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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 1 回 WPG 会議開催（平成 26 年     
      6 月 21 日、神戸市）

▶　平成 26 年度第 2 回 WPG 会議開催（平成 26 年
8 月 30 日、横浜市）

▶　日本医療機能評価機構 Minds 診療ガイドライ
ン作成支援ツール GUIDE システムトライアル
に参加申し込みし、採用されました。

▶　日本医学図書館協会に文献検索を依頼しまし
た。The Cochrane Library の検索を依頼し、
PubMed と医中誌は WPG の検索の妥当性を助
言していただく予定です。（作成支援費用は 10
万円、予算に計上済み）

▶　平成 26 年 9 月中に文献の一次スクリーニング
を終了し、2 次スクリーニングに入る予定です。

▶　次回平成 26 年度第 3 回 WPG 会議は、平成
27 年 4 月に金沢（日本泌尿器科学会開催地）で
開催予定です。

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

▶    学術大会期間中に WPG のコ ア メ ン バ ー       
    （WPG 員長、WPG 副員長）を含む 4 名でミ ー   
    ティングを行いました。
▶　平成 28 年の改訂版の発行を目指して、改訂

の準備作業を進めていくことを確認しました。
▶　悪心嘔吐と消化管閉塞については、系統的文

献検索を行い推奨内容や推奨度の見直しを行う

こととなりました。
▶　便秘 悪性腹水 食欲不振については、推奨文

を立てられるかについて検討することとなりま
した。

▶　患者家族用ガイドライン（ガイド）について
は、他のガイドラインの作成との調整を図りな
がら対応していく予定です。

3）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

＜報告＞
⑴ 　2016 年夏改訂版発刊を目指して、10 名の WPG

メンバーに、オブザーバー中山健夫先生（ガイド
ライン委員）に加わっていただき、作業進行中です。

⑵ 　Minds のガイドライン作成サポートトライアル
に参加登録が認められました。

　これにより、
　① 作業に必要なテンプレートをダウンロードで

き、記載してアップロードできる。
　② 文書は、履歴を残しながら最新版をメンバーで

共有できる。
　③ トライアルで参加している我々には、作業に関

する Q ＆ A を受けてもらえる。
　④ 学会 HP などにリンクをかけて、簡単にパブリ

ックコメントを得られる。
　⑤ （追加依頼すれば）簡易版や、一般向け（患者

家族向け）版を作成してもらえる。
　　などのメリットが得られることになりました。
⑶ 　Minds の講習会、ワークショップには可能な限

りメンバーが直接参加し、参加できないメンバー
には伝達講習していく方針です。

＜平成 26 年度第 2 回 WPG 会議＞
（2014 年 8 月 3 日　＠新大阪）
⑴ 　文献検索方法の確定（検索の範囲、検索法、検

索式等について中山健夫先生に最終確認しました）
⑵ 　一次スクリーニングの確定作業（具体的な問題

点について討議しました）

＜今後のスケジュール＞
2014 年 8 月末 　SCOPE の確定　一次スクリーニン
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グの決定
2014 年 12 月 　エビデンス評価シート作成と二次ス

クリーニング決定
2015 年春　修正デルファイ会議
2016 年夏　発刊予定

＜確認事項＞
　デルファイ会議の段階で、他学会（日本癌治療学
会、日本プライマリ・ケア連合学会、日本がん看護
学会、日本緩和医療薬学会、日本呼吸器学会）、お
よび、患者会（グループ・ネクサス・ジャパン）か
ら各 1 名に参加していただく予定です。

4）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
・ 補完代替療法ガイドライン改訂に向けて準備を進

めています。平成 26 年 6 月 20 日に第 1 回 WPG
会議を行い改訂にあたっての方向性の確認、具体
的な作業内容を検討しました。

＜方向性＞
⑴ 　改訂版では、推奨レベルは設定せずエビデンス

のみを提示する「補完代替療法クリニカル・エビ
デンス（仮）」をタイトルとし作業を進める。

⑵ 　検索対象とする文献は、メタアナリシス、シス
テマティックレビューのみとする。検索するデー
タベースは PubMed とする。ただし、有害事象に
ついては、医学中央雑誌のデータベースを用いて
症例報告も検索対象とする。

＜具体的作業＞
⑴ 　検索キーワードを統一し、文献を検索
⑵ 　文献のアブストラクトから、PICO を整理
　現在、上記の行程を平成 26 年 12 月末までに作業
を終えることを目標に、各委員が分担して取り組ん
でいます。その後、文献の全体を把握した上で、各
療法・施術のアウトカム（クリニカル・クエッション）
を設定する予定になっています。

5）輸液ガイドライン英文化 WPG：
（WPG 員長）東口　髙志

▶ 　『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』の英語論文投稿を行うため、準
備を進めています。

6）鎮静ガイドライン改訂 WPG：
（WPG 員長）池永　昌之

▶ 　平成 26 年度第 1 回 WPG 会議開催（平成 26 年

6 月 21 日）
▶ 　平成 28 年の発行を目指し、本年末を目標に、

文献検索、構造化抄録の作成を進めています。

将来構想委員会　前委員長・現委員　　内富　庸介
　委員　　加藤　雅志

将来構想委員会は、細川理事長の号令の下、2012
年度に新たに設置された委員会である。その目的は、
学会の意思決定のプロセスの透明化を図りつつ、こ
れまで十分に議論がなされてこなかった検討事項に
ついて、必要な議論ができる場を提供し、議論が活
発になされるように促していくこととしている。と
もすると、学会の拡大とともに各委員会が扱う検討
事項が膨大となり結果的に関連委員会との連携が十
分に計れず、学会全体としてのまとまりに欠ける側
面が否めずそれを補う目的があった。具体的には、
学会が取り組むべき事項について、関係者の出席の
もと委員会において幅広く議論を行い、その意見を
取りまとめ、理事会や関係する委員会に提出するこ
とにより、学会の方針を決定するための資料を作成
している。

これまでに、計 5 回の委員会を開催してきており、
継続的に議論が必要な事項については「検討項目」
として定め、担当委員が議論の内容をとりまとめ、
関連する委員会等の活動にフィードバックするよう
努めてきた。例えば、厚生労働省委託事業の普及啓
発活動のように、社会的に影響が大きい取り組みに
ついて、様々な立場の者が参加して意見交換を行う
ことができる本委員会で話し合ったことはとても有
意義であった。学会として目指すべき中長期的な目
標について議論を行いつつ、委託事業でこれまで取
り組んできた活動を今後も一貫性のあるものとする
ように意見交換がなされた。その結果、効果的な普
及啓発を目指し、学会としては医療従事者を普及啓
発の主な対象として力点を置いていく。また、学会
としては「がん」や「早期」にとらわれずに、「非がん」
や「終末期」の緩和ケアの重要性についても取り上
げていく。その際に、厚生労働省の委託事業という
枠で収まらない普及啓発活動については、学会の広
報という枠で活動を行うことを検討していくこと、
などが議論され、これらの意見は理事会や関連委員
会に提出され、重要な課題として継続的に審議され
ている。

2.�将来構想委員会のこれまでの活動
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これまでに扱われてきたテーマは、専門医制度、
各職種の専門性、各種教育、広報活動、普及啓発、
診療報酬、緩和ケアチーム、在宅医療、疼痛管理、
学術大会の企画運営、ガイドライン、緩和ケアに関
連する臨床評価、ニューズレター・学会誌、学会の
会議の効率化などが取り上げられてきた。

2014 年 6 月 20 日に開催された「平成 26 年度　第
1 回　将来構想委員会」での主な議事の内容は以下
の通りであった。

1. 緩和ケアの普及啓発と教育研修について
診断時からの緩和ケアの推進を目指す厚生労働省

の委託事業と学会本来の広報活動の整合性について
は、今後も継続的に検討を進めていく必要があると
意見が取りまとめられた。
2.  各種ガイドラインの更新、患者・家族向けのガイ

ド作成について
理事会から当委員会へ検討が依頼された出版社の

選定と編集方法について、現状を継続しながらも定
期的に見直しを行っていくことの必要性が提案され
た。
3. 総務・財務委員会からの提案

会議の効率化を目指したスカイプ会議の導入につ
いて試験的に実施していく方針となったことを確認
した。
4. 大会プログラムのあり方

大会プログラムについて、プログラムの構成、ポ
スター発表の方法、開催日程、職種間の交流などに
ついて話し合われ、大会ごとのノウハウを引き継い
でいく必要があることが確認された。
5. 推薦代議員の在り方

推薦代議員について、人数が少ない職種でも一定
数の代議員が確保されるように、選挙は従来通り実
施し、推薦代議員は職種に関連する事項のみで推薦
する案を理事会に提案することが意見として取りま
とめられた。
6. 推薦理事の在り方について

推薦代議員と同様に、推薦理事は職種を考慮され
た枠でのみ選出され、選挙に立候補して落選した該
当する職種の代議員の中から得票数が高い者から選
出する案を理事会に提案することが意見として取り
まとめられた。
7.  がん診療連携拠点病院の要件変更に対応する学会

としての活動の在り方について
新たに定められたがん診療連携拠点病院の緩和ケ

アに関する指定要件について、現場だけでは対応が
難しいものを、学会として支援していくことについ

て議論し、専門的・横断的緩和ケアで継続審議する
こととなった。

また、今後、将来構想委員会は新委員長である中
島信久先生のもと、新体制で活動を行っていくこと
となっており、継続して将来構想委員会で検討すべ
き項目についても議論された。主な継続検討項目と
して、学会で定めている「地域」の分け方、委員会
の体制、ガイドラインなどがあげられた。

将来構想委員会は、学会の方針を決定する委員会
ではないということを明示することにより、学会の
あり方について、関係者や第三者を交えて幅広い議
論することが可能な委員会である。この 2 年間で、
多くの方々の協力のもと、本委員会から理事会や関
連委員会に対して意義ある提案を行うことができ
た。会員の皆様方におかれては、引き続き、本委員
会の活動を応援していただきたいと願っている。

委託事業委員会　前委員長　　加藤　雅志

委託事業委員会は、2012 年度に細川理事長の指揮
のもと新たに設置された委員会である。厚生労働省
からの業務委託として、日本緩和医療学会が国民の
方々からの税金を活用し事業を実施するという特殊
な状況を踏まえ、委託事業に特化した活動を行うこ
とを目的に設置された。事業の性質から、本委員会
の活動は常に説明責任を負っているということを意
識し、この 2 年間は透明性のある活動を心がけてき
た。その具体的な内容について、例えば、予算執行
に関するルールを明確にし、明文化したことなどが
あげられる。つまり、予算執行の書類上の監査だけ
ではなく、業務内容の監査にも応えられる体制を整
備したといえる。

支出の範囲や基準を明確にしていくという作業
は、学術団体として学問を追及していく活動とは遠
いところにあるように感じる方も多いかもしれな
い。しかし、会員が安心して活動を行っていくため
には必要不可欠なものである。研修や普及啓発活動
を実践していくにあたり、協力してくれる会員が活
動に専念していくことができるよう、環境整備に邁
進した 2 年間であった。そういった観点からでは、
特に事務局の整備に最も注力してきたともいえる。
あまり知られていないかもしれないが、学会事務局
は、大きく分けて 2 つの部門に分かれている。「学

3.�委託事業委員会の2年間の活動
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会事務局本体」と「厚生労働省委託事業事務局」で
ある。簡単に述べると、「厚生労働省委託事業事務
局」は、厚生労働省の委託事業に関する業務を担当
しており、「学会事務局本体」はそれ以外の業務を
担当している。なぜこのように明確に分けているの
かというと、厚生労働省委託事業費で雇用された事
務員は、委託事業以外の業務を行ってはいけないと
いう明確かつ厳密なルールがあるからである。この
ことを明確に説明できるように、このような事務局
体制を作っているのである（参考までに「学会事務
局本体」の事務員が、委託事業の仕事をすることは
問題がない）。委託事業委員会委員長は、この「厚
生労働省委託事業事務局」の責任者でもあり、事務
局の業務の管理を行う必要がある。実際には、現場
責任者である事務員の正木加菜子さんのマネジメン
トによるところが多く、正木さんには深く感謝をし
ている。そして、学会が自らの経費で正職員として
雇用する正木さんに加え、契約職員として委託事業
費で雇用される 6 名前後の事務員を雇用しているの
だが、職員を雇用する以上雇用者として果たすべき
責任というものがある。事務局の体制づくりはこの
2 年間で最も心砕いた業務であったともいえる。学
会が円滑に活動をしていくことができるようにと基
盤を支えている熱意ある事務員たちがいることを多
くの会員に知っていただきたいと思い、紹介させて
いただいた。

これらの事務局周辺の業務が、委託事業委員会委
員長が特に責任を持って果たすべき業務である。事
業のコンテンツである「がん診療に携わる医師に対
する緩和ケア研修」については木澤義之先生と秋月
伸哉先生に、「緩和ケア普及啓発」については濵卓
至先生と池永昌之先生に、「SHARE-CST」につい
ては間島竹彦先生と小室龍太郎先生にご協力いただ
くことにより、多くの成果を得ることができた。各
WPG のメンバーの先生方にこの場を借りて御礼を
申し上げるとともに、素晴らしい結果を出してきた
メンバーたちには尊敬の気持ちを新たにしている。

特に、普及啓発活動に関しては、濵 WPG 員長を
中心に多くの新しいことに取り組むことができた。
緩和ケアの普及啓発活動は「オレンジバルーンプロ
ジェクト」として活動を行ってきており、多くの会
員の皆様方にご支援をいただいているところであ
る。これまでの対象として一般市民を中心とした普
及啓発活動から、医療従事者を介しての患者や家族
への普及啓発活動へ方針を転換し、シンポジウム
の開催、冊子などの資材の作成にこの 2 年間は取
り組んできた。政府において「がんと診断された

時からの緩和ケア」が推進されているが、「がんと
診断された時からの緩和ケア」とは何か、という現
場からの疑問がしばしば寄せられた。それに応える
べく、委託事業委員会において「がん診療に携わる
医師が今日からできる診断時からの緩和ケア　5 つ
のアクション」をとりまとめて、冊子にして広く周
知したことは高く評価された。また、医療従事者を
介して、患者や家族に緩和ケアを説明するために作
成した冊子も多くの施設で活用されていると聞いて
いる。これらの資材はオレンジバルーンプロジェク
トのホームページで公開されている（http://www.
kanwacare.net/）。また、2013 年度は、全国 7 地域
においてリレー方式でシンポジウム等のイベントを
開催するなど、新たな企画にもチャレンジした。地
域の特性を活かし、地域内での連携を強化するとい
った利点がある一方で、活動が分散することで事務
量が増大し現場に大きな負担が生じるため、効率的
な運営のあり方などの課題も明らかになった。

そして、細川理事長のリーダーシップと濵 WPG
員長の実行力により、緩和ケアをより分かりやすく
説明する『市民に向けた緩和ケアの説明文』を新た
に定めたことは大きな成果だと考えている。これは、
医療従事者が患者・家族に説明する際、あるいはメ
ディアや民間企業が緩和ケアについて説明する際
に、WHO の定義を分かりやすく、短い言葉として
使用できるような新たな説明文の作成することを目
的に企画したものである。

「緩和ケアとは、重い病を抱える患者やその家族
一人一人の身体や心などの様々なつらさをやわら
げ、より豊かな人生を送ることができるように支え
ていくケア」

多くの関係者に、この説明文を活用していただき
たいと考えている。

2014 年度、上村恵一新委員長のもと新体制で委託
事業委員会の活動が開始した。今年度は、厚生労働
省が普及啓発に力を注ぎたいという強い意向を示し
ており、これまで以上に事業が活発化することが予
想される。新委員会の体制は、これまで以上の体制
を整えているので心配におよばないかと思うが、事
業の活性化に会員の皆様方の協力は不可欠である。
ぜひこれからも、委託事業委員会が取り組む「がん
診療に携わる医師に対する緩和ケア研修」、「緩和ケ
ア普及啓発」、「SHARE-CST」についてご支援いた
だきたいと願っている。


