院緩和ケア
委員会

吉川中央総合病院 吉川市

551
2011/6/18～

19

在宅ホスピス医が現場から学んだスピリチュアル
な痛み
パネルディスカッション：「生きる力、活かす力」

臨床パストラル教育研究センター　第14回全
国大会

臨床パストラル教育研究セン
ター

日本教育会館 千代田区

552 2011/7/10
在宅医療での看取りをしているクリニック川越の
取り組みから学ぶ

埼玉民医連2011年度第20回学術集談会
医療生協さいたま本部事業
部

埼玉協同病院 川口市

553 2011/9/16 婦人科がんの在宅緩和ケア 第10回多摩産婦人科臨床腫瘍研究会
多摩産婦人科臨床腫瘍研究
会

三鷹産業プラザ7階
701会議室

三鷹市

554 2011/9/25 在宅医療のいまとこれから
株式会社フロンティアファーマシー設立全社集
会

株式会社フロンティアファーマ
シー

エイジス本社第2ビ
ル4階大会議室

千葉市



６講演
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555 2011/9/26
墨田区における在宅ホスピス緩和ケアネットワーク
について

平成23年度墨田区保健衛生協議会　医療連
携分科会（第2回）

墨田区保健衛生協議会
墨田区役所３階３１
会議室

墨田区

556 2011/10/18 いのちのことで思い悩むな 青山学院大学礼拝
青山キャンパスガウチャー記
念礼拝堂

青山キャンパスガウ
チャー記念礼拝堂

港区

557 2011/10/19 地域緩和ケアの普及と地域連携 第12回在宅ネットワークを考える会 ファイザー株式会社 目黒雅叙園 目黒区

558 2011/11/15 在宅緩和ケアにおける地域連携 南区医師会学術講演会
南区医師会
塩野義製薬株式会社

南区メディカルセン
ター

横浜市

559 2011/12/17 在宅緩和ケアにおける地域連携 シルバー＆ヘルスケア戦略特別セミナー
株式会社新社会システム総
合研究所

SSKセミナールーム 港区

560 2011/12/18 がん患者の在宅医療について ＨＩＰ（Home Infusion Pharmacy)研究会
ＨＩＰ（Home Infusion
Pharmacy)研究会

エーザイ株式会社
別館

文京区

561 2012/1/21 在宅緩和ケア 平成23年度「多摩緩和ケア実践塾」 多摩緩和ケア実践塾
立川駅南口アレア
ホール

立川市

562 2012/1/28 在宅ホスピス医の立場から
心と体総合支援センター開設記念シンポジウ
ム

千葉県がんセンター
淑徳大学看護学部
1階大講義室

千葉市

563 2012/1/28 オピオイドを用いた在宅での疼痛緩和の実際 第2回京都桂病院在宅緩和ケア講演会
京都桂病院・塩野義製薬株
式会社

京都リサーチパーク 京都市

564 2012/2/14 在宅緩和ケアにおける医療連携 緩和ケア勉強会
岩手県立磐井病院／塩野義
製薬

岩手県立磐井病院 一関市

565 2012/2/15
在宅での緩和ケア－病院との連携に焦点をあてて
－

三井記念病院在宅医療講演会 三井記念病院 三井記念病院講堂 千代田区

566 2012/3/12
住み慣れた地域で最後まで暮らし続けるための
医療・介護・看護サービス連携について

24時間在宅ケアフォーラム　シンポジウム 24時間在宅ケア研究会 新宿住友ホール 新宿区

567 2012/6/7 在宅緩和ケア－なぜ家なのか 平成24年度在宅医療研修会 埼玉県・埼玉県医師会
埼玉県県民健康セ
ンター

さいたま
市

568 2012/6/17 spiritual well being 第3回パースセミナー
乳がんと心について考える
パース

国際物流総合株式
会社セミナールーム

中央区

569 2012/7/7 がんの医療～最前線の話を聞こう～
第六回キャンサーコネクト株式会社ソーシャル
ブレイン・セミナー

キャンサーコネクト株式会社
五反田文化セン
ター

品川区

570 2012/7/14 最期まで家で暮らせるまちづくり
北海道・東北地区訪問看護ステーション連絡
協議会合同研修・交流会

北海道・東北地区訪問看護
ステーション連絡協議会

函館五島軒 函館市

571 2012/7/27
がん治療 ホスピス・緩和ケア 緩和ケア専門診療
所 地域Network

居宅介護支援部会員研修会
葛飾区介護サービス事業者
協議会居宅介護支援部会

男女平等推進セン
ター多目的ホール

葛飾区

572 2012/8/26 在宅緩和ケアの哲学 第一回在宅緩和ケア特別講演会
在宅医療連携拠点事業事務
局　ホームホスピスひばりクリ
ニック

はばたきホール 生駒市

573 2012/9/1 緩和ケアについて知ろう
平成24年度緩和ケア講演会　「緩和ケア」市
民公開講座

宮城県仙南保健所・仙南地
区在宅ホスピスケア連絡会

えずこホール（仙南
芸術文化センター）

宮城県柴
田郡



６講演
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574 2012/10/6 在宅医と訪問看護師の協働のコツ 岩手県訪問看護ステーション協議会研修会
岩手県訪問看護ステーション
協議会

ふれあいランド岩手 盛岡市

575 2012/10/11 在宅ホスピスケアと医の原点 医学序論連続講座「医の原点」2012シリーズⅫ 東京大学医学部 鉄門記念講堂 文京区

576 2012/11/9 在宅緩和ケア充実のための地域連携
枕崎市医師会・南薩医師会・
サザンリージョン病院

南薩地域地場産業
振興センター

枕崎市

577 2012/11/17 がんになっても安心して地域で過ごす 世田谷区講演会 世田谷保健所健康推進課 烏山区民会館 世田谷区

578 2013/1/20 墨田区の医療システム：在宅緩和ケア事業 墨田区民医療フォーラム すみだ医師会
すみだリバーサイド
ホール

墨田区

579 2013/2/28 在宅緩和ケアに必要なチームアプローチ 広島プライマリ・ケア研究会 広島プライマリ・ケア研究会 広島医師会館 広島市

580 2013/3/8 在宅ホスピスケアと医の原点 第11回がん講演会 佐賀県立病院好生館
佐賀県立病院好生
館

佐賀市

581 2013/3/16 在宅緩和ケア充実のため地域連携 第22回愛知県三河緩和医療研究会 愛知県三河緩和医療研究会
刈谷市総合分化セ
ンター

刈谷市

582 2013/3/24 医の原点に立ち返る在宅ホスピスケア 在宅ホスピスケア講演会
医療法人徳島往診クリニック
付属在宅医療連携拠点事業
所ハートホーム

ホテルクレメント徳
島

徳島市

583 2013/4/26 在宅ホスピスケアと医の原点 スピリチュアルケア研究講演会
聖学院大学総合研究所　カウ
ンセリング研究センター

聖学院大学 上尾市

584 2013/6/14 在宅ホスピス・緩和ケア 充実のための病診連携 墨東病院　緩和ケア委員会　学習会 墨東病院　緩和ケア委員会 都立墨東病院 墨田区

585 2013/6/21
シンポジウム１　いきいきと生き、幸せに逝くために
基調講演

第18回日本緩和医療学会学術大会 日本緩和医療学会 パシフィコ横浜 横浜市

586 2013/7/20 在宅ホスピスの現場から見た医の原点 2013年度宗教対話プログラム 日本クリスチャン・アカデミー 日本キリスト教会館 新宿区
587 2013/8/6 在宅医療における疼痛緩和 大鵬薬品勉強会 大鵬薬品

588 2013/8/20
末期がん患者の在宅ケアにおける病院と診療所
の連携

福島県立医科大学附属病院 臨床腫瘍セミ
ナー実績報告

東北がんプロフェッショナル養成
プラン／福島県立医科大学附属
病院臨床腫瘍センター

福島県立医科大学
病院

福島市

589 2013/8/31
チームによる在宅ホスピスケアの実践
～心に残る出会いと別れ～

第２回医療法人社団パリアン公開講演会「が
ん患者の在宅ホスピスケア」出版記念

医療法人社団パリアン ＫＦＣホール 墨田区

590 2013/9/14 在宅緩和ケアと医の原点 第7回日本緩和医療薬学会年会 日本緩和医療薬学会 幕張メッセ 千葉市

591 2013/9/28 教育講演：在宅ホスピス協会が目指したもの 日本在宅ホスピス協会全国大会in浜松 日本在宅ホスピス協会
ホテルコンコルド浜
松

浜松市

592 2013/10/5 在宅ホスピスケアと医の原点 松山ベテル後援会主催講演会 松山ベテル後援会 松山市
593 2013/10/14 地域緩和ケアにおける薬剤師の役割 日本社会薬学会第32年会 日本社会薬学会 昭和薬科大学 町田市

594 2013/11/29 こころに残る出会いと別れ
平成25年度地域緩和ケア推進事業　在宅緩
和ケア講演会

市立三次中央病院 CCプラザホール 三次市

595 2014/1/18
こころに残る出会いと別れ～在宅ホスピスケアの
現場から

宮城県仙南保険福祉事務所　市民講座
宮城県仙南保険事務所
仙南地区在宅ホスピスケア連
絡会

オーガ（駅前コミュ
ニティセンター）

宮城県柴
田郡大河
原町



６講演
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596 2014/2/8 チームとしてのホスピスケアの実践 武蔵野タワーズ団地管理組合講演会
武蔵野タワーズ団地管理組
合

武蔵野タワーズスカ
イゲートタワー

武蔵野市

597 2014/2/11 ホスピスケアと医の原点
船橋南部在宅療養研究会　第6回公開セミ
ナー～在宅における褥瘡・緩和ケア～

船橋南部在宅療養研究会・
久光製薬株式会社・協和発
酵キリン株式会社

クロスウェーブ船橋 船橋市

598 2014/2/15 在宅ホスピスの現状と課題－在宅医の立場から－
がん看護国際セミナー「在宅緩和ケアにおける
高度がん看護実践と課題」

2013年度聖路加看護大学
がんプロフェッショナル支援
事業

聖路加看護大学 中央区

599 2014/3/5 自宅で自分らしく　いのちを全うする 市川市平成25年度在宅医療推進セミナー 市川市 行徳文化ホール 市川市

600 2014/3/15 痛みから解放された、がん患者 城東地区緩和ケア講演会
協和発酵キリン株式会社・久
光製薬株式会社

第一ホテル両国 墨田区

601 2014/3/23 在宅ホスピスケアと医の原点 在宅医療・在宅看護教育センター講演会
山形大学　在宅医療・在宅看
護教育センター

山形大学医学部 山形市

602 2014/7/12
地域包括支援センターケアシステムにおける医師
と看護師の役割―医師の立場から

地域包括ケア研修会 大島郡医師会 大島郡医師会館 奄美市

603 2014/7/13 できるだけ家で過ごしたい 在宅医療推進フォーラム～市民公開講座～
奄美市・名瀬保健所・大島郡
医師会

奄美市名瀬公民館 奄美市

604 2014/9/6 末期がん患者に対する病院医療と在宅医療 第９回庄内緩和医療研究会 庄内緩和医療研究会 日本海総合病院 酒田市
605 2014/9/27 在宅ホスピスケアと医の原点 第27回静岡緩和ケア研究会 静岡緩和ケア研究会 山口駅前ビル 静岡市

606 2014/10/16 末期がん患者に対する病院の医療・在宅の医療
第12回川崎北部地域連携がん治療・緩和ケ
アの会

川崎北部地域連携がん治
療・緩和ケアの会

聖マリアンナ医科大
学病院

川崎市

607 2014/12/6 できるだけ家で過ごしたい
沖永良部地区在宅医療講演会「できるだけ家
で過ごしたい」～これからの島での看取りにつ
いて考えよう

大島郡医師会・知名町・和泊
町

おきえらぶ文化ホー
ルあしびの郷・ちな

大島郡知
名町

608 2014/2/9 末期がん患者に対する栄養管理
平成25年度　管理栄養士専門分野別人材育
成事業　がん専門管理栄養士　モデル研修会

公益社団法人　日本栄養士
会

晴海グランドホテル 中央区

609 2015/1/10 看取りのケア・デスエデュケーション(DE) 緩和ケア訪問看護師教育プログラム

聖路加看護大学大学院研究
科がん看護緩和ケア領域・緩
和ケア訪問看護ステーション
連絡会

聖路加国際大学本
館

中央区

610 2015/2/14 在宅ホスピスケアと医の原点 平成26年度在宅緩和ケア講演会 広島県緩和ケア支援センター
福山市医師会館講
堂

福山市

611 2015/3/13
あなたの希望をかなえる医療～最期まであなたと
いる～

日野市介護人材育成事業講演会 日野市社会福祉協議会
日野市市民の森ふ
れあいホール

日野市

612 2015/3/21
できるだけ家で過ごしたい～地域で支えるシマの
暮らし～　基調講演

徳之島在宅医療推進フォーラム
徳之島保健所・大島郡医師
会・徳之島町・伊仙町・天城
町

徳之島町文化会館
大島郡徳
之島町

613 2015/4/12 在宅ホスピスの 実際と展望 阿部クリニック 阿部クリニック いわき市
614 2015/5/27 在宅ホスピスケアと医の原点 イブニングセミナー 日本機会学会 明治大学 千代田区



６講演
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615 2015/6/30 在宅ホスピスケアと医の原点
第1回北里大学医学部・病院倫理委員会特別
講演会

北里大学医学部・病院倫理
委員会

北里大学 相模原市

616 2015/7/11 在宅ホスピスケアと医の原点 第9回諏訪在宅医学懇談会学術講演会 MSD株式会社 諏訪赤十字病院 諏訪市

617 2015/7/25
在宅ホスピス医25年の経験～死の前後に起こる
不思議なできごと～

第3回パリアン公開講演会 ボランティアグループパリアン 亀戸教会 江東区

618 2015/8/20
在宅ホスピス医師の視点からの社会的苦痛につ
いて

がんと暮らしを考える会　８月定期会
NPO法人　がんと暮らしを考
える会

港区立商工会館 港区

619 2015/9/26 在宅医療と薬局薬剤師の連携の在り方
第9回日本薬局学会学術総会　ランチョンセミ
ナー

日本薬局学会　セミナー共
催：塩野義製薬

パシフィコ横浜 横浜市

620 2015/10/17
シンポジウム「東東京の地域連携の実情につい
て」

第7回東東京緩和ケアネットワーク講演会
東東京緩和ケアネットワーク・
ヤンセンファーマ株式会社

東京医科歯科大学 文京区

621 2015/10/18 地域連携と治療・療養の場の選択 緩和ケア研修会 東京逓信病院 東京逓信病院 千代田区

622 2015/11/14
ひとり暮らしは明日のわが身～さいごまで家での
暮らしをつらぬく方法～

広島YWCA　地域貢献事業講演会 広島YWCA
日本キリスト教団
広島主城教会

広島市

623 2015/11/15 「死の看取り」を支える聖書のみ言葉 広島牛田教会　特別礼拝 広島牛田教会 広島牛田教会 広島市

624 2015/11/21
死の前後に経験する不思議なできごと―在宅ホ
スピス医25年の経験から―

第20回日本心療内科学会総会・学術大会　市
民公開講座

日本心療内科学会
いわて県民情報交
流センター

盛岡市

625 2015/11/29 在宅緩和ケアを始める薬局のために
第5回医療安全セミナー～在宅医療における
医療安全対策～

福岡県薬剤師会 アクロス福岡 福岡市

626 2015/12/5 「在宅医療」知っていますか？ 高齢社会をよくする女性の会　講演会
高齢社会をよくする女性の
会・広島

広島県民文化セン
ター

広島市

627 2016/1/23 ～緩和ケアの原点～ホスピスケアの心 南部町在宅医療講演会
南部町国民健康保険　万沢
診療所

南部町文化ホール
南巨摩郡
南部町

628 2016/2/14
ひとり暮らしは明日のわが身～さいごまで家での
暮らしをつらぬく方法～

岡山県在宅医療連携拠点事業　第4回市民公
開講座

岡山県井原市
アクティブライフ井
原メルヘンホール

井原市

629 2016/2/19 在宅ホスピスケアと医の原点 第15回がん緩和・支持療法研究会 協和発酵キリン
泉ガーデンコンファ
レンスセンター

港区

630 2016/3/13 在宅医療の推進
がん研究振興財団　公開セミナー「高齢者のが
ん―本当に今の治療で良いのか―」

公益財団法人がん研究振興
財団

国際研究交流会館 中央区

631 2016/5/8 「ひとり暮らしのがん患者の疼痛管理」 HIP研究会平成28年度総会&特別講演 HIP研究会
星薬科大学 百年記
念館

品川区

632 2016/5/14
「家で最期を過ごすために」“家で看取った25年
の経験から”

第4回パリアン公開講演会 ボランティアグループパリアン
本所地域プラザ
BIG SHIP

墨田区

633 2016/5/18 相談外来での問題事例とその対処 沖縄県在宅緩和医療研究会　講演会 塩野義製薬 沖縄医師会館
沖縄県島
尻郡南風
原町



６講演
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634 2016/6/29,30

①Institutional enviroment design and
improvement for senior residents, ②The
practice and experience in hospice
service from Japan, ③How to promote
and make progress in practice in hospice
service, ④The practice and experience on
day care service for elderly

ホスピスケア・トレーニングセミナー 愛徳基金会
中国・南
京市

635 2016/7/3 在宅緩和ケアにおけるモルヒネ持続皮下注射
全国在宅療養支援診療所連絡会第4回全国
大会　セミナー

全国在宅療養支援診療所連
絡会

愛知県産業労働セン
ター　ウインクあいち

名古屋市

636 2016/7/6
在宅で最期まで支えていくために-医療と介護の
連携と家族支援-

地域包括ケア推進３市合同研修会

武蔵野市・小金井市・西東京
市による老人福祉施設共同
利用事業運営協議会、社会
福祉法人至誠学舎東京

武蔵野スィングホー
ル

武蔵野市

637 2016/7/17 老いと死の恵み 日本キリスト教団西中国教区　講演 日本キリスト教団西中国教区 ホテルかめ福 山口市

638 2016/7/30
在宅ホスピスとは ～ 一人暮らし、
　　明日はわが身（在宅医として）

にいがた発！在宅ホスピスケアボランティア講
座　第１回 普及・啓発セミナー
住み慣れた家で最期まで生きるために

斎藤内科クリニック
県立生涯学習推進
センターホール

新潟市

639 2016/9/3 老いと死に打ち克つ知恵の勧め NHKカルチャー NHK文化センター
NHK文化センター
青山教室

港区

640 2016/9/10
病なかばなのに、医師から治療中止を宣告された
患者さんと家族へのアドバイス-医療者はその苦し
みとどう向き合うべきか-

八幡薬剤師主催講演会 八幡薬剤師会 八幡市

641 2016/9/22
わが国の高齢者問題・ホスピス緩和ケア・わが国
の在宅緩和ケア・パリアン紹介・HHCのこれから
の課題

中国公益事前項目　交流展示会
Chaina Charity Fair

中国公益事前項目　交流展
示会　組織委員会
Chaina Charity Fair
Organizing Committee

深セン会展中心
中国・深
セン市

642 2016/10/4
在宅でのホスピスケア―どのようにして家で穏や
かに死ねるか―

愛恵福祉支援財団　公開講座 愛恵福祉支援財団 北とぴあ 北区

643 2016/10/7
ひとり暮らしでも最後まで安心して家で過ごすに
は

第5回パリアン公開講演会 ボランティアグループパリアン
すみだリバーサイド
ホール

墨田区

644 2016/10/10 自宅で穏やかな最期を迎える知恵 生涯医療ネットワーク　シンポジウム 生涯医療ネットワーク 柏市中央公民館 柏市

645 2016/10/20
最後まで寄り添うがん治療　在宅医療と苦痛緩和
の立場から

第54回日本癌治療学会学術集会　シンポジウ
ム05

日本癌治療学会 パシフィコ横浜 横浜市

646 2016/10/22
「在宅医療」知っていますか？～家で最期まで療
養したい人に～

第32回尾道市御調地区健康福祉展 公立みつぎ総合病院
公立みつぎ総合病
院

尾道市

647 2016/10/27
「在宅医療」知っていますか？～家で最期まで療
養したい人に～

第13回広島赤十字・原爆病院病診連携研修
会

広島赤十字・原爆病院
広島赤十字・原爆
病院

広島市

648 2016/10/28 おひとり様の在宅死－なぜ家か？－ 広島YWCA2016地域貢献事業 広島YWCA
サテライトキャンパス
ひろしま

広島市
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649 2016/11/5
在宅ホスピスケア（概論）
死にゆく過程、患者の心理

にいがた　ボランティアセミナー 斎藤内科クリニック
県立生涯学習推進
センターホール

新潟市

650 2016/11/15 いのちのことで思い悩むな キリスト教強調週間特別講演 広島女学院中・高等学校
広島女学院中・高
等学校

広島市

651 2016/11/17
治癒・延命不能のがん患者。
彼らはどこに行けばよいのか？
-在宅緩和ケアの普及に関する課題-

第14回千葉県緩和ケア地域連携研究会
千葉緩和ケア地域連携研究
会/塩野義製薬株式会社

京葉銀行 文化プラ
ザ

千葉市

652 2016/11/19 家でも受けられる緩和ケア がんサロンSAKURA 墨田区 墨田区役所 墨田区

653 2016/12/11
在宅緩和ケアを担う診療所
　-緩和ケア充実診療所の制度的意義-

文部科学省事業 がんプロフェッショナル養成
基盤推進プラン「高度がん医療開発を先導す
る専門家の養成」
国際医療福祉大学大学院　多職種大学院間の
合同ワークショップ「がんと地域包括ケア～政
策と現場におけるギャップ・課題～」

国際医療福祉大学大学院
がんプロ事務局

国際医療福祉大学
大学院 東京青山
キャンパス

港区

654 2017/1/17 在宅がん患者における困難事例 広島県国民健康保険団体連合会　研修会
広島県国民健康保険団体連
合会

福山すこやかセン
ター

福山市

655 2017/1/28 在宅緩和ケア医の視点から
日本財団在宅看護センター起業家育成事業
公開講座

笹川記念保健協力財団 日本財団ビル 港区

656 2017/2/4 愛する人たちへ…最期は家で… 第6回パリアン公開講演会 医療法人社団パリアン
東京大学医学部
鉄門記念講堂

文京区

657 2017/2/14
在宅での看取り、ホスピス医として心がけているこ
と

杉並・中野・新宿３区合同産婦人科医会学術
講演会

杉並・中野・新宿３区合同産
婦人科医会

杉並区医師会館 杉並区

658 2017/6/1 穏やかな死を迎えるために 2017年度　愛恵福祉支援財団　公開講座 愛恵福祉支援財団 北とぴあ 北区

659 2017/6/1
がん患者に対する病診連携
～緩和ケア充実診療所の歴史的意義～

第14回横浜・川崎がん病病連携会講演会 横浜・川崎がん病病連携会 広島県国保会館 広島市

660 2017/6/13 老いと死を恵みとして生きる
日本キリスト教団　横浜地区婦人委員会　地区
講演

横浜地区婦人委員会
日本キリスト教団
蒔田教会

横浜市

661 2017/6/15
がん患者の在宅緩和ケア～相談外来での問題症
例

平成29年度広島県在宅保健福祉活動者の会
第1回研修会

広島県国民健康保険団体連
合会

広島市

662 2017/7/30 老いを生き、死を迎えるということ 臨床宗教者プロジェクト　公開講演 臨床宗教者プロジェクト
日本キリスト教団
洛南教会

京都市

663 2017/8/20 おひとりさまががんになったときの心構え ジャパンキャンサーフォーラム
認定NPO法人キャンサーネッ
トジャパン

コングレスクエア日
本橋

中央区

664 2017/9/23
我が国における 在宅ホスピスケアの 過去、現在、
未来－日本在宅ホスピス協会が目指したもの－

日本在宅ホスピス協会 日本在宅ホスピス協会
たましんRISURU
ホール

立川市

665 2017/9/27 (演題不明） 九州医療センターフォーラム 九州医療センター
九州医療センター
講堂

福岡

666 2017/10/3 在宅緩和ケアの実際
平成29年度第１回医療社会事業従事者研修
会

　東京都福祉保健局医療政
策部医療人材課

都庁第１本庁舎５階
大会議場

新宿区



６講演
SN 講演日 題 会 主催 会場 都市

667 2017/10/10 在宅緩和ケアの現状と課題 ZTE朝食会 ZTE朝食会 楓林 文京区

668 2017/10/12
ホスピスケアと医の原点
－在宅ホスピス医になって気づいたこと－

NHK大学セミナー　弘前大学 NHK青森放送局、弘前大学
弘前大学創立５０周
年記念会館

弘前市

669 2017/10/16 在宅緩和ケアの歴史と最新治療 テルモ㈱社内講演会 テルモ㈱ テルモ東京オフィス 新宿区
670 2017/10/20 地域包括ケアにおける、緩和ケア提供の問題 板橋区医師会学術部　学術講演会 板橋区医師会 板橋区医師会館講堂 板橋区

671 2017/10/22 最期まで寄り添う在宅緩和医療
第55回日本癌治療学会学術集会　市民公開
講座

第55回日本癌治療学会学術
集会

パシフィコ横浜 横浜市

672 2017/11/4 患者とその家族に貢献する医療 NHK大学セミナー　東北医科薬科大学
NHK仙台放送局、東北医科
薬科大学

東北医科薬科大学
70周年記念講堂

仙台市

673 2017/11/5
ホスピスケアと医の原点－ホスピス医になって気
づいたこと－

がん哲学外来小金井メディカルカフェ特別講
演会

がん哲学外来小金井メディカ
ルカフェ

小金井福音キリスト
教会

小金井市

674 2017/11/12 在宅ホスピスケアと医の原点
675 2017/11/14 死を看取るために家族に必要なこと 2017年度愛恵福祉支援財団　公開講座 愛恵福祉支援財団 北とぴあ 北区
676 2017/11/21 在宅緩和ケア－自宅での看取り－ 小岩地区ケアマネ連携の会 小岩地区ケアマネ連携の会 小岩区民館 江戸川区

677 2017/11/24 在宅ホスピスケアの過去現在未来 東京青年医会　早朝勉強会 東京青年医会
新宿京王プラザホ
テル

新宿区

678 2017/11/30 がんになって家で死ぬということ かがやき介護スクール 浴風会ケアスクール
かがやきプラザ研
修センター

千代田区

679 2017/12/9 死を教える　終末・臨死期のDeath Education 安曇野緩和ケアを勧める会 安曇野緩和ケアを勧める会
安曇野スイス村サン
モリッツ

安曇野市

680 2018/1/19 死を看取るために家族に教えること
平成29年度第3回在宅医療・介護連携推進研
修会

古河市
生涯学習センター
総和とねミドリ館

古河市

681 2018/2/19
在宅緩和ケアにおけるオピオイドの実践的、応用
的な使用方法

ツナガルLIVE 1st 塩野義製薬 Web配信

682 2018/2/22 ホスピスケアの過去・現在・未来 杏雲堂病院講演会 杏雲堂病院 杏雲堂病院 千代田区
683 2018/3/1 看取りの心得 有隣ホーム講演会 有隣ホーム 有隣ホーム 世田谷区
684 2018/4/26 死を受容するということ 内閣府勉強会 内閣府勉強会 浩志会事務所会議室 千代田区
685 2018/6/2 ”納得のいく死”を実現する医療 福知山市宗教者懇話会　公開講演会 福知山市宗教者懇話会 ハピネスふくちやま 福知山市

686 2018/6/30
日野原重明先生の遺言－納得死を実現するため
の医療

日野原先生記念会 ライフプラニングセンター
聖路加国際大学
日野原ホール

中央区

687 2018/7/7 在宅ホスピスケア概論 にいがた発！在宅ホスピスケアﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ講座 にいがた在宅ケアねっと
県立生涯学習推進
センター

新潟市

688 2018/7/14
老いと死を受け止める生き方とは－納得氏の実現
に向けて－

東京YWCAシニアダイヤル公開研修 東京YWCA 東京YWCA 千代田区

689 2018/10/19
医療者が知っておきたい社会保障制度－介護保
険ー

第56回日本癌治療学会学術集会　イブニング
セミナー14

第56回日本癌治療学会学術
集会・中外製薬

パシフィコ横浜 横浜市

690 2018/10/20
納得のいく死を実現する医療－日野原重明先生
は死をどう生きたか

柏市市民講演会
NPO法人ホスピスケアを広め
る会

アミュゼ柏プラザ 柏市



６講演
SN 講演日 題 会 主催 会場 都市

691 2018/11/7
納得のいく死を実現する医療　～日野原重明先生
は死をどう生きたか～

姶良地区医師会　医師の日勉強会 姶良地区医師会 姶良地区医師会館 霧島市

692 2018/11/10
納得死を実現する医療－日野原重明先生の死に
学ぶ

船橋在宅医療ひまわりネットワーク市民公開講
座「最期まで自分らしく」を考える

船橋在宅医療ひまわりネット
ワーク

船橋市保健福祉セ
ンター

船橋市

693 2018/11/11
納得のいく死を実現する医療－先達の医師の死
に学ぶ

横浜私立大学医学部祭 横浜市立大学　医学部 横浜市立大学 船橋市

694 2018/11/16
日野原重明先生のファイナルギフト～ユースエン
パワメントに向けて～

2018年度YMCA/YWCA合同祈祷集会 京都YWCA/京都YMCA 京都YWCA 京都市

695 2018/12/13
死をどのようにとらえ、受け止めたらよいのか－日
野原重明先生は死をどう生きたか

国分寺市　終活講座 国分寺市立光公民館
国分寺市立光公民
館

国分寺市

696 2018/12/16 日野原重明先生の遺言－納得死を実現する医療 広島YWCA主催講演会 広島YWCA
YMCA国際文化
ホール

広島市

697 2019/1/13
納得のいく死を実現する医療　～日野原重明先生
は死をどう生きたか～

日本在宅ホスピス緩和ケアネットワーク総会
日本在宅ホスピス緩和ケア
ネットワーク/塩野義製薬

秋篠音楽堂 奈良市

698 2019/1/16 日野原重明先生の遺言－納得死を実現する医療 「高齢社会に生きる」京都のつどい
臨床宗教者研究会/医療法
人社団パリアン

同志社大学 京都市

699 2019/2/16
納得のいく死を実現する医療　～日野原重明先生
は死をどう生きたか～

社会福祉法人松寿苑　創立40周年記念講演
会

社会福祉法人松寿苑 I・Tビル 綾部市

700 2019/2/23
生きることへの気づき「日野原重明先生は死をど
う生きたか」

南部町在宅ケア勉強会 南部町在宅ケア勉強会 南部町文化ホール
南巨摩郡
南部町

701 2019/3/31 家でお迎えを受けるために必要な知恵 わがままハウス山吹解説記念講演と座談会 一般社団法人だんだん会 スパテイオ小淵沢 北杜市

702 2019/4/12
末期がん患者の余命－患者と家族に残された期
間

東東京緩和ケアネットワーク幹事会 東東京緩和ケアネットワーク 東京医科歯科大学 文京区

703 2019/6/30 納得のいく死を実現する医療 在宅医療・介護に関する市民向け講座 古河市 中央公民館 古河市
704 2019/7/25 令和元年度全病院長会議 一般社団法人船橋市医師会 銀座アスター津田沼 習志野市

705 2019/8/31
人はどう行き、どう死ぬべきか。日野原先生のな
さったこと

第10回岐阜県在宅療養支援診療所連絡会
岐阜県在宅療養支援診療所
連絡会

朝日大学病院 岐阜市

706 2019/9/7 日野原重明先生の遺言－納得死を実現する医療 大阪YWCA講演会 大阪YWCA 大阪YWCA千里 吹田市

707 2019/9/20 いかに生き、いかに死を迎えるか 川越厚医師講演会 川越厚医師講演会を開く会
小金井宮地楽器
ホール

小金井市

708 2019/9/28
JHHAの歴史的課題　－理念の先鋭化と普遍化を
めぐって

第22回日本在宅ホスピス協会全国大会in山
梨

日本在宅ホスピス協会 アピオ甲府 甲府市

709 2019/10/10
日野原重明先生は死をどう生きたか～納得のいく
死を実現する医療～

2019年度　愛恵福祉支援財団　公開講座 愛恵福祉支援財団 北とぴあ 北区

710 2019/10/17
ホスピスケアと医の原点ーホスピス医になって気
づいたこと

緩和ケアセミナー
複十字病院･第一三共株式
会社

複十字病院 清瀬市

711 2019/10/20
納得のいく死を実現する医療　～日野原重明先生
は死をどう生きたか～

福島YWCA創立50周年記念講演会 福島YWCA コラッセふくしま 福島市



６講演
SN 講演日 題 会 主催 会場 都市

712 2019/11/2 日野原重明先生の遺言－納得死を実現する医療 キリスト者医科連盟京都滋賀部会　例会
キリスト者医科連盟京都滋賀
部会

京都YMCA 京都市

713 2019/11/26
納得のいく死を実現する医療　～日野原重明先生
は死をどう生きたか～

2019京都高齢者福祉研究大会
一般社団法人　京都府老人
福祉施設協議会

ホテルロイヤルヒル
福知山＆スパ

福知山市

714 2019/11/29 在宅緩和ケアの現状と課題 一般社団法人霞が関倶楽部 一般社団法人霞が関倶楽部 舞浜倶楽部 浦安市

715 2020/2/11 納得のいく死とは　"納得死"を実現させる医療
NPO法人スピリチュアルケア研究会ちば講演
会

NPO法人スピリチュアルケア
研究会ちば

千葉市文化セン
ター

千葉市

716 2020/2/15
納得のいく死を実現する医療　～日野原重明先生
の終活に学ぶ～

広島市西区市民公開講座 広島市西区医師会
広島県民文化セン
ターホール

広島市

717 2020/2/16 地域包括ケア推進と在宅ホスピスケア 令和元年度施設代表者等研修会
広島県看護協会・広島県看
護連盟

広島県看護協会会
館

広島市

718 2020/3/6
がんになっても、ひとり暮らしでも大丈夫～家でお
迎えを安心して受けることのできる地域づくり～

隠岐病院　緩和ケア委員会講演会 隠岐病院 隠岐病院 隠岐郡

719 2020/8/25
病院から在宅へ　オピオイドの実践的、応用的な
使用法

⼀宮在宅療養研究会 ファイザー株式会社 Web配信

720 2020/9/27 東大YMCA 東大YMCA

721 2020/10/26
ひとり暮らしは明日のわが身～お迎えは住み慣れ
た自宅で受けたい、そう願う全ての方にきいていた
だきたい話

令和2年度地域包括ケア市民講演会 厚木市
厚木市文化会館大
ホール

厚木市

722 2020/11/7 患者視点に立つ医療保険制度と医療の提供 在宅医療を考える会 ファイザー株式会社 Web配信

723 2020/12/6 (対談）
第23回日本在宅ホスピス協会全国大会in栃
木

日本在宅ホスピス協会
栃木県総合文化セ
ンター

宇都宮市

724 2021/2/27 納得死を実現する医の哲学と実際
トータルペイン緩和研究会
第8回お茶の水緩和ケアカンファレンス

トータルペイン緩和研究会 Web配信

725 2021/7/9 オピオイド 超大量使用 第46回東東京緩和ケアネットワーク講演会 東東京緩和ケアネットワーク Web配信

726 2021/10/19 独居がん終末期患者の在宅緩和ケア 第38回 城北緩和医療研究会 学術講演会 城北緩和医療研究会 Web配信

727 2021/10/30
納得のいく死を実現する医療　～日野原重明先生
はどう生きたか～

平塚YWCA講演会 平塚YWCA
平塚YWCA会館
ホール

平塚市

728 2021/11/6
緩和ケアは終わりのケア？～がん治療、緩和ケア、
グリーフケア、在宅ホスピス医として「がん患者、家
族」と関わって～

リレー・フォー・ライフ・ジャパン東京上野2021
リレー・フォー・ライフ・ジャパン
東京中央実行委員会

Web配信

729 2021/11/23 納得死を実現する医療
滋賀県世界ホスピス緩和ケアデー記念県民公
開講座

滋賀県がん診療連携協議会
緩和ケア推進部会

Web配信



７委員等
初回開催日 題　名 肩書 主催・担当

1994/4 在宅がん医療システム化研究小委員会

1994/10 在宅中心静脈栄養法マニュアル等作成委員会

1994/11 ホームヘルパー養成研修カリキュラム検討委員会

社団法人日本母性保護産婦人科医会予防医学・介護に関する委員会

2001/3/8 厚生労働省　医道審議会 臨時委員 厚生労働省医政局医事課

2002/5/31 新たな看護のあり方に関する検討会 委員 厚生労働省医政局看護課

2006/1/16
ホスピス緩和ケアスタッフの発掘・啓発研究「介護支援専門員へのホスピス緩和
ケア啓発に関する研究」委員会

委員

2006/4/25 麻薬管理マニュアル改訂検討会 委員（座長） 厚生労働省医薬食品局　監視指導・麻薬対策課

2006/5/10
平成17年度笹川医学医療研究財団助成事業
「ホスピス緩和ケアスタッフ緩和ケア啓発に関する研究」 委員会

委員 特定非営利活動法人 シルバー総合研究所

2006/8/31 社会保障審議会「後期高齢者医療の在り方に関する特別部会」 臨時委員 厚生労働省　保険局

2007/2/28 厚生科学審議会 臨時委員 厚生労働省大臣

2007/3/2 緩和医療のグランドビジョン作成に関する打ち合わせ会 委員 国立がんセンター中央病院 手術部

2007/4/18 地域住民が期待するかかりつけ医師像に関する研究会 委員 国民健康保険中央会

2007/6/13 医道審議会医師分科会医師国家試験出題基準改定部会 専門委員 医師分科会員 厚生労働省医政局医事課試験免許室

2007/6/26 在宅医療マニュアル作成委員会 委員 東京都医師会

2008/3/6 国立がんセンター中央病院との医療連携強化のための情報交換会 国立がんセンター中央病院

2008/4/1 保健同人社　電話健康相談「笑顔でヘルシーダイヤル」 指導医 株式会社　保健同人社

2008/7/10 国立がんセンター中央病院との医療連携強化のための情報交換会 国立がんセンター中央病院

2008/7/15 「安心と希望の医療確保ビジョン」具体化に関する検討委員会 委員 厚生労働省

2008/9/22
「医療における安心・希望確保のための専門医・家庭医(医師後期研修制度)のあ
り方について」

国立がんセンター中央病院　院長　土屋了介

2008/10/9 検証部会における調査表検討小委員会（後期高齢者相談支援料についての調査） みずほ情報総研㈱社会経済コンサルティング部

2009/4/5 がん対策推進協議会 委員 厚生労働省健康局総務課がん対策推進室

2010/10/4 チーム医療推進方策検討ＷＧ 委員 厚生労働省医政局医事課企画法令係

2011/8/3 がん研究助成金事業事後評価委員会 委員 厚生労働省医政局国立病院課

2012/1/1 国立がん研究センターがん対策情報センター外部委員意見交換会 委員 国立がん研究センター

2012/10/11 墨田区医療連携推進協議会 委員 すみだ医師会

2012/11/1 ホスピス緩和ケア事業　審査選考委員会 委員 公益財団法人　笹川記念保健協力財団

2014/9/18 第三次対がん総合戦略研究　外部評価委員会 委員 国立がん研究センター


