
＜緩和ケア部会：平成２３年度事業計画＞ 

 

１．離島医療圏内で１回以上、「緩和ケア研修会」を行う 

予算：1,180,000 円 

 

２．緩和ケア研修会指導者の育成 

①  各拠点病院において、次年度内に「緩和ケア研修会」ファシリテーターを 10名、各支援病院 

において、5名それぞれ確保する。「沖縄県緩和ケア研修会」の講師となる医師とファシリテ 

ーターのリストの作成と管理および斡旋をおこなう。 

 

②  国立がんセンターおよび日本緩和医療学会が行っている指導者研修会への医師の参加をサ 

ポートする。 

予算：472,800 円 

 

３．年３回以上、緩和ケア研修会企画、実施の調整をする 

予算：1,665,600 円 

 

４．緩和ケアフォローアップ研修会を開催する 

  予算：320,000 円 

 
５．緩和ケアの現状調査を行い、ホスピス病棟を持つ病院・在宅医療との連携を強化する。 

①  「緩和ケア情報シート」の評価と現状調査をおこなう。 

予算：100,000（解析費用） 

 

②  がん診療に携わる医師の「緩和ケア研修会」修了者数・未受講者数実態調査 

     県の協力を仰いで、各拠点病院、支援病院、その他がん診療を行っている県内主要病院・ 

施設を対象に、研修会受講者数と未受講者数を調査する 

予算：648,000 円（アンケート郵送代+解析費用） 

 

③  疼痛除去率の調査 

各拠点病院、支援病院、その他がん診療をおこなう主要病院・施設の入院患者を対象とした 

調査を実施予定。 

予算：500,000 円（解析費用） 

 

④ 「緩和ケア」に関する情報の収集、整備を強化し、沖縄県がん診療連携協議会ホームペー 

ジなどを情報提供の場としてより活用していく。部会メーリングリスト等を利用して、各所か 

らのイベントや講演会の情報をタイムリーに収集する。 

 

６．拠点病院緩和ケアチームと在宅医療を行う診療所（開業医）との合同カンファランス 

拠点病院緩和ケアチームと在宅医療を行う診療所（開業医）との合同カンファランスを行える 

よう積極的なバックアップを行うとともに、関係者が必要な情報がすぐに入手できるよう情報 
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を集め、提供できる体制を整える。各病院施設で実施しているカンファレンスの内容を協議会 

ホームページで公開していく。 

７．緩和ケア認識の普及 

①  本島および離島で講演会等を開催する 

   予算：618,000 円 

 

②  県内で行われる緩和ケアに関わる教育的活動に協力する 

     「心のケア研究会」への協力をおこなう 

  

  ③  「石垣島、宮古島がんフォーラム＆患者交流会催」を年２回行う 

     予算：990,000 円 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



＜緩和ケア部会：平成23年度経費内訳（案）＞

１．離島医療圏内で１回以上、「緩和ケア研修会」を行う

項　目 研修場所 単価 支出予定金額 備考

　研修会費用 離島 1,180,000
別紙【離島における緩和ケア研修会に
係る費用】参照のこと

　　計 1,180,000

２．緩和ケア研修会指導者の育成

項　目 研修場所 人数 単価 支出予定金額 備考

　旅　費 県外 6 78,800 472,800
千葉に研修に行った際の前泊宿泊費込みの金
額（研修会は２日間のプログラム

　　計 472,800

３.　本島での緩和ケア研修会企画、実施を調整する
項　目 研修場所 回数 単価 支出予定金額 備考

　研修会費用
3拠点病院
北部地区医師会病院

4 416,400 1,665,600
（詳細は【本島での緩和ケア研修会に係る費用】
参照）

　　　　　計 1,665,600

４.　緩和ケアフォローアップ研修会を実施する
項　目 研修場所 人数 単価 支出予定金額 備考

　交通費（県内） 琉球大学医学部附属病
院

10 2,000 20,000

　講師謝金（学外者） 2時間 10 30,000 300,000

　　　　　計 320,000

５.　緩和ケアの現状調査を行い、ホスピス病棟を持つ病院・在宅医療との連携を強化する

項　目 件数 単価 支出予定金額 備考
　解析費 200 100,000
　　　　　計 100,000

項　目 件数 単価 支出予定金額 備考
　郵送代 600 80 48,000 返信はＦＡＸにて
　解析費 600,000
　　　　　計 648,000

項　目 件数 単価 支出予定金額 備考
　解析費 500 500,000
　　　　　計 500,000

項　目 研修先 回数 単価 支出予定金額 備考

　旅　費　 　県立宮古病院 2 44,800 89,600
航空券30,000（那覇～宮古往復）
日当4,400/宿泊10,400（1泊2日）

　講師謝金（学外者） 　2時間 2 30,000 60,000
離島における普及啓発拠点病院および
支援病院

　旅　費　 　県立八重山病院 2 54,200 108,400
航空券39,400（那覇～石垣往復）
日当4,400/宿泊10,400（1泊2日）

　離島における普及啓発
拠点病院および支援病院

　2時間 2 30,000 60,000 離島における普及啓発拠点病院および支援病院

　講師謝金（学外者） 北部地区医師会（2時間） 2 30,000 60,000 本島における普及啓発拠点病院および支援病院

　講師謝金（学外者） 県立中部病院（2時間） 4 30,000 120,000 本島における普及啓発拠点病院および支援病院

　講師謝金（学外者） 那覇市立病院（2時間） 4 30,000 120,000 本島における普及啓発拠点病院および支援病院

　　　　　計 618,000

７.　緩和ケア認識の普及啓発活動
　①本島および離島で講演会等を開催する

　２－②　国立がんセンターおよび日本緩和医療学会が行っている指導者研修会への医師の参加をサポートする

　①緩和ケア情報シートをもとに調査を行う

　②緩和ケア研修会修了者数調査費用

　③疼痛除去率調査費用
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項　目 開催地 回数 単価 支出予定金額 備考

　旅　費　 　県立宮古病院（5人） 2 44,800 448,000
航空券30,000（那覇～宮古往復）
日当4,400/宿泊10,400（1泊2日）

　旅　費　 　県立八重山病院（5人） 2 54,200 542,000
航空券39,400（那覇～石垣往復）
日当4,400/宿泊10,400（1泊2日）

　　　　　計 990,000

合計 6,494,400

*日　 当・・・1日当たり2,200円（国立大学法人琉球大学旅費支給規定参考）

*宿泊料・・・1夜当たり10,400円（国立大学法人琉球大学旅費支給規定参考）

*謝金(学外者)・・・1時間　15,000円（国立大学法人琉球大学諸謝金支給基準単価表参考）

　②「石垣島、宮古島がんフォーラム＆患者交流会催」を年２回おこなう



＜緩和ケア部会：平成23年度経費内訳（案）〉

１． 琉球大学附属病院支出予定額（地域拠点病院） 合　計 4,510,000

１．離島医療圏内で研修会を行う

項　目 研修場所 単価 支出予定金額 備考

　旅　費、謝金等
離島 1,180,000

研修会は２日間のプログラム（詳細は【離島
における緩和ケア研修会に係る費用】参照）

　　計 1,180,000

２．緩和ケア研修会指導者の育成

　　②国立がんセンターおほび日本緩和医療学会が行っている指導者研修会への医師の参加をサポートする

項　目 研修場所 人数 単価 支出予定金額 備考

旅費 県外 ２名 78,800 157,600
千葉に研修に行った際の前泊宿泊費込みの
金額（研修会は２日間のプログラム

　　計 157,600

　　　

３.　本島での緩和ケア研修会企画、実施を調整する

項　目 研修場所 人数 単価 支出予定金額 備考

研修会費用
琉球大学医学部附
属病院

416,400 416,400
（詳細は【本島での緩和ケア研修会に
係る費用】参照）

　　　　　計 416,400

４.　緩和ケアフォローアップ研修会を実施する

項　目 研修場所 人数 単価 支出予定金額 備考

　交通費（県内）
琉球大学医学部附属
病院

10 2,000 20,000

　講師謝金（学外者） 2時間 10 30,000 300,000

　　　　　計 320,000

５.　緩和ケアの現状調査を行い、ホスピス病棟を持つ病院・在宅医療との連携を強化する

項　目 件数 単価 支出予定金額 備考

　解析費 200 100,000

　　　　　計 100,000

項　目 件数 単価 支出予定金額 備考

　郵送代 600 80 48,000 返信はＦＡＸにて

　解析費 600,000

　　　　　計 648,000

項　目 件数 単価 支出予定金額 備考

　解析費 500 500,000

　　　　　計 500,000

　①緩和ケア情報シートをもとに調査を行う

　②緩和ケア研修会修了者数調査費用

　③疼痛除去率調査費用
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項　目 場所 回数 単価 支出予定金額 備考

旅費 県立宮古病院 2 44,800 89,600
航空券30,000（那覇～宮古往復）
日当4,400/宿泊10,400（1泊2日）

旅費 県立八重山病院 2 54,200 108,400
航空券39,400（那覇～石垣往復）
日当4,400/宿泊10,400（1泊2日）

　　　　　計 198,000

項　目 開催地 回数 単価 支出予定金額 備考

　旅　費　 県立宮古病院（5人） 2 44,800 448,000
航空券30,000（那覇～宮古往復）
日当4,400/宿泊10,400（1泊2日）

　旅　費　 県立八重山病院（5人 2 54,200 542,000
航空券39,400（那覇～石垣往復）
日当4,400/宿泊10,400（1泊2日）

　　　　　計 990,000

２．　県立中部病院支出予定額（地域拠点病院） 合　計 694,000

２．緩和ケア研修会指導者の育成

　　②国立がんセンターおほび日本緩和医療学会が行っている指導者研修会への医師の参加をサポートする

項　目 研修場所 人数 単価 支出予定金額 備考

旅費 県外 ２名 78,800 157,600
千葉に研修に行った際の前泊宿泊費込みの
金額（研修会は２日間のプログラム

　　計 157,600

項　目 研修場所 人数 単価 支出予定金額 備考

研修会費用 県立中部病院 416,400 416,400
（詳細は【本島での緩和ケア研修会に
係る費用】参照）琉大の規定参照

　　　　　計 416,400

項　目 回数 単価 支出予定金額 備考

　講師謝金（学外者） 県立中部病院（2時間） 4 30,000 120,000 本島における普及啓発拠点病院および支援病院

　　　　　計 120,000

３．　那覇市立病院支出予定額（地域拠点病院） 合　計 694,000

２．緩和ケア研修会指導者の育成

　　②国立がんセンターおほび日本緩和医療学会が行っている指導者研修会への医師の参加をサポートする

項　目 研修場所 人数 単価 支出予定金額 備考

旅費 県外 ２名 78,800 157,600
千葉に研修に行った際の前泊宿泊費込みの
金額（研修会は２日間のプログラム

　　計 157,600

　①離島で講演会等を開催する

　②「石垣島、宮古島がんフォーラム＆患者交流会催」を年２回おこなう

７．　緩和ケア認識の普及啓発活動

３.　本島での緩和ケア研修会企画、実施を調整する

７.　緩和ケア認識の普及啓発活動



項　目 研修場所 人数 単価 支出予定金額 備考

研修会費用 那覇市立病院 416,400 416,400
（詳細は【本島での緩和ケア研修会に
係る費用】参照）

　　　　　計 416,400

項　目 人数 回数 単価 支出予定金額 備考

　講師謝金（学外者） 那覇市立病院（2時間） 4 30,000 120,000 本島における普及啓発拠点病院および支援病院

　　　　　計 120,000

４．　北部地区医師会病院支出予定額（支援病院） 合　計 476,400

項　目 研修場所 人数 単価 支出予定金額 備考

研修会費用
北部地区医師会病
院

416,400 416,400
（詳細は【本島での緩和ケア研修会に
係る費用】参照）

　　　　　計 416,400

項　目 人数 回数 単価 支出予定金額 備考

　講師謝金（学外者） 北部地区医師会（2時間） 2 30,000 60,000 本島における普及啓発拠点病院および支援病院

　　　　　計 60,000

５．　県立宮古病院支出予定額（支援病院） 合　計 60,000

項　目 人数 回数 単価 支出予定金額 備考

講師謝金（学外者） 　2時間 2 30,000 60,000

　　　　　計 60,000

６．　県立八重山病院支出予定額（支援病院） 合　計 60,000

項　目 人数 回数 単価 支出予定金額 備考

　講師謝金（学外者） 　2時間 2 30,000 60,000

　　　　　計 60,000

総　額 6,494,400

*日　 当・・・1日当たり2,200円（国立大学法人琉球大学旅費支給規定参考）

*宿泊料・・・1夜当たり10,400円（国立大学法人琉球大学旅費支給規定参考）

*謝金(学外者)・・・1時間　15,000円（国立大学法人琉球大学諸謝金支給基準単価表参考）

７．　緩和ケア認識の普及啓発活動

７．　緩和ケア認識の普及啓発活動

３.　本島での緩和ケア研修会企画、実施を調整する

７．　緩和ケア認識の普及啓発活動

３.　本島での緩和ケア研修会企画、実施を調整する

７．　緩和ケア認識の普及啓発活動





１. 離島における緩和ケア研修会に係る費用（琉球大学病院支出額を参照）（案） 
 

 
 

経費区分 金 額 積算内訳 

 
１ 諸 謝 金 

 

 

 
 
 

 
２．旅費交通費 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
３．消耗品費 
４．印刷製本費 
５．通信運搬費 
６．雑役務費 

（円） 
360,000 

 

 
 
 
 
 

644,900 
 
 
 
 
      
 
 
      
 
      
 
 
      
 
 
 
 
 

11,100 
   150,000 
     4,000 
   10,000 

 
講師・ファシリテーターおよび事務謝金 
【研修会１日目】 
講師         ６人  × ＠15,000円   ＝ 90,000円 
ファシリテーター   ７人  × ＠15,000円   ＝ 105,000円 
【研修会２日目】 
講師         ６人  × ＠15,000円  ＝ 90 ,000円 
ファシリテーター   ５人  × ＠15,000円  ＝ 75,000円 
研修会協力者旅費（沖縄本島⇔宮古島） 
事前打ち合わせ １人  ×１回  × ＠18,800円  ＝18,800円 
{＠運賃 16,800（往復）円 +日当 2,000円} 
【研修会１日目】 
前泊      ６人  × ＠24,800円    ＝  148,800円 
{＠運賃＠22,800（往復運賃+ホテルパック）円 + 日当＠2,000円} 
前泊      １人× ＠25,300円   ＝   25,300円 
{＠運賃＠23,300（往復運賃+ホテルパック）円 + 日当＠2,000円} 
前泊      ２人× ＠21,400円   ＝   42,800円 
{＠運賃＠19,400（往復運賃+ホテルパック）円 + 日当＠2,000円} 
日帰り     ４人  × ＠18,600円    ＝   74,400円 
{＠運賃＠16,600円 + 日当＠2,000円} 
【研修会２日目】 
前泊     １１人  × ＠24,800円    ＝  272,800円 
{＠運賃＠22,800（往復運賃+ホテルパック）円 + 日当＠2,000円} 
日帰り     １人  × ＠21,000円    ＝   21,000円 
{＠運賃＠19,000円 + 日当＠2,000円} 
日帰り     ２人  × ＠20,500円    ＝   41,000円 
{＠運賃＠18,500円 + 日当＠2,000円} 
筆記用具、コピー用紙等 
緩和ケア研修会用テキスト（100冊） 
事前調査アンケート（50施設） 
お茶代 

合 計 1,180,000  
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２．本島での緩和ケア研修会に係る費用（那覇市立病院支出額を参考に算出）（案） 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務費用 

医療機関への研修会案内送付 １６０施設 １２，８００円

講師依頼及びﾌｧｼﾘﾃｰﾀｰ依頼書送付 ２０件 １，６００円

受講決定通知書送付  ２５件 ２，０００円

報償費 
研修会院外講師への謝金 
ﾌｧｼﾘﾃｰﾀｰ院外 

９人 
２人 

２４６，０００円

雑 費 お茶代（１本１５０円） 
２日間研修会

講師５０名 
１５，０００円

資料代等 テキスト製本費（各５０冊） 
参加者用

スタッフ用

７０，０００円

７０，０００円

合 計 ４１６，４００円


