
 

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1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7月18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） 

公立甲賀病院         岡垣 哲弥（副部会長） 

滋賀医科大学医学部附属病院  遠藤 善裕（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         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 

草津総合病院         堀  泰祐 

長浜赤十字病院        中村 一郎（代理出席：富永 治美） 

東近江総合医療センター    坂野 祐司（代理出席：横山 京子） 

ヴォーリズ記念病院      奥野 貴史 

岩本整形外科         岩本 貴志 

滋賀県医師会         堀出 直樹 

滋賀県看護協会        日永 めぐみ 

滋賀県薬剤師会        柏井 眞弓 

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 

滋賀県がん患者団体連絡協議会 夛田 勢津子（代理出席：柳田 英代） 

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 

 

【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】 

彦根市立病院         黒丸 尊治（副部会長） 

高島市民病院         武田 佳久 

済生会滋賀県病院       権   哲 

近江八幡市立総合医療センター 赤松 尚明 

滋賀県歯科医師会       水舩 展克 

ヴォーリズ記念病院      谷川 弘子           （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。 

  ・滋賀医科大学医学部付属病院の看護部・副看護師長の木村様です。 

・滋賀県歯科衛生士会の理事・溝井様です。 

・滋賀県がん患者団体連絡協議会の運営委員・夛田様ですが、本日欠席となっております。 

 

 当会の副部会長を公立甲賀病院の岡垣先生に担って頂いていましたが、公立甲賀病院が地域

がん診療連携拠点病院の指定が外れてしまいましたので、協議の結果、公立甲賀病院のバック

アップ病院となっています滋賀医科大学医学部付属病院にお引き受け頂くことが望ましいの

ではないかいう結論に至り、遠藤先生に承諾していただきましたので、次回から副部会長をお

願いすることになりましたのでよろしくお願いします。 

 

 

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） 

 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（案）資料の4ページをご覧

ください。「緩和ケア研修会」につきましては、9病院で合計9回の開催となっており、６月１

６日に大津赤十字病院、６月３０日に当院で開催いたしました。９月１５日に、市立大津市民

病院で開催予定となっております。以下、１１月に市立長浜病院と済生会滋賀県病院、１２月

に滋賀医科大学付属病院、２月に草津総合病院、３月に公立甲賀病院の年間のスケジュールと

なっています。 

次に「看護師対象の緩和ケア研修」につきましては、昨年同様に大津赤十字病院で９月２９

日と１０月６日に第一回を開催し、１１月２４日と１２月１日に彦根市立病院で第二回を開催

予定となっています。 

次に「緩和ケアチーム研修会」につきましては、この研修会は、平成２９年に新規スタート

したものでありまして、今年度９月７日（土）に第３回目を市立長浜病院で開催の予定となっ

ています。 

次に「緩和ケアをテーマにした講演会」は、昨年度、台風の影響により中止となっておりま

したので、今年度も引き続き、彦根市立病院に開催をしていただく予定となっています。 

 

「当部会のアクションプラン」の説明をさせていただきます。こちらは、平成30年度から6

年間の目標を設定し取り組むことになっており、アクションプランは、基本的には前回同様と

なっています。目標は「緩和ケアの推進」とし、アクションプランは、 

〇新指針での緩和ケア研修会の実施 

〇看護師対象の緩和ケア研修の実施 

〇緩和ケアチーム研修会の実施 

〇緩和ケアをテーマにした講演会等の実施 

〇緩和ケア推進にかかる意見交換 

〇緩和ケア地域連携クリニカルパスのＩＣＴ化を含めた推進    

現時点ではこの内容を6年間継続し、取組みます。見直しにつきましては、毎年見直しをして

いきたいと考えています。 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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計画など 

  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１４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緩和ケア研修会開催要領および県医師会指定講習カリキュラム承認について 

  ・eラーニングを受講するにあたっての受講手順や案内などが出来た方が良かったと思い

ますので次回の開催要項には記載しようと思います。 

 

③令和元年度緩和ケア研修会の開催結果について 

  ＊第1回大津赤十字病院から説明 

   ・6月16日に開催。30名受講。内訳は医師22名、看護師4名、薬剤師2名、MSW2名。 

・集合プログラムはがん疾患を対象としていますが、非がんの診療科にも声をかけ 

て参加いただけた。 

   ・今回、がんに慣れていない先生方も多かったので、研修の中でファシリテーターが 

上手く誘導することや意見を述べていくという形をとりました。 

    

  ＊第2回滋賀県立総合病院から説明 

・6月30日に開催。13名受講。内訳は医師9名、看護師3名、歯科衛生士1名。 

・Eラーニング復習できる点がとても良いとありますが、eラーニングの操作方法を勘 

違いをされていた方がおられました。説明後は、問題なく操作ができ、復習もでき 

たということがありました。 

   ・当院の整形外科・麻酔科の医師については、受講率は100％ではありませんので引き

続き受講を案内していきたいと思います。 

   ・研修後のアンケートではハンドアウトがほしいという意見がありました。 

次回に検討したいと思います。 

 

 （大津赤十字病院） 

 eラーニングの復習、振り返りがありますが、今回どのようにされたのでしょうか。 

（県立総合病院） 

 質問を受ける形にしていましたが、今回は、質問がありませんでしたので、疼痛に関する 

ところのスライドをメインで講義をすると形でおこないました。 

 

④その他、意見等 

  緩和ケア研修会ですが、開催する病院によって、受講者が減ってきております。 

前に意見が出ておりましたが、開催について近隣の開催地を隔年で行うなど、検討する必

要があります。次年度の課題として検討したいと思います。 

 

 

 

 

 



 

 

 

3．ＥＬＮＥＣ－Ｊ研修会について 

 

 ①現時点における今年度の計画など 

（県立総合病院） 

今年度の研修は、２回開催を予定しています。大津赤十字病院と彦根市立病院で開催 

となります。 

 

 ②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 

（県立総合病院） 

 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す。 

今年度の開催地として湖西地域での開催を目指していましたが場所等の関係で大津赤十字

病院での開催になりました。大津赤十字病院は、初めての開催になります。 

 

 

③令和元年度第２回ELNEC-Jコアカリキュラム看護師教育プログラム開催について 

（県立総合病院） 

第２回目は、昨年に引き続き、彦根市立病院での開催予定となっています。 

今年度の緩和ケアチーム研修を市立長浜病院で開催していただくため、彦根市立病院には、 

２年続けての開催をしていただくことになっている。第２回の募集は、８月上旬に通知予

定としており、申し込み締め切りは９月６日の予定です。 

 

 

 

4．緩和ケアチーム研修会について 

（部会長） 

  ２年前から緩和ケアチーム研修会がスタートし過去２回当院で開催をいたしました。 

県内で色々な病院で研修会が開催されており、また地域性等考えながら我々自身も地域

として研修会に参加したいということから、今年度は、市立長浜病院に開催をお願いす

るという形になりました。これに対して緩和ケアチーム研修会のチームプロジェクトと

して中心になって進めている当院の伴医師から説明をお願いしたいと思います。 

  

 

・第３回緩和ケアチーム研修会について 

（県立総合病院） 

（研修目的） 

研修を通じて、地域がん診療連携拠点病院におけるチームの役割を理解する各地域の特 

性に合った緩和ケアが提供できることを目的とする。 

（研修目標） 

講義やグループワークを通じて、緩和ケアチームの役割を理解できる。研修を通し、互 

いのチーム活動・課題を共有し、解決策を検討できることを目標とする。 

（開催日時） 

令和元年９月７日（土） 

（開催場所） 

市立長浜病院 

（対象者） 

地域がん診療連携拠点病院（５病院）の緩和ケアチームに所属する医師（可能であれば 

身体・精神担当両名の参加望ましい）、看護師、薬剤師、MSW 

 



 

 

 

・滋賀県緩和ケアチーム研修会 ワーキンググループ設置の提案について 

   ・今後、緩和ケアの形態も非がんが含まれてきている状況になっており、様々なニーズ 

に対応する必要がある。 

   ・研修会を毎回、同じような体制で実施することに限界がある。 

   ・都道府県がん診療連携拠点病院である当院だけの考えでは、視野が狭くなる可能性が 

十分あることから、県内の拠点病院の意見も踏まえて運営してくことが一番よい方法 

である。 

 （部会長） 

 ＊各部会員から反対等意見はないため、ワーキンググループ設置を承認とする。 

 

・国立がん研究センター主催の都道府県指導者養成研修会（緩和ケアチーム研修企画）へ 

 の参加について 

  ・従来は各都道府県がん診療連携拠点病院のみの参加となっていましたが、対象が広げら

れまして、都道府県の緩和ケア担当者が入りながら、最低２名以上参加できるように、

また都道府県がん診療連携拠点病院でなくても参加できるようになりました。 

   今回、滋賀県としては、各がん診療連携拠点病院から１名選出してもらい本研修会に申

し込みをする予定です。 

 （開催日） 

   令和元年９月１４日（土）、１５日（日） 

 （申込期限） 

   令和元年７月３１日 

 （開催場所） 

   国立がん研究センター 築地キャンパス 

 （募集施設数）   

   ８施設（３２名程度） 

 

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） 

前回の部会で協議したとおり、H30年度に台風で中止となった分を同様に再度調整し、

９月２２日（日）開催予定となっております。会場も同様に、ひこね市文化プラザで

おこない、講師も同じく長尾和宏先生に依頼しています。 

 

 （テーマ）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～ 

 （開催日時） 

   令和元年９月２２日（日） １４時から１６時 

 （開催場所） 

   ひこね市文化プラザ エコーホール 

 （講師） 

   長尾クリニック 院長 長尾 和宏先生 

 （申込方法） 

   事前申込み不要 

 （対象） 

   興味のある方どなたでも可 

 （定員） 

   ２５０名 

 

 



 

 

 

6.令和元年度 緩和ケア病棟意見交換会の開催について 

 （県立総合病院） 

 開催日時は、第２回の当部会開催日に合わせて行います。時間は、部会の開催時間の１時間

３０分前（１６時頃～）を予定しています。対象者は、前回と同様に５施設（滋賀県立総合

病院、公立甲賀病院、彦根市立病院、市立大津市民病院、ヴォーリズ記念病院）とさせてい

ただきます。 

 

  

7.その他、報告事項 

  ①滋賀県がん患者団体連絡協議会からの連絡事項 

   ・今年度当初に「緩和ケアについて」のDVDを作成いたしました。貸出については、 

現在、個人情報の取り扱い等により事務手続きを調整中であります。滋賀県がん患

者団体連絡協議会のホームページからダウンロードが可能となっていますので、ホ

ームページからお願いします。 

   ・今年度もピアサポーター養成講座を８月３０日から１１月７日まで行いますので 

関係者の皆様、ご協力の程よろしくお願いします。 

   

 

そ の 他 令和元年度 第2回の部会は11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7月18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 


