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委員会活動報告

1. 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）呼吸器症状ガイドライン改訂 WPG
（WPG 員長）田中　桂子
（WPG 副員長）山口　崇
（担当委員）坂下　明大

改訂版がいよいよ 6 月に発刊となります！
改訂版の主な変更点は、①現在の「関連する特定

の病態の治療」（悪性胸水、咳嗽、死前喘鳴）につ
いて最新の文献レビューを行い、推奨文を作成する、
②現在の推奨部分について、再度最新の文献レビュ
ーを行い最新データにアップデートする、③今回の
改訂に伴って必要となるその他の項目（薬剤の説明
など）の修正・加筆をすることであり、「Minds ガ
イドライン作成の手引き」に忠実に従い作業を進め
た。

第 21 回学術大会時には会員の皆様のお手元に届
く予定であり、学術大会のシンポジウム「ここが変
わった！！呼吸器症状ガイドライン 2016 年版」で
は、変更の概略と注意点をまとめて解説する予定で
あるので、ぜひご参加いただきたい。

ガイドラインの英文化も並行して進んでおり、英
語圏に向けて成果を発信していく予定である。

2）消化器症状ガイドライン改訂 WPG
（WPG 員長）中島　信久

（WPG 副員長）新城　拓也、久永　貴之

2015年12月会議以降  CQの確定～1次スクリーニング
2016年 4月会議 1次スクリーニングの確定
2016年  4～6月 2次スクリーニング
2016年 7月会議 2次スクリーニングの確定
2016年  7～9月 エビデンス評価
2016年 9月会議  エビデンス評価を全体会議で

検討

以後、12 月、2017 年 3 月頃に会議を行い、2017
年後半の出版を目指しています。

3）輸液ガイドライン英文化 WPG
（WPG 員長）東口　髙志

（WPG 員）二村　昭彦

「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」の英論文を作成し、投稿先を理事会の承
認を経て、投稿し査読中となっています。

・進捗状況
2015 年 12 月 日本語原稿を完成
2016 年  1 月 日本語原稿の英訳作業
2016 年  2 月  WPG 員による英訳原稿の校正と

外部委員による最終承認
2016 年 3 月 10 日 論文投稿（査読中）

4）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

2016 年 6 月の発刊を目指して、最終の作業を行っ
ています。

外部評価委員による外部評価を終了しました。理
事、代議員の皆様の評価をいただいて、発刊の予定
です。

・進捗状況（2016 年 3 月現在の状況と予定）
2016 年 2 月 外部評価終了
2016 年 4 月 理事、代議員による評価
2016 年 4 月 23 日  WPG会議にて、最終のチェック

2016 年 6 月の発行を予定しています。

5）補完代替療法ガイドライン改訂 WPG
（WPG 員長）太田　惠一朗

（WPG 副員長）大野　智

2016年6月の発刊を目指して最終の作業を行なって
いる。

・進捗状況
2015年12月25日：出版社決定
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2016年1月31日：原稿入稿
2016年2月28日： 最終原稿確定（平成27年度第2回

会議）
2016年3月15日：初稿ゲラ校正

・今後の予定
今後、理事・代議員の評価を経て発行予定となっ
ている。

2.緩和ケア普及に関する関連団体支援・
調整委員会

緩和ケア普及に関する関連団体支援・調整委員会
委員長　　大坂　巌

本委員会は、当学会において最も新しく設立された委
員会です。昨年度まで、委託事業委員会が厚労省委
託事業として開催していた「緩和ケア普及啓発関連団
体協議会」を発展させて設置された委員会という位置づ
けになります。

緩和ケアの普及啓発事業は本学会の重要な業務であ
り、委託事業委員会として加藤雅志前委員長と上村恵
一現委員長が尽力されてこられました。緩和ケアに関連
する研修会、市民公開講座や各種イベントなどを幅広く
展開され、オレンジバルーンプロジェクト、ポスター、緩和
ケア研修会修了者用バッジなど様 な々アイデアのもとに緩
和ケアを広める活動が現在も精力的に続けられています。
こうした普及啓発事業には本学会以外の学術団体の協
力が必要であるため、関連団体へ委託事業費からの支
援と「緩和ケア普及啓発関連団体協議会」を開催して
おりましたが、昨年度より委託事業の対象外となってしま
いました。学会としては、関連団体と協働を続けることは
必要不可欠であるとの結論に達し、本委員会が設立され
る運びとなりました。

委員会の目的は、緩和ケアを名実共に認知されるため
の普及啓発活動を行い、広く国民の健康推進に貢献す
ることです。そのための業務として、以下のことを行います。
1)  緩和ケアに関連する団体（以下、関連団体）と協同して

緩和ケアの普及啓発を行う
2) 緩和ケア普及啓発関連団体会議を開催する
3) 当学会における渉外担当としての役割を担う
4)  関連団体との催し（主催・共催・協賛・後援など）に関す

る支援と調整を行う
5) 関連団体との双方向性の情報交換を行う
6) 学会員への関連団体に関する情報提供を行う

緩和ケア普及啓発関連団体会議には、特定非営利

活動法人日本ホスピス・在宅ケア研究会、一般社団法
人日本ペインクリニック学会、一般社団法人日本緩和医
療薬学会、公益社団法人日本放射線腫瘍学会、一般
社団法人日本癌治療学会、公益社団法人日本麻酔科
学会、一般社団法人日本サイコオンコロジー学会、公益
社団法人日本臨床腫瘍学会、特定非営利活動法人日
本ホスピス緩和ケア協会、一般社団法人日本がん看護
学会の 12 団体が継続して参加していただくこととなってお
りますが、新たに 6 つの団体にも招聘を依頼する予定で
す。会議は年 2 回程度開催し、各方面での緩和ケアの
普及啓発に関する活動を支援していく予定です。

本委員会は特定非営利活動法人日本緩和医療学会
における渉外という立場に相当しますので、例えば学術
集会での合同プログラム、普及啓発に関する事業、教
育マテリアルの作成など他の関連団体と相談する窓口を
担当させていただくことになります。そのためには、多くの
委員会 ( 特に委託事業委員会、広報委員会、教育・
研修委員会など )との協力が欠かせませんし、委員は多
職種による構成が必要でした。そこで、副委員長は委託
事業委員として緩和ケア普及啓発関連団体協議会にも
出席されておられました池永昌之先生にお願いし、委員
は有賀悦子先生、上村恵一先生、岡本禎晃先生、木
澤義之先生、小山富美子先生、細川豊史先生、吉澤
明孝先生（五十音順）にお願いすることとなりました。

昨今の緩和ケアに関する学術団体の動向を俯瞰い
たしますと、複数の学術団体による共同声明や合同シ
ンポジウムなどが積極的に行われています。例えば、
2013 年に European Association for Palliative Care 
(EAPC) は、International Association for Palliative 
Care (IAHPC)、Worldwide Palliative Care Alliance 
(WPCA)、Human Rights Watch (HRW) な ど の 団
体と協同でプラハ憲章として”Palliative care as a 
human right”を提唱しています。また、昨年はボスト
ンで American Academy of Hospice and Palliative 
Medicine (AAHPM)、American Society of Clinical 
Oncology (ASCO)、American Society of Radiation 
Oncology (ASTRO)、Multinational Association of 
Supportive Care in Cancer (MASCC)などの学術団体
が協同で Palliative Care in Oncology Symposiumを
開催しています。こうした潮流を鑑みますと、本邦におい
ても、緩和ケアに関連する学術団体の枠組みを超えた活
動が求められ、がん治療に限らず、在宅や非がん疾患な
どの学術団体との連携も重要になると考えられます。

誕生したばかりの委員会ではありますが、緩和ケ
アの普及を目指して関連団体と協調しながら、学会
のために、会員の皆様のために、そして患者さんと
ご家族のために、行動力のある委員会となることを
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目指しております。今後ともよろしくお願いいたし
ます。

3. 専門医制度検討委員会

専門医制度検討委員会委員長　　山本　亮

1）新専門医制度について
（原稿執筆時点では延期されるのではないかとい

う憶測もされていますが）2017 年度から新専門医制
度が開始される予定です。緩和医療専門医に関して
は、基本領域ではなく、サブスペシャリティ領域に
属し、今後サブスペシャリティ領域専門医制度の議
論が始まる形となります。当学会としては、プログ
ラム整備指針案を作成していますが、今後の機構の
動きを見ながら柔軟に対応していきたいと考えてい
ます。新しく設置する予定の研修指導医の養成につ
いても 1 年間延期し、2017 年度から開始する予定と
しました。流動的な要素が多いため、状況がわかり
次第学会ホームページやニューズレターなどを通じ
てお伝えしていくようにしたいと思います。

2）認定医制度創設について
専門医制度については、上記の通り今後プログラ

ムに基づく研修を行うことが必要となっていきま
す。このため、現在緩和ケアに従事している医師が
専門医として認定されることが難しくなることが予
想されます。専門医機構の方針に準じて確固たる専
門医を育成していくことは重要ではありますが、緩
和ケアをより広めていくためには「認定医」という
新たな枠組みを設けることにより、日本における緩
和ケアのボトムアップを図ることも必要なのではな
いかという議論がなされました。「認定医」は現行
の「緩和ケア研修会修了者」と「緩和医療専門医」
の中間に位置付けられ、緩和ケアの現場で、専門的
緩和ケアを提供している医師を認定していきたいと
考えています。緩和医療認定医制度（案）は先日行
われました理事会で承認され、現在代議員の皆様か
らのパブリックコメントを募集し、制度案を確定さ
せていく作業に入っています。パブリックコメント
では、特に緩和ケアに従事している期間についての
ご意見を多くいただきましたので、委員会で今後さ
らに議論を続けることとしました。

現時点では、2017 年度に第 1 回の認定試験を行う
方向で準備を進めていきたいと考えています。こち
らについても随時学会ホームページやニューズレタ

ーなどを通じてお伝えしていくようにしたいと思い
ます。

緩和医療認定医制度（案）(Ver.2.1)

緩和医療認定医の定義
緩和医療認定医とは、専門的緩和ケアを提供する
場において必要な広い知識を持ち、緩和医療の進
歩に基づく治療とケアに精通し、専門的緩和ケア
を実際に提供している医師とする。

申請条件
①日本国の医師免許を取得している者
②初期研修を含め7年以上の臨床経験を有する者
③ 専門的緩和ケアの現場で6ヶ月以上の期間、臨

床経験を積んだ者
なお、専門的緩和ケアの現場とは、緩和ケア病
棟・病床、緩和ケアチーム、在宅緩和ケアを指
し、それぞれの場におけるEffort率は50%以上
とする。さらに経験症例数について、緩和ケア
病棟・病床においては50例以上、緩和ケアチー
ムにおいては100例以上、在宅緩和ケアにおい
ては在宅看取り10例以上とする。

　網掛け部についてはさらに議論を続ける
④本会学術大会に 1 回以上参加していること
⑤ 本会主催の教育セミナーを 1 回以上受講してい

ること
⑥緩和ケア研修会を修了していること
⑦ 日本緩和医療学会会員歴が 2 年以上あり、受験

申し込み時に会費を完納している者

申請時に提出する書類
①受験申請書
②医師免許証の写し
③担当患者の一覧表＊
④ 本会学術大会参加を証明するもの（参加証など

の写し）1 部
⑤ 本会主催の教育セミナーを受講した証明になる

もの（参加証などの写し）1 部
⑥緩和ケア研修会修了証書の写し
⑦在職証明

＊担当患者一覧表には、専門的緩和ケアの種別、患
者の年齢、性別、疾患名、症例区分、担当期間を記
載する（担当患者一覧表ファイルを利用）

受験資格と、受験申し込み時に提出する研修に関
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する記録を満たし、緩和医療認定医資格認定試験に
合格した者を緩和医療認定医として認定する。

緩和医療認定医資格認定試験
国民に信頼される緩和ケア医に要求される緩和医
療全般の医学知識と臨床能力を評価するために行
う試験。マークシートによる選択式の筆記試験を
行う。

認定更新について
緩和医療認定医のレベル保持のため、更新試験を
実施する

1） 緩和医療認定医の認定を受けたものは、本会の
会員を継続し、その義務を果たさなければなら
ない。認定後でも、会員としての資格を失え
ば、認定を取り消す

2） 認定更新のためには、本会学術大会および本会
主催の教育セミナーに参加しなければならな
い。

3） 認定更新実施のため、緩和医療認定医は認定を
受けてから5年を経たときに、認定更新の審査を
受けなければならない。認定審査は、緩和医療
認定医としての臨床実績と、緩和ケアの進歩に
基づく医学的知識全般を評価するための更新試
験からなる。

4） 何らかの理由により更新手続きを行えなかった
場合は、2年間の猶予期間を認め、更新手続きを
行うことができる。その場合の認定医資格の有
効期間は、正規に手続きを行った場合の残余期
間とする。 


