
 

滋賀県がん診療連携協議会 議事結果報告書 

 

会 議 名 令和元年度 第2回 滋賀県がん診療連携協議会緩和ケア推進部会  

開 催 日 時 令和元年11月28日（木） １８：００～１９：３０ 

開 催 場 所 滋賀県立総合病院 新館４階講堂 

出  席  者 【部会員】 

県立総合病院         花木 宏治（部会長） 

彦根市立病院         黒丸 尊治（副部会長） 

滋賀医科大学医学部附属病院  遠藤 善裕（副部会長）（代理出席：森田 幸代） 

滋賀医科大学医学部附属病院  木村 由梨 

大津赤十字病院        三宅 直樹 

大津赤十字病院        徳谷 理恵 

滋賀県立総合病院       吉田 智美 

滋賀県立総合病院       冨永 千鶴 

滋賀県立総合病院       川邊 義巳 

公立甲賀病院         岡垣 哲弥 

公立甲賀病院         小嵜 伊都子 

彦根市立病院         秋宗 美紀 

市立長浜病院         田久保 康隆 

市立長浜病院         宮崎 惠子 

高島市民病院         天野 明美 

市立大津市民病院       津田  真 

市立大津市民病院       杉江 礼子 

済生会滋賀県病院       権   哲 

草津総合病院         堀  泰祐 

近江八幡市立総合医療センター 赤松 尚明 

長浜赤十字病院        中村 一郎 

ヴォーリズ記念病院      奥野 貴史 

ヴォーリズ記念病院      谷川 弘子 

岩本整形外科         岩本 貴志 

滋賀県歯科医師会       戸﨑 宏樹 

滋賀県看護協会        日永 めぐみ 

滋賀県歯科衛生士会      溝井 敬子 

滋賀県がん患者団体連絡協議会 奥井 さよ子（代理出席：塩飽 孝子） 

滋賀県がん患者団体連絡協議会 夛田 勢津子 

滋賀県健康医療福祉部     野坂 明子 

 

【オブザーバー】 

滋賀県立総合病院       伴  敏信 

草津総合病院         城  亜紀 

【事務局】 

滋賀県立総合病院       湊山 祐一 

滋賀県立総合病院       田中 幹也            （敬称略） 

欠 席 者 【部会員】 

東近江総合医療センター    坂野 祐司 

高島市民病院         武田 佳久 

滋賀県医師会         堀出 直樹 

滋賀県薬剤師会        柏井 眞弓            （敬称略） 



 

 

 

 

（部会長） 

・滋賀県がん診療連携協議会・緩和ケア推進部会の変更について 

 今年度の部会員の変更で新たに部会員になられた方をご紹介いたします。 

  ・滋賀県歯科医師会の戸崎様です。 

 

1．令和元年度 緩和ケア推進部会の取組評価およびスケジュールについて 

（事務局） 

 資料の訂正が二箇所あります。資料3ページのELNEC－Jの文字間違えと資料4ページの緩

和ケア研修の第6回と第7回の順番が逆になっておりました。また、第6回の滋賀医科大学

付属病院の開催日程も12月14日から12月7日となりますのでご訂正をお願いします。 

  

 

1.緩和ケア推進部会の取り組み評価について（事務局） 

緩和ケア推進部会の取組み評価につきまして、今年度、9月末までの実績を、中段の31年度

実施計画の右横の実績（取り組んだ内容）のところにまとめさせていただいています。第１回

緩和ケア部会は、7月18日に実施しております。上半期の緩和ケア研修会の開催状況につきま

しては、6月16日に大津赤十字病院、6月30日に滋賀県立総合病院、9月15日に市立大津市民病

院での研修会が終了しております。緩和ケアチーム研修会は、9月7日に実施できています。ま

た、ホスピスデー県民公開講座については、9月22日に実施できております。 

ＥＬＮＥＣ－Ｊ研修会につきましても、9月29日・10月6日の2日間、開催ができております。 

中間評価につきましては、部会、緩和ケア研修会、緩和ケアチーム研修会、ホスピスデー県

民公開講座、ＥＬＮＥＣ－Ｊ研修会が、予定どおり開催できておりますことから、評価はＡ

としたいと思いますのでご承認等よろしくお願いいたします。 

 

 

2．滋賀県緩和ケア研修会について 

①現時点における今年度の開催状況と開催予定 

  第１回 令和元年 ６月１６日（日） 大津赤十字病院 

  第２回      ６月３０日（日） 滋賀県立総合病院 

  第３回      ９月１５日（日） 市立大津美市民病院 

  第４回     １１月１０日（日） 市立長浜病院 

  第５回     １１月２３日（日） 済生会滋賀県病院 

  第６回     １２月 ７日（土） 滋賀医科大学医学部付属病院 

  第７回 令和２年 ２月 ９日（日） 草津総合病院 

  第８回      ３月 １日（日） 公立甲賀病院 

 

②令和元年度緩和ケア研修会の開催結果について 

  ＊第3回市立大津市民病院から説明 

  ・9月15日に開催。23名受講（うち開業医1名）。内訳は医師14名、看護師3名、薬剤師6名。 

  ・アンケート結果からロールプレイの体験が良い経験となったという意見がありました。 

   

  ＊第4回市立長浜から説明 

・11月10日に開催。19名受講。内訳は医師13名、歯科医師3名、管理栄養士1名、薬剤

師1名、管理薬剤師1名。 

・プレアンケート、ポストアンケートからは、地域連携の情報共有に関しては、それ

ほど困難に思わないということでした。 

   ・今回、循環器の医師4名受講いただきまして、循環器用のロールプレイシナリオも作

成して研修会を実施しました。 

・院外ファシリテーターとして、長浜赤十字病院の医師、看護師にしていただきました。 



 

＊第5回済生会滋賀県病院から説明 

   ・11月23日に開催。24人受講。医師10名（うち研修医4名、開業医1名）、看護師12、 

薬剤師2名。院内受講者16名、院外受講者が8名。 

   ・e-ランニングの復習が十分でなかったということでしたので、スケジュールを工夫し、

前半と後半に分けて実施しました。また、講義時間が長くならないようにランチョン

セミナーなど取り入れるなど工夫しところであります。 

・今後は、初期研修医の受講にも力を入れていきたいと思います。 

 

③その他、意見等 

（部会長）緩和ケア研修会について、受講者も徐々に減少傾向となってきていますので今

後は、合同開催や隔年開催等も考えたいと思いますが、また皆様の方からも何か案がござ

いましたら、次回の部会までにご提案いただけたらと思いますのでよろしくお願いしま

す。 

 

（部会員）緩和ケア研修会で開業医の受講比率は上げていかないといけないのでしょうか。 

開業医の中には、実際に緩和ケアや緩和ケア研修会といったことに興味のある医師とそう

ではない医師の落差が激しいと思います。緩和ケア研修会を開業医へ広めていくことは大

事だと思いますが、一方で患者さんが不慣れな開業医にかかることがどうなのかと思って

います。今の緩和ケアの現況を見ていますと緩和ケアを仕切っている拠点病院等で患者さ

んを集約されていますので、今後、開業医等もある程度緩和ケアを専門にされている開業

医へ集約して病診連携を図っていく方がいいのではと思っています。 

  

（部会長）ご意見のとおり、全開業医の先生が受講してもらわないといけない訳でないと

思いますが、部会としましても、緩和ケアの医療提供の均てん化を図っていく必要があり

ますので、今後も開業医の先生方の受講を進めたいと思っています。 

 

（部会員）研修会の対象者ですが、当院では、がんを専門にしている殆どの医師は受講が

済んでいる状況だと思いますので、今年度から非がんを中心に循環器や内科系の先生方に

受講を募りました。 

 

（部会員）当院は、循環器を緩和ケアに取り込んでいまして、今回の緩和ケア研修会でも

緩和ケアの中心となっている若手医師に声をかけ、研修会を受けてもらいました。開業医

の先生の参加の中にも循環器の先生がおられました。また、当院には心不全専門の看護師

が循環器病棟におりまして、その看護師を中心に心不全の緩和ケアチームの組織づくりを

しているところです。今後は、もう少し循環器内科とコラボして緩和ケアに取り組もうと

思っています。 

 

3．ＥＬＮＥＣ－Ｊ研修会について（県立総合病院より説明） 

 

① 令和元年度第１回ELNEC-Jコアカリキュラム看護師教育プログラム 

 第１回目は9月29日、10月6日の2日間、大津赤十字病院で開催しました。 

参加申込者は、22名で、実際の参加者は20名となりました。参加者が少しすくなかった理

由としましては、日程が学校行事と重なっていたことや、その他に看護研修会と重なって

いたことが原因と考えます。今後は開催日程について、周りの研修会や行事の状況なども

考え日程を検討したいと思います。実施アンケート結果は、概ね理解を得られた状況とな

っています。 

第2回目は、彦根市立病院での開催となっており、一日目を11月23日に実施しています。 

二日目は12月1日実施予定となっています。申し込みは33名で、参加は30名となっています。 

 

 



 

4．緩和ケアチーム研修会について（県立総合病院より説明） 

  滋賀県緩和ケアチーム研修会、第3回目を迎えまして、第1回、第2回は滋賀県立総合病院

で実施していましたが、今回から滋賀県内の拠点病院で開催を回していくということで、

市立長浜病院で開催となりました。 

 参加者24名。今回はファシリテーターなしで、滋賀県立総合病院も研修に参加させていただ

きました。 

 

【緩和ケアチーム研修会の目的】 

1、県内緩和ケア提供体制を踏まえ、各地域において緩和ケアがより普及し、より向上する

こと 

2、地域の緩和ケアの中心である拠点病院の緩和ケアチームの質の向上し、また活動性が向

上すること。 

3、 研修会の定期的開催により、各チームの交流、目標の共有、学び合いが進むこと。 

4、 効果的な緩和ケア推進のためには行政との連携が必要である。 

 

【報告】 

これまでは、各拠点病院がPDCAサイクルを用いて、各チームがよりステップアップして

いくことを目標に行っていましたが、今回の研修では、困難事例を用いて客観的に自施設

の緩和ケアチームの役割を認識して、テーマとして「地域連携、病病連携、病診連携」を

含めて意識するようにさせていただきました。また、その辺りを意識しながら解決策を講

じていったうえで自施設内の連携に対して不足している部分を意識していただけるよう研

修を実施しました。研修の事前・事後アンケート（資料37ページ）は、「すごく役立つ」と

いう結果となりました。 

  

 

 ・がん診療連携拠点病院都道府県指導者養成研修について（県立総合病院より説明） 

   研修日：2019年9月14日・15日 

   場 所：国立がん研究センター 

   参加者：滋賀医科大学付属病院 医師        森田 幸代 

       大津赤十字病院    薬剤師       森島 史佳 

       彦根市立病院     緩和ケア認定看護師 秋宗 美紀 

       市立長浜病院     緩和ケア認定看護師 宮崎 恵子 

       滋賀県立総合病院   緩和ケア認定看護師 冨永 千鶴 

【報告】 

内容は、都道府県単位での研修、ワークショップ、会議等、取り組むための方向など、

地域統制を踏まえた具体的な実施計画を立案するといった内容でした。 

他の都道府県などの課題を共有させていただき、それによって、滋賀県の傾向や課題を共

有することができました。また、がん対策推進計画に合わせながら今回参加した5施設で取

り組んでいけるように滋賀県の計画（資料30ページ、スライド10）を立てました。 

 

・第１回ワーキンググループについて（県立総合病院より説明） 

  開催日：2019年9月7日 （*第3回緩和ケアチーム研修会での昼食時間） 

  （検討・結果） 

第4回緩和ケアチーム研修会の開催については、次年度は、9月5日に滋賀医科大学付属

病院で開催していただくこととなりました。 

 

・第２回ワーキンググループについて（県立総合病院より説明） 

  開催日：2019年10月13日 

  （検討・結果） 

 



 

【緩和ケアチーム研修会の方向性】 

 第４回～第６回PCT研修会企画（案）*研修会を拠点病院で持ち回り開催 

① 開催場所については、これまで研修会を開催していない拠点病院 

② 県内すべての拠点病院で研修会を開催することで、研修会開催目的や方法を周知徹底

できる。 

③ 事前課題について、各地域の緩和ケア提供体制状況を情報収集し、把握する。 

④ 研修会で各地域の状況・課題を共有し、各地域において緩和ケア提供体制の再構築を

検討する。 

（内容） 

第４回～第６回の3カ年くらいで計画を立てようということになりました。緩和ケアチ

ーム研修会の方向性として、①～④となっています。県内すべての拠点病院、また独自で

研修会を開催することを目標に研修会を行っていこうとなりました。 

各二次医療圏の中で緩和ケアの提供体制を情報収取して把握してくことで具体的にどの

ような方向で緩和ケアを推進していくべきか、いう所まで3カ年の中で研修を重ねていけ

れば、緩和ケアの推進に繋がるのでないかということでしたので、今後も引き続き取り組

んでいきます。 

今後の緩和ケアチーム研修の順番としては、次年度は滋賀医科大学付属病院でその次は

大津赤十字病院でその次は彦根市立病院という案がまだ、決定ではありませんが出ている

状況です。 

・12月6日に都道府県の緩和ケア推進部会で、この緩和ケアチーム研修の取り組みが評

価されまして、発表をすることとなりました。 

 

 

5．世界ホスピス緩和ケアデー記念県民公開講座について（彦根市立病院より報告） 

9月22日に彦根文化プラザで講師の長尾 和宏先生をお迎えして「緩和ケアと尊厳死

を考える～人間らしく、自分らしく最期を迎えるために～」という後援会をさせてい

ただきました。昨年度、台風で中止となった分を同じ内容で再度調整し、9月22日（日）

に開催いたしました。 

参加者は、142名ありまして、参加者のアンケート資料は、資料P42ページ～46ページ

となっています。長尾先生の講演は、非常にお話しも上手でとても良かったと好評を

頂いきました。 

 

6. その他 

・令和2年度の緩和ケア関連の研修会等の検討資料について 

    緩和ケアチーム研修会 

→ 滋賀医科大学付属病院で開催予定 

    世界ホスピス緩和ケアデー記念県民公開講座 

      → 滋賀県立総合病院で開催予定 

    緩和ケア研修会 

      → 後日、各病院で調整いただき事務局まで報告をお願いします。 

 

  ・草津総合病院における緩和ケアの推進について（資料P49ページ） 

 

  ・緩和ケア提供体制に関するアンケートについて（資料P50ページ～52ページ） 

    12月6日都道府県緩和ケア推進部会が開催予定となっておりまして、そこでも事前ア

ンケートを実施されております。このアンケートに合わせて滋賀県内でも実施させて

頂きたいと思っております。後日、12月13日までにご作成頂きますようにがん診療連

携拠点病院にご依頼をさせていただきますのでご協力をお願いします。 

 

 



 

  ・第24回滋賀県看護協会 県民公開講座について（資料P53ページ） 

      開催日時：2019年12月5日（木）13：30～16：30  

場  所：ピアザ淡海 

 

  ・第11回滋賀県がん医療フォーラムについて（資料P54ページ） 

      開催日時：2020年2月8日（土）14：00～16：30  

場  所：滋賀県立男女共同参画センター 

 

  ・滋賀県がん患者団体連絡協議会からの連絡事項 

    ①ピアサポータ養成講座第9期が終わりまして、場所の提供や講師の派遣等ありがと

うございました。おかげさまで今季の修了者は5名となりました。 

②「緩和ケアについて」のDVD貸出については、滋賀県がん患者団体連絡協議会の 

ホームページからDVD使用申請書をダウンロードして記入頂き、メールで送付くだ

さい。またDVDの使用期限は最大1か月となりますのでよろしくお願いします。 

そ の 他 令和元年度 第3回の部会は3月頃の木曜日で調整予定。 

  

以上のとおり報告します。                           令和元年11月28日 

滋賀県がん診療連携協議会 会長 様 

 

   緩和ケア推進部会 部会長 花木 宏治 


