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委員会活動報告

1. 国際交流委員会活動報告

国際交流委員会
委員長　安部　能成

会員の皆様に国際交流委員会の活動を御報告いた
します。当然のことながら国際交流なので、国際社
会に向けた情報発信、及び国際社会における情報受
診の双方について取り組んでいる。

1）  EAPC White Paper（2009 年）については、用
語委員会の審査を経て、パブリックコメント用の
文章を本委員会で検討した。その後、パブリック
コメントの手続きを行い、会員からの御意見・コ
メントを頂いた。それを踏まえ、最終点検行った
うえで 6 月の理事会にて御承認を頂くことができ
た。ここに至るまで足かけ 3 年を要したが、PDF
ファイルにて本学会のホームパージにアップされ
る予定である。プリントアウトすると A4 で 60
ページほどになるが、原文（英語）と日本語の対
訳資料となっているので、緩和ケア領域で参考に
なる資料が、広く会員の皆様に提供できるように
なったと考えている。

2）  EAPC の公表している文書のうち、認知症の緩
和ケア白書（2013 年）については 、2015 年 1 月
に本学会に対して東京都医学総合研究所（精神行
動医学研究分野）の中西三春先生より翻訳作業に
関するレフリーの要請があった。本学会理事会の
御審議を経て、国際交流委員長がその任に当たる
こととなった。本学会員である小川朝生先生（国
立がん研究センター）の御協力をいただき、5 月
の EAPC で欧州側の認知症の緩和ケア白書の責
任者とも打ち合わせを行い、6 月初めには翻訳作
業を終えることができた。現在、EAPC のホーム
ページ
（http://www.eapcnet.eu/Corporate/EAPCdocsino-
therlanguages.aspx）
にアクセスされるとEAPCが公表した日本語の翻
訳を御覧いただける。

　 EAPC については今回の総会で役員の改選があ
り、理事会の交代が行われるとともに理事の互選
による会長が Seila Payne 教授（英国：心理学）
から Phillip Lakin 教授（アイルランド：看護学）

へバトンタッチされた。日本緩和医療学会の学術
集会に EAPC 会長を招請するなどの関わりもあ
り、今後とも世界の緩和ケアをリードしている団
体の動向が注目される。

3）  本年 2 月に大阪府から本学会に対して情報提供
があり、オーストラリアのビクトリア州政府との
情報交換に参加した。学会本部の所在地が大阪府
であることが契機になっているようであった。当
初は医療産業に関するビジネスミーティングかと
思われたが、数名の国際交流委員で参加してみる
と、がん研究や緩和ケアを含む医療関連の広範な
交流事業の提案を受けた。現地の大学への留学や
医療施設への訪問・見学の話もあったが、本年 9
月 1 ～ 4 日のオーストラリア緩和ケア学会がビク
トリア州の州都であるシドニーにて開催されるこ
ともあり、それを契機としたオーストラリアとの
交流も話題となった。将来的にオーストラリアと
の交流事業についても本委員会で話し合いたいと
考えている。

4）  日本、韓国、台湾による東アジアの 3 か国交流
については継続して取り組んでいる。これは各々
の国で開催されている緩和医療・緩和ケアの学術
集会にゲストスピーカーを相互に派遣し合い、学
術団体としての国際交流を図ろうとするものであ
る。本年 6 月に開催された第 20 回日本緩和医療
学会では、昨年の神戸学会に引き続き国際交流セ
ッションが 6 月 19 日（金曜日）の午後に開催さ
れた。

5）  日本からは名古屋大学大学院の阿部まゆみ先生
が、“Promotion and the issue of the palliative 
daycare salon in medical/nursing campus”と題
して 3 か国で唯一取り組まれている緩和ケアサロ
ンというデイサービスについて、英国をはじめと
する先進諸国での取り組みと比較対照されなが
ら、わが国の実例を挙げながら御報告いただいた。

6） 韓国からは Kangdong Sacred Hospital, Hallym 
University の Dr. Jung Hye Kwon 先生が、 “Ac-
cess to palliative care of terminal cancer pa-
tients ‒ recent progress in South Korea” と題し
て、実は東アジアにおいて最初のホスピスは韓
国で設立されたことから説き起こし、近年の韓
国社会の変動を反映して、緩和ケアも経済的問
題からは逃れられないことを御指摘された。

7）  台湾からは Heart Lotus Hospice, Hualien Tzuchi 
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General Hospital の Dr. Ying-wei Wnag 先 生 が
日本語交じりのスライドを巧みに操られて、“To 
provide seamless care across palliative care ser-
vice in Taiwan”と題して、生老病死の中で死だ
けが暗いイメージであることから説き起こし、台
湾御得意のハイテクである IT 機器を利用した緩
和ケア領域におけるモニタリングシステムを紹介
された。 

8） 国際交流セッションの座長は国際交流委員長の
安部能成が務めさせて頂いた。発表は ABC 順で
ある。この後も、本年 12 月の韓国の学会へ本学
会からの派遣も含めた国際交流を行っていく予定
である。

9）  6 月の理事会において、広報委員会から本学会の
ホームページ英文化の御提案があった。国際化、
国際交流の基盤を基礎作業であり、本委員会とし
ても積極的に関与していきたいと考えている。国
際交流委員会の業務が日本語ホームページに掲載
されているが、これを英文化することから着手し
ていく方針である。

10） 6 月の理事会において、将来構想委員会から
APHC（Asia Pacifi c Hospice Palliative Care Net-
work）への学会としての加盟を検討するように要
請されたので、本委員会としても前向きに取り組
んでいくこととしたい。上述の 3 か国交流もそう
であるが、わが国もアジアの一員であるので、近
隣諸国との国際交流は当然のことながら視野に入
るからである。

11）昨年の第 19 回日本緩和医療学会に関する英文
レポートを年末に関係諸団体へ発信した。本年は
懸案事項が多く、情報発信が遅くなったが、その
反響はすぐにあった。今後とも本学会の活動に関
する国際社会に向けた情報発信には努力を継続し
ていく。 

2. 委託事業委員会

委託事業委員長
市立札幌病院 精神医療センター　　上村　恵一

厚労省委託事業は今年度も 3 部門に分かれて活
動しています。大阪事務局に委託契約職員 7 名
(2015/6/30 現在 PEACE3 名、OBP2 名、CST2 名 )
にて 事務局運営をしております。会員各位におかれ
ましては本事業への多大なご協力に心から感謝いた
します。下記に委員会報告をいたします。

1）緩和ケア普及啓発事業
（1） 緩和ケア研修会修了者を対象としたバッジの配

付について
昨年度「がん診療に携わる医師に対する緩和ケア

研修会（以下、緩和ケア研修会）」修了者であるこ
とを示すバッジを作製、配付した。これは「がん診
療連携拠点病院等の整備について（平成 26 年 1 月
10 日付健発 0110 第 7 号健康局長通知）」に明記され
ている「研修修了者について、患者とその家族に対
してわかりやすく情報提供する」という項目に則り、
緩和ケア研修会修了医師及び歯科医師であることを
明示し、患者家族に対して基本的緩和ケアを提供で
きる医師かどうか判別し易くすることで相談を持ち
掛けやすい環境づくりを行うことを目的としている。

昨年度は研修会修了医師及び歯科医師のうち、平
成 27 年 2 月 1 日時点での都道府県ならびに地域が
ん診療連携拠点病院在籍者を対象とし、22,049 名の
研修会修了医師及び歯科医師へ配付を完了した。ま
た緩和ケア研修会修了者用バッジの配付時には、「早
期からの緩和ケア」の推進を目的として患者・家族
と医療従事者へ向けて作製した 2 種類のポスターも
同封した。このポスターは「緩和ケアとは、病気に
伴う心と体の痛みを和らげること。」という厚生労
働省発案の一言表現とともに、バッジに関する説明
を記載しており、このポスターの掲出により「バッ
ジ着用者が緩和ケア研修会修了者である」というこ
とを広く周知した。

本年度は、がん診療連携拠点病院在籍者のみに限
定せず、すべての緩和ケア研修会修了医師及び歯科
医師を対象としてバッジを配付予定である。本年度
第一回目として、第 20 回日本緩和医療学会学術大
会にて配付を行った。厚生労働省委託事業普及啓発
事業ブースにて 6 月 19 日（金）・20 日（土）の二日
間実施し、延べ 232 名への配付を完了した。これ以
降の既存修了者医師及び歯科医師への配付、及び今
後開催される緩和ケア研修会修了医師及び歯科医師
へのバッジ配付方法については、現在検討中である。
詳細が決定次第、緩和ケア普及啓発事業ホームペー
ジ「緩和ケア .net」等で随時案内を行う。

（2）市民公開講座・イベント
昨年度は東京での市民公開講座と大阪での街頭イ

ベントを行った。市民公開講座では会場定員 400 名
に対して 650 名の参加希望があり、当日は 356 名が
参加された。街頭イベントで行った 15 分の短時間
の講座「ミニレクチャー」には定員 686 名に対して
計 555 名の参加があり、また、近畿圏のがん診療連
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携拠点病院の協力の下行われた「出張がん相談室」
は相談対応可能件数 108 件に対して 91 件の相談が
あり、「クイズラリー」の参加者は 1,039 名であった。

本年度は昨年度同様、メディアを巻き込んだ市民
向けの普及啓発事業を行うことを検討している。開
催は秋以降に東京にて市民公開講座の開催、地方都
市にて街頭イベントの開催を検討している。今回の
イベントにおいても緩和ケアを必要としている人だ
けでなく幅広い層への普及を目指し、啓発活動を行
っていきたい。

2）緩和ケア教育研修事業
（1） がん診療連携拠点病院における幹部対象「緩和

ケア研修会」の開催
本年度は、全国のがん診療連携拠点病院における

病院長等の病院幹部を対象とした、「緩和ケア研修
会」を開催する。これはがん診療連携拠点病院にお
ける病院幹部の研修会受講が求められていることを
受け、該当者が研修を受講できる体制を整えること
を目的としている。研修会は平成 20 年 4 月 1 日付
け健発第 0401016 号厚生労働省健康局長通知「がん
診療に携わる医師に対する緩和ケア研修会の開催指
針について（平成 27 年 2 月 10 日付け健発 0210 第 8
号により一部改正）」に準拠したプログラムで実施
する。また、企画責任者や精神腫瘍学に関する指導
者を育成する「指導者研修会」及び地域で開催され
ている緩和ケア研修会にて活躍している熟練のファ
シリテーターを本研修会においても講師として招聘
し、研修内容を充実させ、理想的な「緩和ケア研修
会」の提供を図る。病院幹部自らが研修会を受講す
ることで、緩和ケア及び緩和ケア教育の目的・効果・
重要性を実感し、自施設内で緩和ケア研修会がより
多く開催されるよう促す効果が期待される。

10 月から 11 月にかけて東京・大阪での開催を予
定しており、決定次第ホームページ等にて広報、募
集を行う。

（2） 「緩和ケア／精神腫瘍学の基本教育に関する指
導者研修会」の開催

こちらは既に PEACE ホームページ（http://
www.jspm-peace.jp/）に案内を掲載中であるが、緩
和ケア／精神腫瘍学の基本教育に関する指導者研修
会も 2 回開催する。本年度は緩和ケア研修会開催指
針の変更に伴い、教材プレゼンテーション等に変更
を加えた新しいプログラムで開催する予定である。
＊平成27年9月26日（土）～9月27日（日）
　緩和のみ開催　定員 60 名

＊平成27年12月19日（土）～12月20日（日）
　緩和／精神合同開催　定員各 64 名
両日程とも、研修会場はクロスウェーブ船橋を予定
している。

本年度は国立がん研究センター主催の指導者研修
が開催されないため、当会主催の研修会のみとなり、
多数の申込みが予想される。

（3） コミュニケーション技術研修会及びファシリテ
ーター養成講習会の開催

本年度は地固め研修会が厚生労働省委託事業とし
て認められなかったため、受講者の増加を最優先目
標とする。以下の日程で開催する予定である。
＜コミュニケーション技術研修会＞
*平成27年12月12日（土）～12月13日（日）　
  東邦大学看護学部
*平成28年1月9日（土）～1月10日（日）
  東邦大学看護学部
*平成28年1月30日（土）～1月31日（日）
  天満研修センター
*平成28年2月13日（土）～2月14日（日）
  東邦大学看護学部
＜ファシリテーター養成講習会＞
*平成27年10月10日（土）～10月12日（祝）
  東京近郊での開催を予定
*平成27年11月7日（土）～11月8日（日）
  東京近郊での開催を予定
以上。

 3. 緩和医療ガイドライン委員会活動報告

緩和医療ガイドライン委員会
委員長　　太田　惠一朗
副委員長　　細矢　美紀
副委員長　　余宮　きのみ

前回ニューズレター掲載以降の各 WPG の活動内
容をご報告いたします

1）泌尿器症状ガイドライン作成WPG：
（WPG員長）太田　惠一朗

（WPG副員長）津島　知靖、三浦　剛史
平成26年度第3回WPG会議開催（平成27年4月19
日、金沢）
 平成27年度第1回WPG会議開催（平成27年6月20
日、横浜）
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 平成27年4月に文献の二次スクリーニングと構造
化抄録の作成を終了し、推奨の作成に取りかかっ
ている。
平成28年6月の発行を目指している。

4. 第1回緩和ケアを目指す
   看護職のためのセミナー開催報告

教育・研修委員会
看護職セミナーWPG

荒尾　晴惠、市原　香織、川村　三希子、
小山　富美子、清水　佐智子、

船越　政江、村木　明美

平成 27 年 3 月 21 日 ( 土 )10 時～ 16 時に新大阪丸
ビル別館にて第 1 回「緩和ケアを目指す看護職のた
めのセミナー」が開催され、全国から 60 名の看護
師の申し込みがあり、当日は 56 名が参加しました。
本セミナーは緩和ケアに興味がある方が、これから
緩和ケアの領域でどのようにキャリアパスを描いて
いけばよいかを考えることができるよう、教育研修
委員会の看護職セミナー WPG( 荒尾晴恵 WPG 長 )
によって企画・実施されました。セミナーは 2 つの
講演と 5 名の看護師のキャリアパスの紹介、そして
緩和ケアに関する自身のキャリアパスを構築するた
めにケア・カフェ方式を取り入れた少人数での話し
合いから構成されていました。

まず、講演 1 では田村恵子氏（京都大学大学院医
学研究科人間健康科学専攻）から「緩和ケアにおけ
る看護師の役割について」田村氏の緩和ケアのキャ
リアパスを踏まえてお話しいただきました。続いて

「私のキャリアパス」では、5 名の看護師 ( 伊藤由美
子氏［兵庫県立がんセンター］、岡山幸子氏［宝塚
市立病院］、内海明美氏［YMCA 訪問看護ステーシ
ョン・ピース］、川﨑美玲氏［市立岸和田市民病院］、
西川千鶴氏［彩都友紘会病院］）からお話があり、
各講師のご自身のこれまでの歩みと緩和ケアの心に
ついて熱いメッセージをいただきました。午後の講
演2では余宮きのみ氏（埼玉県立がんセンター）より、

「看護師に期待すること～緩和ケア医から～」のテ
ーマで講演があり、現場を動かす力をもつ大切さと
看護師への期待を話していただき、後押してもらい
ました。どの講演も受講者のみなさんの目がさらに
キラキラと輝いていたのが印象的でした。そして、
本セミナーの肝である『ケア・カフェ』は同じ志を
持つ人たちとお茶を味わいつつ互いの思いを聴き、

思いを語るなかでキャリアについて考えていただき、
ホットで和やかな時間を過ごしました。参加された
方からは〈期待していた以上に面白かった〉〈自分の
将来の展望について具体的に考えることが出来た〉

〈楽しいこと、辛いこと、苦しいことなど同じ思いを
持つ者で話ができ、気持ちが落ち着いた〉〈大変だっ
た体験などももっと聞きたかった〉といった感想が
あり、セミナー全体については、94％の参加者が自
身のキャリアパスを描くうえで役立ったとの評価を
もらいました。運営している私達 WPG 員もみなさ
んから刺激を受けたエネルギー溢れる研修となりま
した。

セミナーの締めくくりに、自身の将来のイメージ
をしたためて持ち帰った「Charting the future」は、
今日も参加者の日々の支えとなっていることでしょ
う。今年度も多くの方に緩和ケアにかかわる看護師
としての Charting the future を描いていただけるよ
う、第 2 回目の開催に向け WPG で企画を進めてい
ます。会員の皆様の参加をお待ちしています。
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