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委員会活動報告
オンラインジャーナル（学会誌）編集委員会から

オンラインジャーナル（学会誌）編集委員会
前委員長　　宮下　光令

本ジャーナルは Rapid�review�and�publication を
目標に、公平で迅速な査読と出版を目指して活動し
ております。オンラインジャーナル編集委員会は平
成24年8月より新体制にて活動を行っております。
今後ともよろしくお願いいたします。

１.Call for papers !
本誌（Palliative�Care�Research：日本緩和医療学

会誌）は日本緩和医療学会の機関誌として、緩和医
療に関する基礎的・臨床的研究を発表するものです。
会員の皆様からの積極的な投稿をお待ちしておりま
す。

２. 2014 年度学術大会で発表された演題に対して、
本誌への投稿を提案する通知について
本学会は学術集会での発表数が 1,000 題を超えて

いますが、それが論文となって発表されているもの
は必ずしも多くありません。優れた研究が学会発表
で終わってしまい埋もれている可能性があり、大変
残念です。そこで、本編集委員会では 2012 年度か
ら学術集会において発表された演題のうち論文とし
て公表された場合にわが国の緩和医療に貢献が期待
されると予想されるものに対して学会誌への投稿を
提案する通知を行っております。2013 年度学術大会
でも 7 月末頃までを目途に同様に行う予定です。通
知が届いた方は、ぜひ学会誌への投稿をご検討くだ
さい。

投稿に関しましては以下の点にご留意ください。
�・�2014 年度学術大会発表演題に関するお手紙は、座

長および学会誌編集委員から推薦された演題に対
してお送りいたします。

�・�本状は投稿をご検討いただくためのお願いであり、
原稿の執筆依頼ではございません。投稿された論
文は通常の手続きに沿って査読を行います。査読
の結果、不採択となる可能性も十分にございます。
査読にあたり、本状を送付したかどうかは全く考
慮されませんのでご了承ください。

�・�投稿にあたりましては投稿規定をよくお読みいた

だき、規定に沿ってご投稿ください。特に臨床試
験登録に関しましてはご注意ください。

�・�本誌では昨年度より「活動報告」というカテゴリ
ーを設けました。病院や地域における実践活動で
学会員に有益であると考えられるものがございま
したら是非ご投稿ください。

�・�現在の投稿の状況をみるにあたり、内容的には優
れた可能性を秘めているものの、体裁などが不十
分であるため不採択となったり、査読にかなりの
時間を有するものがございます。投稿の経験が浅
い方は、ぜひ論文投稿の経験を多く有する方に指
導を受けることをお勧めいたします。

�・�投稿に際して、倫理的配慮は非常に重要とされま
すのでご承知ください。

�・�ご不明な点がございましたら、本誌編集室までご
連絡ください。

３. 本誌の投稿数と採択率の動向について
本誌の採択率および投稿数は図のようになってお

ります。

４. 本誌の平均査読期間について
本誌の平均査読期間につきまして以下のように集

計結果をまとめました。2011 年 11 月の投稿、査読
の電子化後は大幅に査読期間が短縮されておりま
す。2014 年 6 月 30 日時点では採択された論文の初
回の査読回答までの期間の中央値は 24 日、採択ま
での期間の中央値は 92 日となっております。査読
の迅速化にご協力いただいております査読者の方々
および修正投稿をすぐにしていただいております投
稿者の方々に御礼申し上げます。編集部では今後も
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Palliative Care Research　投稿から採択等の期間� ※それぞれの年度に公開された論文について集計

初回査読平均日数 平均審査日数 平均公開作業日数

投稿日から初回査読の
回答までの期間

投稿日から採択の通知を
するまでの期間

採択の決定がなされてから
公開までの期間

平均 範囲 中央値 平均 範囲 中央値 平均 範囲 中央値

2006 年 216 (66-300) 236 49 （25-78） 47

2007 年 227 (77-496) 193 68 （32-124） 61

2008 年 102 (57-165) 97 273 (105-585) 143 59 （24-157） 51

2009 年 61 (20-103) 61 169 (58-343) 157 69 （25-90） 70

2010 年 65� (27-171) 56� 200� (63-381) 196� 80� （53-123） 76

2011 年 68 (13-174) 62 214 (53-787) 163 78 （38-122） 75

2012 年 43 (2-124) 34 116 (16-287) 117 79 （25-144） 81

2013 年 24 (3-63) 21 94 (15-255) 64 104 （19-206） 103

2014 年 25 (5-51) 24 94 (60-124) 92 75 （21-49） 85

Rapid�review�and�publication を目指して努力いた
しますので、ご協力のほどよろしくお願い申し上げ
ます。

５. 2014 年 4 月～ 2014 年 6 月に出版された論文
一覧
2014 年 4 月 1 日から 6 月 30 日までに出版された

論文は以下のとおりです。

原著
　角甲�純 ,�酒井�智子 .�終末期がん患者の呼吸困難に

対して緩和ケア病棟の看護師が行っている非薬物
療法の認識調査．Palliat�Care�Res�2014;�9(2):�101
－ 7

　今井�堅吾 ,�池永�昌之 ,�児玉�智之 ,�加村�玲奈 ,�田
村�恵子 ,�嶽小原�恵 ,�高下�智子 ,�森田�達也．病態
に応じた制吐薬の推奨を緩和ケアチームが行うこ
とによる ,�がん患者の悪心に対する効果．Palliat�
Care�Res�2014;�9(2):�108 － 13

　五十嵐�美幸 ,�佐藤�一樹 ,�清水�恵 ,�菅野�雄介 ,�菅
野�喜久子 ,�川原�礼子 ,�宮下�光令．がん死亡およ
び全死因の都道府県別自宅死亡割合と医療社会的
指標の地域相関分析．PalliatCare�Res�2014;�9(2):�
114 － 21

　志田�敏宏 ,�加藤�智幸 ,�冨田�善彦 ,�遠藤�裕司 ,�豊
口�禎子 ,�白石�正．アズレンスルホン酸ナトリウ
ム含嗽によるエベロリムスの口内炎発現予防効
果．Palliat�Care�Res�2014;9(2):�122 － 27

　綿貫�成明 ,�飯野�京子 ,�小山�友里江 ,�栗原�美穂 ,�
市川�智里 ,�岡田�教子 ,�上杉�英生 , 浅沼�智恵 ,�大
幸�宏幸 ,�藤田�武郎 ,�鈴木�恭子 ,�和田�千穂子 ,�森�
美知子 ,�久部�洋子 ,�矢ヶ崎�香 ,�小松�浩子．胸部
食道がん術後患者の退院後の生活における困難の
実態．Palliat�Care�Res�2014;�9(2):�122 － 27

短報
　上林�孝豊 ,�中務�博信 ,�本井�真樹 ,�加藤�直子．1

緩和ケア病棟における感染症に対する抗菌薬治療
の実態調査．Palliat�Care�Res�2014;�9(2):�301-6

症例報告
　小西�徹夫 ,�児玉�佳之 ,�長岡�康裕 ,�吉田�晴恒．減

圧目的の経皮内視鏡的胃瘻造設術により QOL 改
善を認めた終末期膵がんの 1 例．Palliat�Care�Res�
2014;�9(2):�501-5

活動報告
　井原�亜沙子 ,�酒井�郁吉子 ,�水田�友子 ,�不破�理映 ,�
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輕部�太一 ,�濱口�まどか ,�瀬野�佳奈子 ,�大湊�梨菜 ,�
岡田�綾佳 ,�趙�斌 ,�中田�博 ,�元吉�誠．医療チーム
によるサポートシステムの構築に向けて─カぺシ
タビン療法を受ける患者への電話・面談サポート．
Palliat�Care�Res�2014;�9(2):�901-5

　首藤�智美 ,�清松�美枝子 ,�首藤�真理子．緩和ケア
病棟入院中の患者に対する「心を支える食事」の
提供を目的とした専門チームの活動について．
Palliat�Care�Res�2014;�9(2):�906-9

　伊藤�浩明．「ホスピス機能を有する急性期緩和ケ
ア病棟」への模索�─緩和ケア病棟開設 3 年間の
活動経過と結果．Palliat�Care�Res�2014;�9(2):�910-
14

　越智�拓良 ,�中橋�恒 ,�西久保�直樹 ,�佐々木�徹 ,�森�

洋二 ,�上杉�和美 ,�太田�多佳子．緩和ケア病棟に
おけるかかりつけ医との 24 時間連携体制の構築．
Palliat�Care�Res�2014;�9(2):�915-19

　前田�文子 ,�秦�洋一 ,�三原�直子 ,�古川�香 ,�須田�沙
耶香 ,�丸山�淳子．終末期がん患者に対する排泄環
境調整─チームで取り組んだ排泄ケアについて．
Palliat�Care�Res�2014;�9(2):�920-23

オンラインジャーナル編集委員会（平成24年8月～）
委員長　宮下　光令
委　員　井上　　彰　小川　朝生　国分　秀也
　　　　笹原　朋代　新城　拓也　関根　龍一
　　　　田口奈津子　松尾　直樹　山口　拓洋

倫理・利益相反委員会　前委員長　柏木　雄次郎

１. 役員等の就任前・定期利益相反届出書の審査
平成 26 年 5 月 30 日の時点で、役員・各種委員等

の 2014 年度就任前・定期利益相反届出書の提出対
象者 35 名中 25 名より提出があり、うち 5 名が「該
当あり」であった（5 月 29 日時点）。平成 26 年度第
1 回倫理・利益相反委員会（平成 26 年 6 月 20 日）
において審査した結果、利益相反上の疑義がある者
は認めなかった。

２. 日本医学会 COI マネージメント研修セミナー
平成 26 年 2 月 28 日（金曜日）、日本医師会館・

大講堂（東京都文京区）にて、「産学連携にかかる
COI マネージメントの考え方と実践」をテーマとし
て、“日本医学会 COI マネージメント研修セミナー”
が全国医学部長・病院長会議と共催にて実施された。
本セミナーは日本医学会に所属する総ての学会の利
益相反担当者と大学医学部管理者が一堂に会して、
利益相反の現状と問題点・適切な対応に関して、医
学研究 COI マネージメントガイドラインを中心に
検討し修得する会合である。当委員会からは濵本千
春委員と川村和美委員が出席し、医学研究に関する
利益相反の最新知見を修得して頂いた。

３. 倫理適格基準

役員、各種委員等の就任に際して就任前・定期利
益相反届出書による倫理審査以外の倫理適格基準を
検討し、平成 26 年度第 1 回倫理・利益相反委員会（平
成 26 年 6 月 20 日）において審議し、本学会の委員
会細則第 5 条に第 3 項として「委員は、患者が利用
する製品やサービスなどにより商業上の利益をあげ
る団体に所属する個人ならびに利害関係のある個人
を候補者から除外する。ただし、患者へ直接、臨床
上のサービスや診療を行っている個人は、この限り
ではない。」を追加する改訂案を策定した。

４. ガイドラインへの作成者利益相反情報の掲載
前回の平成25年度第2回倫理・利益相反委員会（平

成 25 年 12 月 23 日）で作成者の利益相反情報をガ
イドラインに掲載することが確認されたため、緩和
医療ガイドライン委員会の太田惠一朗委員長と調整
の結果、本年 6 月発行の「がん疼痛の薬物療法に関
するガイドライン 2014 年版」「患者さんと家族のた
めのがんの痛み治療ガイド」については、作成者に
連絡を行い、2013 年度（開示期間：平成 24 年 4 月
1 日～平成 25 年 3 月 31 日）の就任前・定期報告の
際の報告内容を掲載した。本件に関する利益相反の
取扱いに関する細則について、平成 26 年度第 1 回
倫理・利益相反委員会（平成 26 年 6 月 20 日）にお
いて審議し、細則の一部を追加する改訂案を策定し
た。

委員会活動報告
倫理・利益相反委員会から
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５. 受託研究費（治験等）・研究助成金（寄付金等）
の利益相反報告

受託研究費・研究寄付金の利益相反報告に関して
は、年度をまたいで研究を継続している場合がある
ため、平成 26 年度第 1 回倫理・利益相反委員会（平
成 26 年 6 月 20 日）において審議し、今後は下記の
通りの報告を求めるよう書式の変更を行うこととな
った。

　○�開示期間内に研究継続中で、総受託額 200 万円
以上の場合に報告を求める。

　○�治験期間、支払い予定時期を報告項目として追
加する。

　　・現在の報告項目
　　①学術大会・学会誌・セミナー報告：企業名
　　②就任前・定期報告：企業名、分類、研究名称

国際交流委員会　委員長　　安部　能成

本委員会は、2012 年に発足した理事会の承認によ
り新設された委員会である。その目的は、日本緩和
医療学会の所属領域における諸外国の団体や組織と
の交流を図るための窓口となることにある。

海外との交流が必須の前提条件となる貿易立国で
あるわが国において、国際化の重要性が叫ばれて久
しいが、学術団体も例外ではない。緩和医療の領域
でも諸外国の動向を無視できないことは論を待たな
いが、日本緩和医療学会の活動において、国際交流
に関しては本格的な活動に取り組めずにいた。

日本緩和医療学会の発足から 20 年を迎えようと
する現在、新しい理事会体制となったことを契機に、
1 万人を超える会員を擁する本学会にふさわしい国
際活動に取り組むべく、細川理事長のリーダーシッ
プのもとで理事会の承認を踏まえて国際交流委員長
が任命され、具体的な活動に着手することとなった。

委員長以下、国際交流に必須の英語力を備え、か
つ、国際社会の有力な一員として役割を果たしてい
る国で活動した実績を持つ本学会員の中から、複数
の専門職から構成されるように 9 名の会員に当委員
会委員への就任をお願いした。具体的には、医師、
看護師、リハビリテーション専門職を得ることがで
き、英国、カナダ、豪州、米国などに留学された経
験を持つ人材を登用することができた。

御多分に漏れず、本学会も財政的に逼迫している
状況を踏まえ、大きな資金を必要としないで、個々
の会員の皆様に利益のある活動を検討するように、
との御注文を頂戴しての活動開始となった。以下、
簡単に初期的活動を御報告したい。

2013 年 6 月の横浜学会において、ホスピス緩

和ケア韓国協会（Korean�Society� for�Hospice�and�
Palliative�Care：KSHPC、以下 KSHPC）の代表者
と日韓交流の初会合を持った。この席上、2013 年
12 月の KSHPC に日本緩和医療学会の代表者を送
り、かつ、韓国の学会で日本の緩和医療に関する報
告を行うスピーカーも派遣することが決まった。

第 18 回日本緩和医療学会学術大会に関する
記事は、英文にて欧州緩和ケア学会（European�
Association� for�Palliative�Care：EAPC、 以 下
EAPC）、オーストラリア・ニュージーランド緩和医
学学会（The�Australian�and�New�Zealand�Society�
of�Palliative�Medicine�Inc.：ANZSPM）などに投稿
したところ、早々に反応を得ることができた。また、
EAPC からは、さらなる交流を図りたいとの御連絡
も頂き、2014 年 6 月に開催の EAPC の第 8 回学術
集会をお訪ねすることとなった。

海外における緩和医療に関する重要文書とし
て、2009 年に EAPC が公開した「White�Paper�on�
standards�and�norms�for�hospice�and�palliative�care�
in�Europe;�Part�I�＆ II」について、わかりやすい形
で会員に提供することを本委員会で決定した。

その際、これまでのように、単に英文を和文に翻
訳するだけでなく、海外の動向を理解するための資
料としての形式をとることが話し合われた。さらに、
ニューズレターも紙媒体による提供形式をやめ、オ
ンラインジャーナルと同様の形式をとることに鑑
み、今回の資料は PDF 化してホームページにアッ
プし、少ない予算において本学会員の皆様に提供す
る方針が示され、その作業を開始した。

2013 年 12 月 6 日にはソウルにて開催された
KSHPC に日本緩和医療学会の代表者が参加し、ス
ピーカーが日本の緩和ケアについて報告を行い、海

委員会活動報告
国際交流委員会から
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外での交流を開始した。
2013 年 8 月の本委員会の発足を受け、2013 年

12 月、及び 2014 年 3 月には 2013 年度�第 2 回、及
び、第 3 回国際交流委員会を開催し、EAPC�White�
Paper�Part�I�＆II�の資料化作業を進めた。その結果、
EAPC�White�Paper�Part�I�＆ II�の全訳（参考文献
を除く）を終了し、国際交流委員会の各委員におい
て検討したところ特段の疑義は指摘されなかった。
そこで、当委員会より理事会に承認を求めることに
なった。

2014 年 6�月 5�日、スペインのリェイダ（Lleida）
で開催された第 8 回�欧州緩和ケア学会学術集会に
おいて、�EAPC�会長�Sheila�Payne�氏、及び広報担
当者�Avril�Jackson�氏と本学会国際交流委員長の間
で協議を行い、日欧間において一層の交流を深める
ことが確認された。

EAPC�White�Paper�Part�I�＆ II�の資料化につい
ては、たいへん前向きな反応を頂いた。さらに 2009�
年の EAPC�White�Paper�以外の文章についても、
資料化を求められた。より具体的には「緩和ケアの
教育プログラムに関する White�Paper�」をあげられ
たので、持ち帰って検討することとなった。本件に
ついては、ぜひとも次期国際交流委員会に引き継ぎ
たいと考えている。EAPC�広報担当との協議では、
EAPC�Blog�の積極的活用についての具体的な説明
があったので、より積極的に取り組むことを検討し
たい。

本年 6 月の第 19 回日本緩和医療学会学術大会に
おいて、日本、韓国、台湾による 3 学会交流を図る
予定であったが、草創期事業のためもあってかコ
ミュニケーションに円滑さを欠く結果となったこ
と、及び、日本の緩和医療学会と時期が近接して
いることもあり、2014 年 6�月 22�日の台湾安寧緩和
医学学会（Taiwan�Academy�of�Hospice�Palliative�
Medicine：TAHPM）への代表者派遣については
中止となった。本年 12�月 6�日に予定されている
KSHPC への派遣については実施する方向である。

発足したばかりの未熟な委員会活動ではあるが、
今後につなげる道筋は見えてきたと思われる。限ら
れた予算内で、効率的な活動を実施することにより、
個々の会員の皆様に利益のある成果が得られるよ
う、しっかりと次期委員会への引継ぎをさせていた
だきたいと考えている。


