
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                

 

 

 

 

                       

 

主催：（有）レモン介護サービス  

協力：株式会社 SUKEDATI ケアプランセンター 助太刀・株式会社スマイルフェア デイサービスおいでん！ 

    ノッポさんグループ ノッポさんのデイサービス 

    内容          12月 7日にＮＨＫでも放送された【もしバナゲーム】 

このカードゲームに参加すると、「人生の最終段階に向け 

あなたが一番大切にしているものが何であるか」、について 

向き合うことができます。 

参加者同士で話し合うことで互いの価値観の相違を理解し 

自身の考えの幅を広げ深めていくことにつながるものに 

なっております。 

 

大府市宮内町 1-186 

会場        レモンの樹大府 デイルーム 

申込先：（有）レモン介護サービス    通所介護事業所レモンの樹大府 

居宅介護支援事業所レモンの樹大府 

                          TEL（0562）44-6500    受付時間：9：00～17：00

担当：櫨（ハジ）・大城（オオシロ）・勝木（カツキ） 

1月 14日（日） 13：30～15：30 

開場 13：00 

● 講演           西川 満則 先生 

国立長寿医療研究センター 

在宅療・地域連携診療部／地域医療連携室 

緩和ケア診療部／エンド・オブ・ライフケアチーム医師 

 

 講演内容            「 もしバナについてのお話 」 

● もしバナゲーム    人生のエンディングに備え 

今のあなたの考えは？ 



東浦町通所介護事業所連絡会研修会で、 

もしバナゲーム TMを紹介する機会を頂きました。 

 

日時： 

平成 30年 3 月 8日（木）13 時 00分から 15 時 30 分 

場所： 

東浦町勤労福祉会館 ２階 研修室２ 

内容： 

・アドバンス・ケア・プランニング（ACP）で終活を！  

・今後の人生をどう生きるか、エンディングノートを書く前に！ 

・もしバナゲーム TM体験と意見交換 

対象： 

通所事業所職員、介護支援専門員、看護師 

講師： 

西川 満則 国立長寿医療研究センター 緩和ケア診療部 医師 

ファシリテーター： 

大城 京子 居宅介護事業支援所レモンの樹大府 介護支援専門員 

協力： 

東浦町高齢者相談支援センター・訪問看護ステーショングラシア 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                

 

 

                  

 

                          

 

会場   特別養護老人ホーム レモンの樹東海 デイルーム 
東海市名和町南之山 10−12 

申込・お問合せ先             通所介護事業所レモンの樹大府 

TEL（0562）44-6500   FAX（0562）44-6800 

担当：櫨（ハジ）、勝木（カツキ）、大城（オオシロ） 

5月 25日（金） 18：00～19：30 

● 講演           西川 満則 先生 

国立長寿医療研究センター 

在宅療・地域連携診療部／地域医療連携室 

緩和ケア診療部／エンド・オブ・ライフケアチーム医師 

 

 講演内容        アドバンス・ケア・プランニング（ACP）で終活を 

             もしバナについてのお話 

● もしバナゲーム     
人生の最期にどうありたいか。多くの人が大切だとわかっているけれど、なん

となく縁起でもないという理由で避けて通っている…。このゲームは、そんな

話題を考えたり話し合うきっかけを作るためのものです。家族や友人にあな

たの願いを伝え、理解してもらうためのきっかけになります。 

また、施設の職員にとってはその方らしい最期の支援をする参考になると思

います。 

ACP ファシリテーター：居宅介護支援事業所レモンの樹大府 

大城京子 



 もしバナゲームで 

もしものための話し合い 

もしものときについて、考えたことはありますか？ 

自分の最期にどうありたいか。大事なことだとわかっていても、「まだ早い」「縁起でもない」という

理由で避けて通っていませんか？この、もしバナゲームは、大切な人たちに、自分の思いや願いを伝

え、理解してもらうきっかけを作るものです。必ず訪れる「もしものとき」。自分の思いを代弁してくれ

る人たちが困らない様に、もしバナゲームで自分の思いをじっくり考えてみませんか？ 

 

 

 
【日時】 平成 30年 7月 10日（火）  10時 00分～12時 00分 

【場所】 東長口集会所２階 

【講演】 西川 満則 先生 

     国立長寿医療研究センター 緩和ケア診療部/EOLケアチーム 

      在宅連携医療部 在宅医療・地域連携診療部 地域医療連携室長 

 

 

協力：レモン介護サービス 通所介護支援レモンの樹大府管理者   櫨 康利 

                 居宅介護レモンの樹大府ケアマネジャー 大城 京子 



平成３０年度 ケアプラン事例検討会 

 

平成３０年７月１９日（木） 

１３：３０～１５：３０ 

 ふれ愛サポートセンター 

「スピカ」 多目的ルーム 

 

事例検討：テーマ「もしバナトランプでＡＣＰを学ぼう」 

時 間 プログラム 

13：30 

 

 

開会 

あいさつ 社会福祉法人 大府市社会福祉協議会 

       事務局長  池田 裕一                          

 

13：35 

 

 

 

ミニ講演：「もしバナについてのお話」 

     講師 国立長寿医療研究センター 

        緩和ケア診療部  西川 満則 先生 

14：05 休憩 

14：10 グループワーク１：「もしバナトランプをやってみよう」 

     講師 レモンの樹大府 

        管理者 大城 京子 氏 

14：50 情報交換 

ひとり暮らしや終末期のケースで対応に苦慮したケース、 

うまく対応できたケースについて、グループ内で情報交換。 

    

15：20 講評  

国立長寿医療研究センター 

    緩和ケア診療部  西川 満則 先生 

 

15：25 連絡事項 

大府市役所 高齢障がい支援課  

主任 久野 倫太郎 氏 

15：30 閉会 

 



国立長寿医療研究センター西病棟（もの忘れセンター）で、 

もしバナゲーム TM行いました。 

 

日時： 

平成 30年 9 月 11日（火）17 時 30分から 18 時 30 分 

場所： 

国立長寿医療研究センター家族相談室 

内容： 

・老年内科 川嶋修司先生  

アドバンス・ケア・プランニング（ACP）とエンド・オブ・ライフ（EOL）

ケアに関する講義 

・もしバナゲーム TM 体験と意見交換 

対象： 

老年内科医師 西病棟看護師 

講師： 

川嶋修司 国立長寿医療研究センター 老年内科 医師 

協力： 

西川満則 国立長寿医療研究センター 緩和ケア診療部 医師 

 



特別養護老人ホームさわやかの郷で、 

もしバナゲーム TM行いました。 

 

日時： 

平成 30年 11月 8日（木）18 時 30分から 19 時 30 分 

場所： 

特別養護老人ホームさわやかの郷（4 階レクレーション室） 

愛知県名古屋市緑区鳴海町尾崎山 43-641 

内容： 

・ 講師 西川満則  

特養での、アドバンス・ケア・プランニング（ACP）とエンド・オブ・ライ

フ（EOL）ケアに関する講義 

・もしバナゲーム TM 体験と意見交換 

対象： 

特別養護老人ホームさわやかの郷 看護師 介護士 相談員 

ショートステイ 介護士 

協力： 

西川満則 国立長寿医療研究センター 緩和ケア診療部 医師 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

講 演「自分らしい生
い

き方・逝
い

き方」 

         ～あなたの願いを語りましょう～  
体 験「もしバナゲーム」＊裏面にゲームの詳しい内容を紹介しています。 

 

        講師   西川 満則 氏（国立長寿医療研究センター） 

     講師   大城 京子 氏（レモン介護サービス） 

日 時  平成３０年１２月 2 日（日） 

午後１時３０分～午後４時（受付 午後１時～） 

場 所  東海市しあわせ村 多目的ホール 

定 員  １５０人（先着順）  

 参加料  無料 

主 催：東海市、東海市医師会 

【申込み・問合せ先】 東海市 高齢者支援課     

東海市荒尾町西廻間２番地の１（東海市しあわせ村内） E-mail  kourei@city.tokai.lg.jp 

電 話 ０５２－６８９－１６００          ＦＡＸ ０５２－６０２－０３９０ 

-------------------------------------ｷ ﾘ ﾄ ﾘ----------------------------------------------- 

□市民向け講演会（１２月２日） に参加します 

名前:                   所属：                

郵便番号:〒   －                  連絡先：（      ）    －      

住所:                                

住み慣れたまちで安心して暮らすための秘訣 

 

平成３０年度 東海市地域包括ケアシステム 講演

会 

 

人生の終わりまで、あなたは、どのように過ごしたいですか？ 

「もしものときのため」に・・・。 

自らが望む、人生の最終段階の医療・ケアについて考えてみませんか。 

 

 

 

11 月 19 日（月）締切 



【講師略歴】   

 

 

 

 

 

 

                            

 

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1989 年 岐阜薬科大学薬学部製造学科卒業 

1995 年 島根医科大学医学部医学科卒業 

1995 年 西尾市民病院内科（呼吸器科）医師 

1999 年 愛知国際病院ホスピス兼内科医師等 

2000 年 名古屋大学第一内科（現呼吸器内科）医員 

2000 年 国立長寿医療研究センター着任 

201８年 現在 国立長寿医療研究センター 

緩和ケア診療部（ＥＯＬケアチーム医師） 

在宅医療地域連携診療部（地域医療連携室長） 

 

西川
にしかわ

 満則
みつのり

 氏 ご略歴 

 

～もしバナゲームについて～ 
もしものときについて、考えたことはありますか？ 

自分の最期にどうありたいか。大事なことだとわかっていても、「まだ早い」「縁起でもない」とい
う理由で避けて通っていませんか？この、もしバナゲームは、大切な人たちに、自分の思いや願いを

伝え、理解してもらうきっかけを作るものです。必ず訪れる「もしものとき」。自分の思いを代弁し
てくれる人たちが困らない様に、もしバナゲームで自分の思いをじっくり考えてみませんか？ 

 

2000 年 愛知県総合看護福祉専門学校 卒業 

2000 年 社会福祉法人仁至会 

介護老人保健施設ルミナス大府入職 

2003 年 アメリカ在住 

2008 年 帰国 （有）レモン介護サービス入職 

201８年 指定居宅介護支援事業所レモンの樹 

     管理者 介護支援専門員 現在に至る 

大城
おおしろ

 京子
きょうこ

 氏 ご略歴 

 



第1部

第2部

訪問看護を知っていますか？

講演「アドバンス・ケア・プランニングで終活を」

講師：西川 満則 先生
国立長寿医療研究センター
在宅医療・地域連携診療部/地域医療連携室長
緩和ケア診療部/エンド・オブ・ライフケアチーム医師

主催：一般社団法人 愛知県訪問看護ステーション協議会
名東区訪問看護ステーション連絡会
名東区地域包括ケア推進会議

問い合わせ先：一般社団法人 愛知県訪問看護ステーション協議会
昭和区円上町26－15 高辻センター3階（愛知県看護協会隣）

TEL：052-746-6007        FAX：052-746-6011

日時：平成31年2月19日（火）
午後2:00~４:00（受付午後１:30〜）

場所 :名東区役所 講堂

（名東区上社二丁目50番地 ）

訪問看護はどんな時に利用できる？

定員100名
来場順
入場無料
申込不要

午後2:00～2:30

午後2:30～4:00

もしバナゲームとは？
人生の最期にどうありたいか。多くの人が大切だとわかっているけれど、なんとなく
縁起でもないという理由で避けて通っている…。
そんな話題を考えたり話し合うきっかけを作るためのものです。
家族や友人にあなたの願いを伝え、理解してもらうためのきっかけになります。

名東区にある訪問看護ステーションの訪問看護師が、訪問看護
についてクイズ形式でお話しします。
在宅での療養生活を支える訪問看護について、まずは知ってみ
ませんか。

～もしバナゲームで、
もしもの時の話し合いしてみませんか？～


