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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

１）改訂版のポイント
Minds ガイドライン作成の手法を遵守しながら改

訂作業を進めており、予定通り 2016 年 6 月の発刊
をめざしている。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る。
２）進捗状況

2015 年 9 月時点で、SCOPE 作成、システマティ
ックレビュー、推奨文（案）作成まで終了した。推
奨文（案）は、外部のデルファイ委員（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、一
般社団法人グループ・ネクサス・ジャパン（患者家
族代表）から推薦された委員）に評価していただい
ている。
３）今後の予定

今後、推奨文の確定、背景知識の部分の加筆・追
加を進め、外部評価委員、理事、代議員の皆様の評
価を受けたのち、2016 年 6 月の発刊予定である。

同時に、推奨内容、作成プロセスに関して、海外
ジャーナルに投稿を予定しており英文化作業も並行
して進めている。

2）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

・2015年度第1回WPG会議開催
 （2015年6月20日、横浜）
・2015年度第2回WPG会議開催
 （2015年10月31日、京都）
・進捗状況
　8月　推奨原稿作成
　9月　背景知識原稿作成
　10月　デルファイ評価（第1回目）
　10月31日　デルファイ会議開催
・2016年6月の発行を目指している。

3）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
ている。2015年6月20日に2015年度第1回WPG会議
を行い以下の方向性で作業を進めている。
・ 基本方針として、各施術、療法について、システ

マティックレビュー（SR）およびランダム化比較
試験（RCT）を主体として文献検索し、その要約
（エビデンス総体）を分かりやすく記載し、推奨
度は設定しない。

・ 各施術・療法の記載項目は、「サマリー」「臨床
疑問に対するエビデンスレビュー」「構造化抄
録」で構成する。

・ 臨床疑問は各施術・療法で共通のものとする。ま
た、SRやRCTの報告数が多いものについては、
共通の臨床疑問にさらに少項目として設定するこ
とも可能とする。

・ 2015年8月末までに「サマリー」「臨床疑問に対
するエビデンスレビュー」を完成させる。

・ 2015年10月末までに「構造化抄録」を完成させ
る。

・ 表現の統一などの校正を行い2016年3月末までに
改訂版を完成させる。
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2. 委託事業委員会活動報告
委託事業委員会　委員長　　上村　恵一

委託事業委員会では事務局 6 名がそれぞれ緩和ケ
ア教育研修事業担当 3 名、普及啓発担当 2 名、CST
担当 1 名で担当している。2015 年 9 月末時点での事
業進捗状況を報告する。
緩和ケア教育研修事業について
（1）指導者研修会の開催

本年度は 2 回の指導者研修会を開催する。初
回である「第 27 回緩和ケアの基本教育におけ
る指導者研修会」は 2015 年 9 月 26 日（土）～
27 日（日）に開催した。本研修会には 228 名
の応募があり、抽選により選ばれた 60 名が参
加・修了した。次回「第 28 回緩和ケアおよび
精神腫瘍学の基本教育に関する指導者研修会」
は、2015 年 12 月 19 日（土）～ 20 日（日）に
クロスウェーブ船橋にて開催を予定している。

（2）病院長等を対象とした緩和ケア研修会の開催
本年度より初めての取り組みとなる、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。これは病院幹部の研修会受講が、がん診療
連携拠点病院に求められていることから、病
院長等が研修を受講できる体制を整えること、
さらには病院長等が自ら研修会を受講するこ
とで緩和ケア及び緩和ケア教育の重要性を実
感してもらい、自施設内でより多くの緩和ケア
研修会の開催が促されることを目的としてい
る。本研修会の内容は 2008 年 4 月 1 日付健発
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（2015 年 2 月 10 日付健発 0210 第 8 号）」
に準拠したプログラムで実施し、これは自施設
内で開催される緩和ケア研修会の内容とほぼ
同様のものである。また、研修会修了者へは厚
生労働省健康局長印の押印された修了証書も
交付される。
なお、開催日程は以下の通りである。
・2015年10月24日（土）～25日（日）
　フクラシア品川クリスタルスクエア
・2015年11月21日（土）～22日（日）
　新大阪丸ビル別館

緩和ケア普及啓発事業について
（1）緩和ケア研修会修了者用バッジの作製

昨年度、「がん診療連携拠点病院等の整備に
ついて（2014 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、「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
すバッジを作製した。

本年度は本バッジを緩和ケア研修会修了者
に広く配布するために、学術大会等会場にブー
スを出展しての配付や、普及啓発事業公式ホー
ムページ「緩和ケア .net」内に緩和ケア研修会
修了者用バッジ申込み用のフォームを設置し
ての配付を進めている。

学術大会等へのブース出展による配布では、
第 20 回日本緩和医療学会学術大会（2015 年 6
月 18日～ 20日開催、配付は19日・20日に実施）
では 232 個を配付した。次に、第 13 回日本臨
床腫瘍学会学術集会（2015 年 7 月 16 日 ̃18 日
開催、配付は 16 日のみ実施）では 20 個を配付
した。なお、配布実績から効果が見込めないた
め、ブース出展による配付は今後実施しない。

普及啓発事業公式ホームページ「緩和ケア
.net」からの請求については、現在、申込み用
フォームの設置を進めている。本フォームを使
っての申込みは、基本的には病院単位での申込
みとし、申込みには各施設よりバッジの配付対
象である緩和ケア研修会修了者の名簿を提出
いただく予定である。また、病院単位での申込
みが出来ず個人で申込む場合には、緩和ケア研
修会の修了証書の提出をお願いする予定であ
る。（指導者研修会の修了を以て緩和ケア研修
会を修了している場合は指導者研修会の修了
証書）本フォームの使用開始については、文書
や普及啓発事業公式ホームページ「緩和ケア
.net」で告知する予定である。

（2）緩和ケア普及啓発イベントの開催
「診断時からの緩和ケア」を広く普及啓発す

ることを目的とし、一般市民を対象としたイベ
ントを開催する。また、イベント開催前には新
聞、雑誌等の記者を対象としたプレスセミナー
も開催し、報道で緩和ケアと当該イベントの周
知を図る。

なお、街頭イベントは 2016 年 1 月 10 日（日）
にナディアパーク（愛知県名古屋市）にて、市
民公開講座は 2016 年 2 月 11 日（祝・木）にイ
イノホール（東京都千代田区）にて開催する予
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定である。

コミュニケーション技術研修事業について
（1）コミュニケーション技術研修会の開催

本年度はコミュニケーション技術研修会を 4
回開催する予定である。コミュニケーション技
術研修事業は本年度より当会が主催団体とし
て厚生労働省から委託された。前述の教育研修
事業にて行っている緩和ケア研修の内容と本
研修内容は相補的なものであるため、今後は委
託事業内でコミュニケーション技術研修事業
と教育研修事業とがより一層の連携強化を図
って事業を進めていく所存である。
第1回：2015年12月12日(土)～13日(日)
　　　 東邦大学看護学部
第2回：2016年  1月  9日(土)～10日(日)
　　　 東邦大学看護学部
第3回：2016年  1月30日(土)～31日(日)
　　　 天満研修センター
第4回：2016年  2月13日(土)～14日(日)
　　　 東邦大学看護学部

（2）ファシリテーター養成講習会の開催
本講習会は、コミュニケーション技術研修会

におけるファシリテーターを養成するもので
ある。全 7 日間の講習期間の内、最後の 2 日間
ではコミュニケーション技術研修会にて実践
のファシリテートを行う。そのため、全日程へ
の受講が参加の必須条件となっている。
第1回：2015年10月10日(土)～12日(月)
第2回：2015年11月  7日(土)～  8日(日)
第3回：上記、コミュニケーション技術研修会
　　　　の内、どれか1回
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