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新型コロナウイルス感染拡大防止のため、第３回緩和ケア推進部会の開催は
中止とさせて頂き、開催方法をメールによる意見交換へ変更します。部会資料
を送付いたしますのでご意見・質問がある場合は、別紙【意見・質問様式】に
ご記入いただき事務局まで電子メールにてご送付ください。

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

1.緩和ケア推進部会の取り組み評価について（事務局）
今年度の実施計画について、緩和ケア研修会は、合計 8 回実施予定であったが、新型コロ
ナウイルス感染拡大防止のため、 3 月 1 日に開催予定であった、第 8 回緩和ケア研修会（公
立甲賀病院会場）は中止となった。その他、ELNEC-J 研修、緩和ケアチーム研修会、世界ホス
ピス緩和ケアデー記念県民公開講座については、計画どおり実施したことから今年度の最終評
価は「A 評価」をつけた。各研修会等については、あり方を検討の上、県内病院が連携を図り
ながら次年度も継続実施できるように努めたいと考える。
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【中止】
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
・令和元年度 滋賀県緩和ケア研修会開催状況については【資料 2】を参照。
・滋賀県緩和ケア研修修了者数については【資料 2-1】を参照。
・緩和ケア研修会の実施報告については、滋賀医科大学付属病院【資料 2-3】、草津総合病院
【資料 2-4】を参照。
・令和 2 年度の緩和ケア研修会の開催日程については【資料 2-4】を参照。
【滋賀県立総合病院より】
滋賀県立総合病院は、令和 2 年度について世界ホスピス緩和ケアデー県民公開講座を開催
担当病院となっていることから令和 2 年度の当院での緩和ケア研修会開催はしないことに
決定した。また、他施設での開催時に講師もしくはﾌｧｼﾘﾃｰﾀとして必要があれば支援をしたい
と考えているためご相談ください。
3．ＥＬＮＥＣ－Ｊ研修会について（県立総合病院より説明）
・今年度のＥＬＮＥＣ－Ｊ研修会開催状況について【資料 3】を参照。
・第2回 ELNEC-J 研修会（彦根市立病院開催）実施報告については【資料 3-1】を参照。
第2回目は11月23日、12月1日2日間、彦根市立病院で開催し、申込者33名、参加者29名。
実施アンケート結果は、概ね理解を得られた状況である。
・令和2年度第1・2回ELNEC-Jコアカリキュラム看護師教育プログラム開催予定について【資
料3-2】参照。第１回目は10月25日、11月1日の2日間、市立長浜病院で開催予定であり、
令和2年5月に募集案内の送付を予定している。第2 回目は11月29日、12月6日の2日間、近

江八幡総合医療センターで開催予定である。
4．世界ホスピス緩和ケアデー記念県民公開講座について
令和2 年度開催予定について【資料4】を参照。 令和2 年度の担当病院は 滋賀県立総合
病院となっている。また、開催予定日は令和2 年11 月23 日（月・祝）
、会場はびわ湖ホー
ル（予定）である。講師は、医療法人社団パリアンクリニック川越の川越 厚院長をお招き
し予定している。テーマについては、在宅医療の連携に関するテーマで調整中である。
5．緩和ケアチーム研修会について
滋賀県緩和ケアチーム(PCT)研修会ワーキンググループ(WG)より報告について、令和元年
度内に第 1 回～第 3 回まで WG を開催した。その結果は別紙【資料 5】を参照。
6.
令和 2 年度緩和ケア推進部会の各種研修会スケジュールおよび取組み内容について
・令和 2 年度緩和ケア推進部会の各種研修会スケジュールについては【資料 6】を参照。
・ＰＤＣＡサイクルについては【資料 6-1】、
【資料 6-2】を参照。
『滋賀県の緩和ケアの推進』という大きな目標を持っている緩和ケア推進部会において、共通
目標を設定し、各施設が統一してその目標に向かって取り組み、その取り組みを PDCA サイク
ルに乗せ、推進していく。PDCA を用いることで見える化の促進が行われ、部会という機会を
用いて相互評価を行い、県全体で相互的にサポートする仕組み作りを行っていければと考えて
います。賛否両論があると思いますがご意見を頂けましたら別紙の「ご意見・質問」様式にご
回答をお願いします。
7.その他
・緩和ケア推進部会アンケート結果報告については、【資料 7】
【資料 7-1】【資料 7-2】を
参照。
【質問・意見について】
（大津赤十字病院より）
3月23日の当院の幹部会議にて、今年の夏ごろまでは大津赤十字病院が主催する院内・院外
での研修開催や公開講座などはすべて中止または延期することに決定しました。このため、
6月7日（日）に当院で開催予定の滋賀県緩和ケア研修会は行わないことになりました。
令和2年度の後半に延期して開催することを考えていますが、今のところ開催日は未定です。
決まりましたらまたご連絡いたします（4月中に）
。なお、この幹部会議において、令和2年度
の後半でもまだ新型コロナウイルス感染が終息していない場合、院外からの募集は行わず院内
のみの受講者だけで開催することは可能かどうかの意見があり、緩和ケア推進部会へ問い合わ
せるよう指示がありました。ただ、この件については当院だけの問題ではなく他病院の問題で
もあります。どうしても所属病院で受講できない場合は受講の機会を失うことになりかねず、
県内の各病院の対応がまちまちになってしまうのも問題なので、緩和ケア推進部会としてのご
意見をお聞かせいただければと思います。私は、個人的には、どうしても所属病院で受講でき
ない場合に受講の機会を失うことになりかねないため、院外募集を行わないのは問題があるよ
うに思います。ただ、令和2年度に限って所属病院での受講を原則とすることは周知してもよ
いかもしれません。
（済生会滋賀県病院）
① 平成 29 年度ー令和元年度厚生労働科学研究費補助金（がん対策推進総合研究事業）
「がんと診断されたときからの緩和ケアの推進に関する研究の中で」、患者・家族の苦痛のス
クリーニングに関係して、スクリーニングが現場の負担に見合うだけの患者のアウトカムに変
化をもたらすのか、スクリーニングを行っても実際のケアにつながっていないといった議論が
なされている。PDCAサイクル自体は国の方針に従っているが、全施設で統一した場合に、内容
によっては少ないスタッフ数の中、業務負担が重くなる可能性がある場合も出てくるのではな

いかと危惧されるが、配慮された内容になりますでしょうか。
緩和医療学会では、緩和ケア研修会でのグループワークが新型コロナウイルスの感染のリ
スクが高く、当面は自粛するべきとの議論がなされています。医療従事者を対象とした研
修であり、万が一感染が起きれば一定数の医療従事者が診療から 14 日前後離脱する必要
が生じ、病院の診療が滞る可能性があるが、滋賀県緩和ケア部会として、例えば自粛する
べきなどとの指針や見解はありますか。また滋賀県からの指導を示してもらったり、滋賀
県を通して厚生労働省に問い合わせていただくなどの対応はなされているのでしょうか。
経過をご教示ください。主催者で判断するようにといった回答は、今回の場合難しく感じ
ます。
（滋賀県立総合病院より）
議題２．緩和ケア研修について
次年度の開催日ですが、6月開催は、コロナウイルスの影響を鑑み、予備日を設けてお
かれることが期待されます。
議題４．世界ホスピス緩和ケアデーについて
11月23日（祝）にホスピス・緩和ケアデーと、済生会滋賀県病院の緩和ケア研修が同
日となっていますが、よろしいでしょうか。
議題５．緩和ケアチーム研修について
緩和ケチーム研修でのテーマとして「外来緩和ケア」の推進、慢性心不全患者が対象
となってきていること、身体担当医師の条件緩和など、緩和ケアチームの実働や、よ
り具体的なテーマを検討することで、その後の「ACPの普及」につなぐのがよいのでは
ないかと考える。
議題６. PDCAについて
がん対策推進計画で提示されておりますので、「賛成です」。滋賀県は実施できていな
いという現状を共有して推進すべきと考えます。資料6－2は見本かと思いますが、ま
ずは、[共通目標を何にすべきか]と対面で話し合うこと（場の設定）が大切と考えま
す。その後はその目標にそって、各施設がプランを作成すればよいと考えます。本部
会において、WGを設定するなど具体的な実践を期待します。
②

【質問に対する回答】
上記内容を受け、滋賀県として具体的な対応案としては下記を考えています。
【緩和ケア研修会について】
① 県の「現在中止または延期しているイベントや十分な感染拡大防止対策を講じられない
場合には、中止・延期を継続します」のメッセージに従って7月までは研修会の開催は中
止とします。
② 現時点では9月以降の研修会開催を計画していただく。
③ 可能ならば7月下旬（7月30日が目標）に緩和ケア部会を開催し、その時点での情勢から
以降の研修会開催日程を再確認する。
④ 9月以降は、予定していた集合研修が中止となった場合e-Learningの修了証書を持って、
2020 年度については、暫定的に緩和ケア研修会を修了したとみなし、施設における研修
会修了者の割合を計算する。
⑤ 集合研修開催できるようになれば、e-Learningのみ修了した受講者は集合研修を受講す
る。
⑥ 滋賀県としては、緩和ケア推進部会で取り決めた開催予定に従って研修会を実施していれ
ば、がん診療連携拠点病院の指定要件とみなすものとなります。
⑦ 受講対象者は、その時の情勢にあわせて開催実施病院内の職員に限定されても結構です。
よって、 今年度においては、この先の情勢が確定していないため、できる限り自施設内
での受講を推奨してください。

【世界ホスピス緩和ケアデーについて】
開催日が緩和ケア研修会と同日になっていますが、検討はいたしますが現時点では変更は難し
いと考えます。
【緩和ケアチーム研修について】
テーマ等については、検討させていただきます。
【PDCAサイクルについて】
PDCAの目標設定については今後、議論を深めてどのような形が良いのか皆様と考えていきたい
と思います。

＊【情報提供】
（厚生労働省健康局がん・疾病対策課より）
（各都道府県からの問い合わせ内容）
今般の新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、予定していた緩和ケア研修会を開催できない
場合、がん診療連携拠点病院等の指定に影響するか。
（回答）
当初予定していた緩和ケア研修会について、新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、都道府
県と協議の上、研修会開催を中止・延期したのであれば、その旨を現況報告・推薦書に記載し
ていただければ、がん診療連携拠点病院等の指定に関する検討会では事情を考慮して判断す
る。なお、緩和ケア研修会開催の指定要件に限らず、指定要件を充足しない場合には、現況報
告・推薦書にその旨を記載していただければ、がん診療連携拠点病院等の指定に関する検討会
では事情を考慮して判断いたします。
連 絡 事 項 令和2年度

第1回の部会は7月30日（木）で調整予定。

以上のとおり報告します。
滋賀県がん診療連携協議会

令和2年3月19日
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