NPO Eikoh Hospice Center

第

76 回

栄光ホスピスセミナー
～下稲葉康之氏
社会医療法人 栄光会 理事長 退任記念～

「今、ホスピス緩和ケアに
想うこと」

2017.

会 場

11/25
(土)

福岡国際会議場
5F(501 会議室 )
福岡市博多区石城町 2-1

参加費

13:30-17:00

（開場 12:45)

一般

TEL.092-262-4111

3,000 円

NPO 栄光ホスピスセンター賛助会員
および学生
学生団体 (※学生 5 名以上の場合）

1,000 円

特別講演

「ホスピス緩和ケアの
こころを深める」
講師 ：

淀川キリスト教病院
理事長 ・ 名誉ホスピス長

柏木 哲夫
講

designed by Crea�ve_hat - Freepik.com

2,000 円

先生

日本におけるホスピス緩和ケアの歴史を築き
支えてこられた柏木哲夫先生、 また
下稲葉康之氏のお二人による貴重な講演を
予定しております。
ホスピス緩和ケアの真髄、 そのマインドを
しっかりと受けとめ 継承することができればと
願い、 企画いたしました。
今 この時に

もう一度

ホスピス緩和ケアの本質、
忘れてはならない大切なことを
一緒に考えてみませんか･･？

演

「ホスピス
わが人生道場」
講師 ： 社会医療法人栄光会 栄光病院
理事長 ・ 名誉ホスピス長

下稲葉 康之
2017.7.1 栄光会グループ 会長 就任 /
栄光病院 名誉ホスピス長 （継続）

【お申込み方法】
裏面の申込書をご利用の上、
Fax、E-mail などでお申込み下さい。
( 事前お申込み受付 ): 2017.4.1( 土 )
～

11.15( 水 )

「聴く心」
講師 ： モナシュ大学看護助産師学科
講師 ・ 博士

下稲葉 かおり

「ホスピス緩和ケア」
～ありがたい 『いのち』 と共に～
講師 ： 社会医療法人栄光会 栄光病院
ホスピス長

下稲葉 順一
【主催・お問い合わせ先】

当日受付
あり

NPO 法人栄光ホスピスセンター
TEL&FAX 092(931)2124
E-mail eikoh-hc@nifty.com

〒811-2232 福岡県糟屋郡志免町別府西 3-8-15 栄光病院内

【講師プロフィール】

下稲葉 康之

（社会医療法人栄光会

柏木 哲夫先生

栄光病院

理事長・名誉ホスピス長）

1963 年九州大学医学部卒業。

（淀川キリスト教病院理事長・名誉ホスピス長、大阪大学名誉教授）

1967 年医療法人古森病院に勤務しつつ、

福岡市東区にて 開拓伝道に従事し、

1965 年大阪大学医学部卒業。同大学精神神経科に 3 年間勤務し、主に
心身医学の臨床と研究に従事。その後 3 年間、ワシントン大学に留学し、
アメリカ精神医学の研修を積む。

同年香住丘キリスト福音教会を創設し 伝道者として奉仕。

1980 年福岡県糟屋郡志免町・亀山病院（現：社会医療法人 栄光会 栄光病院）
勤務となり、末期医療（ホスピス）を担当。

1972 年帰国し、淀川キリスト教病院に精神神経科を開設。翌年日本で初

以後、ホスピス緩和ケアに従事。

めてのホスピスプログラムをスタート。その後、同病院にて内科医として

日本死の臨床研究会九州支部 初代支部長、

の研修を受け、1984 年にホスピス開設。副院長、ホスピス長を経て、
1993 年大阪大学人間科学部教授就任（人間行動学講座）。淀川キリスト教
病院名誉ホスピス長。大阪大学定年退官後 2004 年 4 月より金城学院大学

日本ホスピス緩和ケア協会九州支部 代表幹事、等を歴任。

現在、社会医療法人栄光会 理事長、栄光病院 名誉ホスピス長を務める。

【著書】「ホスピスわが人生道場」（いのちのことば社）

「幸福な死を迎えたい」（いのちのことば社）ほか

学長。2007 年 4 月より金城学院学院長を兼務。2013 年 9 月より淀川キリ
スト教病院理事長。

1994 年日米医学功労賞、1998 年朝日社会福祉賞 ,2004 年保健文化賞受賞。
【著書】 心をいやす 55 のメッセージ（いのちのことば社）、癒しのユーモ
ア（三輪書店）、ベッドサイドのユーモア学（メディカ出版） など多数

下稲葉 かおり

（モナシュ大学 看護助産師学科 講師･博士）
1997 年よりオーストラリア在住。2001 年 12 月より
モナシュ大学看護助産師学科 講師。以後、日本人ナー
ス、医療者の緩和ケア教育活動に精力的に携わる。
2011 年モナシュ大学にて博士号取得。また、2013
年フリンダース大学にて「喪失・悲嘆・トラウマカ
ウンセリング」学位、2016 年モナシュ大学にてカウ
ンセリング修士課程を修了し、グリーフカウンセラー
としても活動中。

下稲葉 順一

（栄光病院

ホスピス長）

1997 年琉球大学医学部卒業。聖マリア病院、新古賀
病院等々で循環器を専門に勤務。2001 年 4 月より栄
光病院勤務となり、以後ホスピス緩和ケアに携わる。
2004 年 4 月から翌年 5 月までオーストラリア留学。
現在、NPO 法人日本ホスピス緩和ケア協会九州支部
代表理事・九州支部代表幹事などを務める。
日本緩和医療学会 緩和医療専門医。

主催：NPO 法人栄光ホスピスセンター

【募集要項】

対象：ホスピス緩和ケアに関心のある一般市民、医療・介護従事者および学生
参加費：一般 3,000 円、NPO 法人栄光ホスピスセンター賛助会員・学生 2,000 円
学生団体（※学生 5 名以上の場合）1,000 円

申し込み方法：下記の申込書に必要事項をご記入の上、Fax、郵送もしくは E-mail にてお申し込みください。
追ってこちらから入場券と専用の郵便振替用紙を送りいたします。
その他：①申込者が参加できない場合、代理の方でも受講できます。（必ず入場券をご持参ください）
②一度お振り込み頂いた参加費は、払い戻しできませんのでご注意ください。

③都合により、やむを得ず講師を交代・変更することがございます。ご了承ください。
④やむを得ず講座の開催を中止した場合、参加費は全額返納いたします。

FAX ／ 092-931-2124（NPO 法人栄光ホスピスセンター事務局行）
第 76 回 栄光ホスピスセミナー 参加申込書
（ふりがな）

□一般
（
名）
□NPO ホスピスセンター賛助会員
□学生
（
名）
□学生団体 （
名）※5 名以上

■お申込み者氏名
( 代表者）

■所属施設名 ・ 学校名

■入場券送付先

（部署名）

□自宅

□勤務先

※希望送付先に印をつけてください

〒

TEL （□自宅 □勤務先 □携帯）
※ご記入いただいた情報は、
セミナー開催の目的にのみ
使用いたします。

Fax （□自宅 □勤務先）
E-mail
■職

種

事務局使用欄
受付 No. （

）

