
令和元年度 第 3 回緩和ケア・在宅医療部会 議事要旨 

 

日 時：令和元年 12月 19日(木)17：30～19：00 

場 所：琉球大学医学部附属病院がんセンター 

 

出席者 6名：中島信久（緩和ケアセンター副センター長）、友利あかね（緩和ケアセンター副看護

師長）、足立源樹（那覇市立病院放射線科部長）、屋良尚美（県立中部病院外来師長）、

名嘉眞久美（沖縄県がん患者会連合会）、増田昌人（がんセンター長） 

スカイプ出席者 2名：野里栄治（北部地区医師会病院外科外来医長）、朝川恵利（県立宮古病院地

域連携室看護師） 

欠席者 5名：中村清哉（緩和ケアセンター副センター長）、三浦耕子（県立中部病院産婦人科副部

長）、笹良剛史（友愛会南部病院診療部長）、大上永利子（県立八重山病院 緩和ケ

ア認定看護師）伊波善之（県保健医療部健康長寿課）、 

陪席者 1名：岸本夕紀（がんセンター） 

 

報告事項 

1.令和元年度第 2回緩和ケア・在宅医療部会議事要旨 

  足立委員より、資料 1 に基づき令和元年度第 1 回緩和ケア・在宅医療部会議事要旨の報告が

あった。 

 

2.令和元年度緩和ケア・在宅医療部会 、在宅ワーキング委員名簿一覧 

  足立委員より、資料 2 に基づき令和元年度緩和ケア・在宅医療部会と在宅ワーキングの委員

に特に変更がない旨の報告があった。 

 

3.令和元年度緩和ケア研修会開催日程一覧表 

  足立委員より、資料 3に基づき令和元年度緩和ケア研修会開催日程の報告があった。 

 

4.沖縄県緩和ケア研修会の報告書について 

（1）県立中部病院（第 3回） 

   三浦委員が欠席のため増田委員より、資料 4に基づき緩和ケア研修会の報告があった。 

 

（2）国立病院機構沖縄病院（第 4回） 

増田委員より、資料 5に基づき緩和ケア研修会の報告があった。 

 

（3）沖縄赤十字病院（第 5回） 

増田委員より、資料 6に基づき緩和ケア研修会の報告があった。 

 

（4）中頭病院（第 6回） 

増田委員より、資料 7に基づき緩和ケア研修会の報告があった。 
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（5）豊見城中央病院（第 7回） 

笹良部会長が欠席のため増田委員より、資料 8に基づき緩和ケア研修会の報告があった。 

 

5.日本緩和医療学会 第 2回九州支部学術大会について（長崎県） 

  笹良部会長が欠席のため、後日メールで報告してもらうことになった。 

 

6.緩和ケア研修会の周知について 

  増田委員より、沖縄県看護協会の訪問看護支援事業の志茂さんに緩和ケア研修会周知につい

て電話でお願いをした旨の報告があった。また、来年開催される浦添総合病院と宮古病院の

緩和ケア研修会の申込用紙を、看護協会へ送ったと事務局から説明があった。 

 

7.患者の意向を尊重した意思決定のための研修会相談員研修会（E-FIELD）について 

笹良部会長が欠席のため、次回報告してもらうことになった。 

 

8.その他 

特になし。 

 

協議事項 

1.痛みのスクリーニングと結果のフィードバック及び主治医（チーム）の行動変容について 

（1）琉球大学医学部附属病院 

友利委員より、資料11に基づき説明があった。中島委員より痛みの評価において「支障の

有り無しだけで除痛率を算出するのは、必ずしも現状を反映しているとは言い難い。NRS

であればそのスコアの改善率や改善幅などから除痛率を算出するなど、既存の報告例も参

考に評価方法を見直すことも必要である」との意見があった。質問が煩雑で時間がとられ

るなどの理由で質問が簡素化されてきているのではないかと足立委員より説明があった。 

 

（2）那覇市立病院 

足立委員より、資料12に基づき説明があった。友利委員より除痛率は全病棟の平均なのか

と質問があがり、足立委員より全病棟の平均だと回答があった。また、足立委員より次回

の会議の際、会議資料を作成している具志堅看護師を陪席させて詳しく話してもらう予定

と説明があった。 

 

（3）県立中部病院（資料なし） 

屋良委員より、20％のスクリーニングしかできていないと報告があった。病棟の看護師が

自己判断で困っていると判断したときに、初めてスクリーニングシートを出してコミュニ

ケーションツールのように使っていると説明があった。 

 

（4）南部病院及び豊見城中央病院 

笹良部会長が欠席のため、次回報告してもらうことになった。 



 

 

2.指定要件の充足状況について 

次回協議することになった。 

 

3.第3次沖縄県がん対策推進計画の中間評価について 

  増田委員より、まだ県から連絡がないためお話しできることがないと説明があった。次回協

議することになった。 

 

4.日本緩和医療学会 第3回九州支部学術大会について（沖縄県） 

  笹良部会長が欠席のため、後日メールで報告してもらうことになった。 

 

5.次回令和元年度第4回緩和ケア・在宅医療部会の日程について 

  令和2年3月開催。メールにて日程調整することになった。 

 

6.その他 

足立委員より、報告事項5の【日本緩和医療学会 第2回九州支部学術大会について(長崎

県)】と協議事項4の【日本緩和医療学会 第3回九州支部学術大会について(沖縄県)】に関

しては、笹良部会長からメールで委員全員へ発信してもらうことが決まった。 

また、中島委員より、本会議の開始時間について、なかなか集まりが良くないようなので見

直す必要があるのではないかと意見があった。開始時間の見直しについては次回協議するこ

とになった。 

 



令和元年度 第 3 回緩和ケア・在宅医療部会 在宅ワーキング 議事要旨 

 

日 時：令和元年 12月 10日(火)17：00～18：00 

場 所：琉球大学医学部附属病院がんセンター 

 

出席者 8名：長野宏昭(県立中部病院)、金城隆展(地域医療部)、具志堅春香(那覇市立病院)、

朝川恵利(県立宮古病院)、大上永利子(県立八重山病院)、成田奈緒子(北部地区

医師会病院)、宮城愛子(訪問看護ステーションはえばる)、増田昌人（がんセン

ター長）、 

欠席者 4名：喜納美津男(きなクリニック)、荷川取尚樹(花あかり合資会社)、徳盛裕元(すま

いるサポート株式会社) 、笹良剛史（友愛会南部病院診療部長）、 

陪席者 1名：岸本夕紀（がんセンター） 

 

報告事項 

1.令和元年度第 2回緩和ケア・在宅医療部会在宅ワーキング議事要旨について 

長野ワーキング長より、資料 1に基づき令和元年度第 2回緩和ケア・在宅医療部会在宅

ワーキング議事要旨について報告があった。 

 

2.令和元年度第 2回緩和ケア・在宅医療部会議事要旨について 

  長野ワーキング長より、資料 2に基づき令和元年度第 2回緩和ケア・在宅医療部会議事

要旨について報告があった。 

 

3.令和元年度緩和ケア・在宅医療部会在宅ワーキング委員名簿一覧 

  長野ワーキング長より、資料 3 に基づき令和元年度緩和ケア・在宅医療部会在宅ワーキ

ング委員に特に変更はない旨の報告があった。 

 

4.令和元年度緩和ケア・在宅医療部会委員名簿一覧 

  長野ワーキング長より、資料 3 に基づき令和元年度緩和ケア・在宅医療部会委員に特に

変更はない旨の報告があった。 

 

5.その他 

  特になし。 

 

 

 

 

 



協議事項 

1.令和元年度の在宅ワーキングの年間活動計画について 

  どの病院にがん専門看護師が何名いてどういう活動をしているのかがわからない、何件

看取りをしたのかオピオイドを使ったあと何件対応したことがあるかなど、データが可

視化されていないためそれがもっとわかればやりやすいだろうとの意見があがった。ま

た、身寄りのない方、無縁社会の到来に対して我々がどう対処していくのかを問題意識

として設定し、それに対する施策を考えても良いのではないかとの意見もあった。 

  そのほか、在宅について一般市民を巻き込んで医療従事者も一緒に教育していく必要が

あるのではないか、へき地で在宅を行っている方の相談窓口の体制づくりも必要ではな

いかとの意見があった。 

 

2.次回令和元年度 第 3回在宅ワーキングの日程について 

  日時：2020年 3月 24日（火） 17:00～ 

  場所：琉球大学医学部附属病院 3階 がんセンター 

 

3.その他 

増田委員より、この場で大きなことを言って県に提案していくことも可能なので、自分

たちができることだけでなく大きなことを考えてほしい。具体的に沖縄県のがんに関す

る在宅医療を変革することが本ワーキングの役割なので、積極的に決めてもらえれば協

議会にも通すと説明があった。今年度中に本ワーキングで何をするのか決めて、来年度

からやっていきたいと説明があった。また、沖縄県計画では日本で唯一アドバンスケア

プランニングが義務化されていると報告があった。 

 



令和元年度第 2 回緩和ケア・在宅医療部会 研修ワーキング 議事要旨 

 

日 時：令和元年 11月 18日(月)17：30～18：30 

場 所：琉球大学医学部附属病院がんセンター 

 

出席者 11名：笹良剛史（友愛会南部病院診療部長）、足立源樹（那覇市立病院放射線科部長）、 

三浦耕子（沖縄県立中部病院産婦人科副部長）、神里敬子（沖縄県立宮古病院看

護師長）、久志一朗（国立病院機構沖縄病院緩和医療科医長）、新里誠一郎（浦

添総合病院緩和ケアセンター長）、西原実（ハートライフ病院外科系統括部長）、

林正樹（中頭病院血液腫瘍内科部長）、友利健彦（沖縄赤十字病院第二外科副部

長）、新屋洋平（中部徳洲会病院在宅・緩和ケア科医長）、増田昌人（琉球大学

医学部附属病院がんセンター長） 

スカイプ出席者 1名：野里栄治（北部地区医師会病院大腸肛門科科長） 

欠席者 2名：篠﨑裕子（沖縄県立八重山病院長）、中村清哉（琉球大学医学部附属病院緩和ケ

アセンター副センター長）、 

陪席者 1名：岸本夕紀（琉球大学医学部附属病院がんセンター） 

 

 

報告事項 

1.令和元年度第 1回緩和ケア・在宅医療部会研修ワーキング議事要旨について 

資料 1に基づき、令和元年度第 1 回緩和ケア・在宅医療部会研修ワーキング議事要旨が

承認された。 

 

2.令和元年度緩和ケア・在宅医療部会委員名簿一覧について 

資料 2 に基づき、令和元年度緩和ケア・在宅医療部会委員名簿一覧（部会・研修ワーキ

ング・在宅ワーキング）が特に変更がない旨の報告があった。 

 

3.令和元年度緩和ケア研修会開催日程一覧について 

資料 3に基づき、令和元年度緩和ケア研修会開催日程一覧が確認された。神里委員より、

県立宮古病院が令和 2年 2月 8日（土）開催から令和 2年 2月 15日（土）へ開催日程の

変更があったと報告があった。 

 

4.沖縄県緩和ケア研修会の報告書について 

（1）琉球大学医学部附属病院（第 1回） 

増田委員より、資料 4に基づき緩和ケア研修会について報告があった。 

 

（2）那覇市立病院（第 2回） 

足立部会長より、資料 5に基づき緩和ケア研修会について報告があった。 

 



（3）県立中部病院（第 3回） 

三浦副部会長より、資料 6に基づき緩和ケア研修会について報告があった。 

 

（4）国立病院機構沖縄病院（第 4回） 

久志委員より、資料 7に基づき緩和ケア研修会について報告があった。 

 

（5）沖縄赤十字病院（第 5回） 

友利委員より、資料 8に基づき緩和ケア研修会について報告があった。 

 

（6）中頭病院（第 6回） 

林委員より、資料 9に基づき緩和ケア研修会について報告があった。 

 

5.その他 

特になし。 

 

協議事項 

1.患者の意向を尊重した意思決定のための沖縄県における開催について 

新屋委員より、資料10に基づき「患者の意向を尊重した意思決定のための研修会相談員

研修会」が来年1月19日（日）に南部地区医師会館にて開催することが決まり、今年度

は県内だけでも104名の参加者がいると報告があった。また、来年度以降は各都道府県

で自主開催になる可能性があり、毎年1回の開催が目標になりそうだと説明があった。

今後はメール等で協力していくことが確認された。 

 

2.eラーニングを修了した医師に対する研修会未受講調査について 

 （1）琉球大学医学部附属病院（第1回） 

事務局より、資料11に基づきeラーニングを修了した医師に対する研修会未受講調

査について報告があった。 

 

 （2）那覇市立病院（第2回） 

足立部会長より、資料12に基づきeラーニングを修了した医師に対する研修会未受

講調査について報告があった。 

 

 （3）県立中部病院（第3回） 

    三浦副部会長より、資料13に基づきeラーニングを修了した医師に対する研修会未

受講調査について報告があった。 

 



 （4）中頭病院（第4回） 

林委員より、資料14に基づきeラーニングを修了した医師に対する研修会未受講調

査について報告があった。 

 

 （5）南部病院（第5回） 

笹良委員より、資料15に基づきeラーニングを修了した医師に対する研修会未受講

調査について報告があった。 

 

 （6）ハートライフ病院（第6回） 

西原委員より、資料16に基づきeラーニングを修了した医師に対する研修会未受講

調査について報告があった。 

 

（7）浦添総合病院（第7回） 

新里委員より、資料17に基づきeラーニングを修了した医師に対する研修会未受講

調査について報告があった。 

 

3.次回令和2年度第1回緩和ケア・在宅医療部会研修ワーキングの日程について 

2020年5・6月頃 17：00～ 開催予定 

メールにて日程調整を行う旨が確認された。 

 

4.その他 

新里委員より、緩和ケア研修会修了者名簿のホームページ掲載について、数年前に受講

した方が氏名・所属の公開を否にしていたが「うちなーがんネットがんじゅう」に公開

されているため、個人の意見を尊重して非公開にしてほしいとの意見があった。今後は

公開が否になっている方は、各施設の事務担当者がその方を削除して名簿を提出するこ

とが確認された。 

また、足立部会長より研修会などのお知らせ方法について質問があり、がんセンターに

情報を集めてがんセンターから一斉にアナウンスしたほうが良いのか、増田委員と事務

局で協議することとなった。 

 



主催病院 日程 連絡先

第1回 琉球大学医学部附属病院 2019年7月28日(日)決定 895-1368

第2回 那覇市立病院 2019年9月8日(日)決定 884-5111(代)

第3回 県立中部病院 2019年9月28日(土)決定 973-4111(代)

第4回 国立病院機構沖縄病院 2019年10月12日(土)決定 898-2121(代)

第5回 沖縄赤十字病院 2019年10月27日(日)決定 853-3134(代)

第6回 中頭病院 2019年11月10日(日)決定 939-1300(代)

第7回 豊見城中央病院 2019年11月23日(土)決定 850-3811(代)

第8回 ハートライフ病院 2020年1月18日(土)決定 895-3255(代)

第9回 浦添総合病院 2020年2月2日(日)決定 878-0231(代) 

第10回 県立宮古病院 2020年2月15日（土）決定 0980-72-3151(代)

第11回 北部地区医師会病院 未定 0980-54-1111(代)

第12回 県立八重山病院 未定 0980-87-5557(代)

2019年度 緩和ケア研修会開催一覧(2019年11月19日更新)
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