
 

滋賀県がん診療連携協議会 議事結果報告書 

 

会 議 名 令和3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4年3月18日（金）～3月25日（金）開催は電子メールによる意見交換 

開 催 場 所 － 

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） 

滋賀医科大学医学部附属病院   林  駒紀 

大津赤十字病院         三宅 直樹 

大津赤十字病院         山本 茂子 

滋賀県立総合病院        伴  敏信 

滋賀県立総合病院        辻森 容弘 

滋賀県立総合病院        冨永 千鶴 

滋賀県立総合病院        木村 和真 

公立甲賀病院          岡垣 哲弥 

公立甲賀病院          山本 聡子 

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 

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 

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 

滋賀県医師会          堀出 直樹 

滋賀県歯科医師会        奥村 喜与子 

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  岩本 香奈 

滋賀県健康医療福祉部      野坂 明子 

 

 

 

【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 なし 



 

 

 

（連絡） 

 

 

 

 

 

 

 

 

1． 令和３年度 緩和ケア推進部会の取組みおよびスケジュールについて 

緩和ケア推進部会の取り組み評価について（事務局） 

 

「緩和ケア研修会」について、今年度は参加対象者を自施設職員のみとして９回／年を予

定し、第８回までは、計画通り実施出来ている状況である。第９回淡海医療センター開催分

については、新型コロナウイルス感染拡大により開催は中止となった。次に「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、新型コロナウイルス感染拡大により、感染防

止の観点、また、県民向講座であるため、会場（栗東芸術文化会館さきら）での開催は中止

として、その代わりとして動画配信という形で実施した。「ELNEC-J研修会」については、新

型コロナウイルス感染防止の観点から今年の開催は、オンラインにて研修会を実施した。「緩

和ケアチーム研修会」については、新型コロナウイルス感染症の影響により一度は、延期と

なったが、開催方法をオンラインに変更して、３月１３日（日）に実施した。今後も各種研

修会の開催形態については、新型コロナウイルス感染状況の動向を見守りながらと開催形態

を含め判断することとなる。PDCAサイクルに関しましては、Plan（計画）を「緩和ケア研修

会の受講率」とし、Do（実行）を「滋賀県緩和ケア研修会の実施」とし、すべての地域で緩

和ケア医療が提供できるように進めてまいりたい。 

 令和３年度の最終評価は、「A」とした。 

 

 

2.滋賀県緩和ケア研修会について 

・令和３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、【資料2-2】～【資料2-9】を参照。 

大津赤十字病院【2-2】、公立甲賀病院【2-3】、市立大津市民病院【2-4】、滋賀県立総合病院【2-5】、 

   彦根市立病院【2-6】、市立長浜病院【2-7】、済生会滋賀県病院【2-8】、 

滋賀医科大学医学部附属病院【2-9】淡海医療センター【中止】 

・令和3年度の緩和ケア研修会の開催日程については【資料2-10】を参照。 

 

 

緩和ケア研修会の開催について、実施等については開催病院に判断を委任しているが現状

の問題として、コロナウィルス感染拡大防止のため、開催中止の判断はやむを得ないと理解を

しています。また、今後の新型コロナウィルス感染拡大状況も鑑みて開催の実行や方法を検討

の上、ご判断いただければ結構ですのでよろしくお願いします。  

   

 

 

・令和4年度の緩和ケア研修会の開催日程について 

 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、第2回緩和ケア推進部会の開催はメ

ールによる意見交換とさせていただきます。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。 



 

 

           開催日        主催病院（会場） 

  第１回    令和4年6月5日（日）   公立甲賀病院 

  第２回    令和4年6月12日（日）   大津赤十字病院 

  第３回    令和4年9月23日（火・祝） 市立大津市民病院 

  第 回    令和4年10月中旬     滋賀県立総合病院 

  第 回    令和4年11月23日（水・祝）彦根市立病院 

  第 回    令和4年11月13日（日）  市立長浜病院 *どちらかで検討中 

令和4年11月20日（日）  

  第 回    令和4年11月19日（土）  滋賀医科大学医学部附属病院 

  第 回    検  討  中 →    済生会滋賀県病院 

  第 回    検  討  中 →    草津総合病院 

＊日程が確定しましたら報告します。 

 

3．ＥＬＮＥＣ－Ｊ研修会について 

2022年度 ELNEC-J コアカリキュラム看護師教育プログラムについては、６施設（滋賀県立

総合病院、市立大津市民病院、大津赤十字病院、ヴォーリズ記念病院、彦根市立病院、市立長

浜病院）でオンライン開催をいたしました。開催報告については【資料３】を参照。  

 

4．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)研修会の報告について、別紙【資料5】を参照。 

第４回滋賀県緩和ケアチーム(PCT)研修会は、令和4年3月13日にオンライン（ZOO

M）で開催致しました。詳しくは、開【資料4】参照してください。 

   

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 

新型コロナウイルス感染拡大により、感染防止の観点、また、県民公開講座であるた

め、会場での開催は中止として、その代わりとして動画配信という形で実施した【資料

4】を参照。 

令和4年度は、滋賀医科大学医学部附属病院が開催病院でテーマ・講師については、

調整中である。 

 

6. 令和４年度緩和ケア推進部会の各種研修会の開催日程等の調整について 

・令和４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。 

 

【質問・意見について】 

 

【滋賀医科大学医学部附属病院 林 部会員より】 

令和4年度世界ホスピス緩和ケアデー記念県民公開講座について 

 開催日時、場所は資料４の通りですが、講師とテーマについて現段階で下記の通り決定して

おりますのでご報告させて頂きます。 

  講師：柏木 哲夫 

  テーマ：「死を背負って生きる」 

 

【大津赤十字病院 山本部会員より】 

滋賀医科大学医学部附属病院さまへ 

緩和ケア研修会の運営について教えていただけますでしょうか。６３名もの参加者があられ、

運営は大変だったことと思います。ファシリテーターは何人必要でしたか。一人のファシリテ

ーターは何組のロールプレイをみられたのでしょうか。その評価はどのようにされたのでし

ょうか。運営のコツをご教示いただけますと幸いです。 



 

 

【大津赤十字病院 三宅部会員より】 

① 資料2-0に間違いがあります。第1回6月12日は大津赤十字病院、第2回6月27日は公立甲賀

病院です。 

② 令和4年度の大津赤十字病院の緩和ケア研修会は、6月12日（日）に開催が決まりました。 

③各拠点病院が持ち回りで担当する「緩和ケアチーム研修会」と「世界ホスピス緩和ケアデー

記念県民公開講座」ですが、滋賀医大さんは両者を2年連続で担当されるようです。それぞれ

の順番がどのようになっているのかわからないのですが、県内には拠点病院が5病院あります

ので、連続にならないように担当年度を2－3年空けるなどの工夫があってもよいのではない

でしょうか。各拠点病院の意向もあるかと思いますが、ご検討いただければと思います。 

 

【質問・意見に対する回答】 

 

【滋賀医科大学医学部附属病院 林 部会員より】 

大津赤十字病院 山本部会員のご質問について回答をいたします。 

まず、63名の受講者のうち研修医が45名、研修医以外の医師が1３名、専攻医以上の医師が5名

（もしかした詳細が数名違うかもしれないですが）という内訳でほぼ当院1，2年目の研修医が

対象という滋賀医大の特色があります。他院さんだと、逆に専攻医や開業医といったベテラン

の医師の方が多く、違うご苦労や気遣いが必要なのかも知れません。 

参加者が多く、コロナ禍での開催ということで、会場の広さや密にならないような席、グルー

プワークやロールプレイの際のマスク、ゴーグル着用の徹底、当日の検温や体調確認（実際に

咳症状などで参加頂かずに帰宅となった受講者もいます）、マイクを回した際の消毒、机など

ももちろん休憩時間の合間などこまめに換気と消毒をしたところが例年より運営上気をつけ

ました。ただ、この辺りはファシリテーターで賄えるところは少なく、事務の方たちが活躍頂

いたところです。 

ロールプレイのファシリテーターについてですが、今年度は4人1グループに対しファシリテ

ーター基本1人とし、全体の進行役1人、タイムキーパー2人とし、不慣やれ（昨年度研修を受

講し今年ファシリとなった3年目医師など）なファシリのグループに対し1人慣れたファシリ

テーターをフォロー役としてつけその方にいくつかのグループを見てもらうというようにし

ました。お尋ね頂いている評価というのが何についてなのでしょうか。受講者の終了後のアン

ケート結果からはロールプレイ時のファシリに対し特に意見は出ていません。 

運営のコツに関しても、受講者が多いことに対し運営に携わっている腫瘍センタースタッフ

が慣れているということや、協力頂くファシリテーターの方たちも含め開催前に事前打ち合

わせ会をおこなうことにより全体で打ち合わせをする機会を持つようにしています。 

以上となります。 

【緩和ケア推進部会 部会長より】 

大津赤十字病院 三宅部会員のご質問について回答します。 

各拠点病院が持ち回りで担当している研修会、講演会については、各拠点病院にご協力を頂き

誠にありがとうございます。できる限りご負担にならないように検討をさせて頂きます。 

連 絡 事 項  

  

以上のとおり報告します。                           令和4年3月26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 


