
令和 3 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 

 
日 時：令和 3年 5月 19 日(水)16：15～17：30 

場 所：ZOOM による Web 会議 

 

出席者 12 名：三浦耕子（県立中部病院）、中村清哉（琉大病院）、足立源樹（那覇市立病院）、

笹良剛史（豊見城中央病院）、野里栄治（北部地区医師会病院）、林正樹（中頭

病院）、宮平奈美子（ハートライフ病院）、新里誠一郎（浦添総合病院）、友利健

彦（沖縄赤十字病院）、朝川恵利(県立宮古病院)、神山佳之(南部医療センター・

こども医療センター)、増田昌人（琉大病院） 

欠席者 4名：新屋洋平(中部徳洲会病院)、酒井達也(県立八重山病院)、久志一朗(沖縄病院)、

西原実(ハートライフ病院) 

陪席者 1名：下地清美(琉大病院) 
 

 

報告事項 

1.令和 2年度 第 4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 2年度第 3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 2年度 第 1～4回 緩和ケア・在宅医療部会議事要旨について 

資料 2に基づき、令和 2年度第 1～4回緩和ケア・在宅医療部議事要旨が承認された。 

 

3.令和 3年度 緩和ケア・在宅医療部会研修ワーキング委員名簿一覧について 

  資料 3 に基づき、令和 3 年度 緩和ケア・在宅医療部会研修ワーキング委員名簿一覧が

承認された。今年度より宮古病院は新垣亮太委員から朝川恵利委員(がん性疼痛看護認定

看護師)へ変更となり、南部医療センター・こども医療センターの神山佳之委員(地域医療

科副部長)が追加となった。 

 

4.令和 3年度 緩和ケア・在宅医療部会委員名簿一覧について 

  資料 3 に基づき、令和 3 年度 緩和ケア・在宅医療部会名簿一覧(部会・研修 WG・在宅

WG)が確認された。在宅 WG は今年度より、宮古病院は朝川恵利委員から金城美奈子委員(地

域連携室がん相談員副師長)へ、那覇市立病院は吉澤龍太委員から東恩納貴子委員(がん看

護専門看護師)へ、県立八重山病院は大上永利子委員から屋比久倫子委員(地域連携室看護

師)へと変更になったと報告があった。 

 

5.令和 2年度緩和ケア研修会開催日程一覧について 

資料 4に基づき、令和 2年度緩和ケア研修会開催日程一覧が確認された。 
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6.令和 2年度 沖縄県緩和ケア研修会の報告書について 

(1)ハートライフ病院(第 4回) 

宮平さんより、資料 5に基づき報告があった。2021 年 2 月 13 日(土)に例年は 30 名程

だが、感染症対策のため受講者 12 名(医師 9名、看護師 3名、うち院外 2名）で開催し

た。事前に参加者に COCOA や RICCA を登録してもらい、全員にフェイスシールドの着用

をお願いするなど感染対策に力を入れ、研修会は問題なく終了したとの報告があった。 

 

  (2)南部医療センター・こども医療センター(第 5回) 

神山委員より、資料 6 に基づき報告があった。2020 年 2 月 20 日(土)に受講者 11 名

(医師 11 名・うち院外 2名)で開催した。参加者全員のマスク着用、消毒用のアルコール

消毒等で感染症対策を行った。受講生のほとんどが研修医だったため知識が広まりにく

かったので次回からは医師以外の受講生も取り入れていきたいと報告があった。 

 

7.第3回日本緩和医療学会九州支部学術大会について 

  笹良委員より、資料7に基づき報告があった。11月20日(土)にWEB開催し、その後2週間

の配信を行う。参加費3000円、学生・ピアサポーターは無料の予定、募集期間は6月末～8

月末の予定とのこと。協力・参加の依頼があった。 

   

8.その他 

特になし。 

 

協議事項 

1.南部医療センター・こども医療センターの委員追加について  

  中村委員より神山佳之委員が追加になったと報告があった。 

 

2.令和3年度緩和ケア研修会の統一カリキュラムについて 

  資料8に基づき、中村委員よりプログラム案の共有がされた。 

 

3.令和3年度緩和ケア研修会スケジュールについて 

主催病院 日程 

琉球大学病院 2021年9月18日(土) 

南部医療センター・こども医療センター 2021年10月2日(土)予定 

中頭病院 2021年11月28日(日)から12月19日(日)まで

の間(医師会総会のため12月12日(日)以外) 

の予定 



友愛医療センター 2022年1月15日(土)予定 

ハートライフ病院 2022年2月予定 

沖縄赤十字病院 他院の日程をみて調整 

北部地区医師会病院 共催であれば考えていきたい 

  中村委員より、研修会を2つの病院で同時開催すると、今年度からは両方の病院の実績

となると報告があった。また、日程が決まり次第事務局から順次お伝えすることとなっ

た。 

 

4.E-learning 修了生(医師)の緩和ケア研修会未受講に関する取扱いについて 

  資料 10 に基づき、中村委員(琉大病院)、三浦委員(中部病院)、神山委員(南部医療セン

ター・こども医療センター)からそれぞれ報告があった。 

 

5.緩和ケア研修会の修了割合について 

  資料 11～16 について各病院から報告があった。中村委員より、ペインや緩和に関わる医 

師に絞り、検診センターは省いて計上すると割合がもう少し向上すると意見があった。 

笹良委員より、循環器科について緩和に関わってくるので除外しなくても良いのではと 

意見があった。 

 

6.令和 3年度感謝の意向を尊重した意思決定のための研修会(E-FIELD)開催について 

  笹良委員より資料 17 に基づき、今年度は WEB 開催で令和 4年 1 月 29 日(土)と、在宅版

は令和 3 年 12 月 19 日(土)に開催され、集合マイク・プロジェクターを神戸大学から借り

られるので、機器がないところでも開催可能になる旨報告があった。 

  

7.2021 年度地域緩和ケア連携調整員研修 募集通知について 

  増田委員より資料 18 について報告があった。 

 笹良委員より今までの参加有無について質問があり、琉大病院は未参加、中部病院は不明 

と回答があった。 

  

8.2021 年度 都道府県指導者養成研修(緩和ケアチーム研修企画)ならびにフォローアップ 

研修について 

増田委員より資料 19 について報告があった。都道府県単位の参加となるとの事であっ

た。 

 

9.緩和ケアチーム実地研修の開催について 



  増田委員より資料 20 について、実地研修について開催することが義務になっているの

で今年は開催するのか協議したいと提起があった。後日メール等にて調整することとなっ

た。 

 

10.次回令和 3年度第 2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 

  2021 年 8 月頃 WEB 開催予定。後日、調整さんにて日程調整をすることとなった。 

 

11.その他 

  増田委員より、診療報酬の加算の取得方法について各病院へ質問があり、どのくらい取

得出来ているのかデータを頂きたいとお願いがあった。 

  神山委員より、南部医療センター・こども医療センターは患者から同意を得て計画書を

作成し、診療加算を取得している、那覇市立病院、中部病院は取得出来ている、宮古病院

は取得出来ていないため、体制を整えているところと返答があった。 

  



 令和 3 年度 第 1 回緩和ケア・在宅医療部会 議事要旨 

 
日 時：令和 3年 6月 2日(水) 16：05 ～18：15 

場 所：琉球大学病院がんセンター(ZOOM 会議) 
 

出席者 12 名：笹良剛史（豊見城中央病院）、野里栄治（北部地区医師会病院）、屋良尚美（県立中

部病院）、喜屋武隆也（沖縄県健康長寿課）、三浦耕子（県立中部病院）、中島信久（琉

大病院）、中村清哉（琉大病院）、安次富直美（琉大病院）、足立源樹（那覇市立病院）、

名嘉眞久美（がん患者会連合会）、朝川恵利（宮古病院）、増田昌人（琉大病院） 

欠席者 1名：酒井達也（八重山病院） 

陪席者 2名：有賀拓郎（琉大病院）、下地清美（琉大病院） 

 

報告事項 

1.令和 2年度 第 4回緩和ケア・在宅医療部会 議事要旨 

  資料 1に基づき、令和 2年度第 4回緩和ケア・在宅医療部会議事要旨が承認された。 

 

2.令和 3年度緩和ケア・在宅医療部会、研修 WG、在宅 WG 委員名簿一覧 

  資料 2に基づき、令和 3年度緩和ケア・在宅医療部会、研修 WG、在宅 WG 委員が確認された。 

 

3.令和 2年度 緩和ケア・在宅医療部会 在宅ワーキング(第 1回～第 4回)議事要旨 

  資料 3に基づき、令和 2年度第 4回緩和ケア・在宅医療部会議事要旨が承認された。 

 

4.令和 2年度 緩和ケア・在宅医療部会 研修ワーキング(第 1回～第 4回)議事要旨 

  資料 4に基づき、令和 2年度第 4回緩和ケア・在宅医療部会議事要旨が承認された。 

 

5.令和 2年度 緩和ケア研修会開催日程について 

  資料 5に基づき、令和 2年度緩和ケア研修会開催日程一覧が確認された。 

  また、増田委員より、今年度の研修会の共催について説明があり、今年度については琉大  

は共催の条件に当てはまらないため共催不可、那覇医師会病院と中部病院へ八重山病院・宮古

病院と共催可能か打診があった。 

 

6.沖縄県緩和ケア研修会の報告 

 ①ハートライフ病院(第 4回)  

資料6に基づき、増田委員より第4回緩和ケア研修会について報告があった。参加者は12名 

（医師 9 名、看護師 3 名）協力者 19 名で新型コロナの対策を意識しながら滞りなく行わ 

れた。 

②南部医療センター・こども医療センター(第 5回) 

  資料 7に基づき、増田委員より第 5回緩和ケア研修会について報告があった。参加者 11 名 

（全て医師）、講師とファシリは 11 名、省エネ形式で行われた。  

 



7.令和 3年度緩和ケア研修会開催日程一覧について  

  資料 8 に基づき、笹良部会長より報告があった。那覇市立病院の足立委員より、コロナの関

係で昨年は病院内の開催としており、宮古病院との共催の話については病院側と相談したいと

のことだった。また笹良部会長より、研修医の義務要件に緩和ケア研修会が入っており、病院

に属していない研修医も受講してくることを前提としておいてくださいとのことだった。 

県立中部病院の屋良委員より 11/13(土)を予定としていると報告があった。 

 

8.第 3 回日本緩和医療学術大会 九州支部大会について 

  笹良部会長より、11/20(土) WEB開催、11/20(土)～12/4(土)までオンデマンド配信されると 

報告があった。会員・非会員ともに参加・発表も可能となり、決まり次第ホームページに掲載 

予定。また、大会終了後にリモートでの懇親会を予定しているため、部会の皆様に進行役のご 

協力をお願いしたいとのことだった。 

第26回日本緩和医療学会学術大会について、6/18(金)と6/19(土)にハイブリッド開催され、 

オンデマンド配信を行うのでご視聴くださいとお話があった。 

 

9.その他 

特になし 

 

協議事項 

1.令和3年度 緩和ケア・在宅医療部会 部会長・副部会長の選任について 

  資料2に基づき、今年度のWG長は笹良委員、副WG長は野里委員と屋良委員で承認された。 

 

2.今年度の事業計画について 

  増田委員より、事業計画の前に事前共有としてがんを行う医療機関が沖縄県のホーム―ペ

ージに掲載されており、医療計画・病院選定について説明があった。

(https://www.pref.okinawa.jp/site/hoken/kenkotyoju/cancer/documents/itiran.pdf) 

  ※送付資料は沖縄県の資料を加工し、病院毎にまとめたものになります。 

それを踏まえ、当日資料「緩和ケアロジックモデル」の①「全ての患者が適切な緩和ケアを

受けるために医療機関は組織化した緩和ケアを提供している」②「専門的な緩和ケアを提供で

きる人材とチームが整っている」を実現するための項目について、それぞれ再考の依頼があっ

た。 

中島委員より、新しいことを導入するより、現在行っているスクリーニングの掘り下げや、

専門的な緩和ケアを提供できる人材の枠組みを整えていく方が良いのではと意見が出た。 

  人材について、看護師は以前より増えているので、緩和医療専門医/認定医の資格の取得を 

 推進すること、薬剤師については、薬剤師に準ずる資格を県が認定して頂ければ配備しやすい 

 との意見だった。 

後日中島委員、有賀先生、増田委員で打ち合わせを行い、事務局の方でやるべきことをまと

めてメールにて共有し審議して頂くこととなった。 

   



5.PCU転院相談の際の相談外受診ならびに転院までの所要日数に関する情報の一覧作成について 

  増田委員より、現在いくつかの病院宛に文章を作成し、送付している旨説明があった。 

 

6.2021年度 地域緩和ケア連携調整員研修 募集周知について 

7.2021年度 都道府県指導者養成研修(緩和ケアチーム研修企画)ならびにフォローアップ研修に 

ついて 

 増田委員より、研修については個別に通知するのでご参加下さいとのことだった。 

 

8.次回令和3年度第2回緩和ケア・在宅医療部会の日程について 

  令和3年9月予定 詳細は後日調整 

 

9.その他 

  喜屋武委員より研修会を共催する場合は早めにご連絡頂きたいと依頼があった。 

 

●予定時間を超過しているため、以下の議題については次回に繰り越し 

 3.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 

 4.拠点病院におけるPDCAサイクル体制強化について 



第 1 回沖縄県がん診療連携協議会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 3 年 6 月 30 日（水）17：00 ～ 18：10 

場 所：ZOOM（WEB 会議） 

出 席 者：10 名  喜納美津男（きなクリニック）、宮城愛子（訪問看護ステーションアレグリ

ア）、笹良剛史（豊見城中央病院）、東恩納貴子（那覇市立病院）、屋比久倫

子（八重山病院）、徳盛裕元（すまいるサポート株式会社）、金城美奈子（宮

古病院）、成田奈緒子（北部地区医師会病院）、嶺井朝美（北部地区医師会

病院）、増田昌人（琉大病院） 

欠 席 者：3 名  金城隆展（琉大病院）、荷川取尚樹（花あかり合資会社）長野宏昭（中部病

院） 

陪 席 者：1 名  下地清美（琉大病院） 
 
報告事項 
1.  令和 2 年度 第 4 回緩和ケア・在宅医療部会在宅ワーキング議事要旨 

資料 1 に基づき、令和 2 年度第 4 回緩和ケア・在宅医療部会在宅ワーキング議事要旨が 

承認された。協議事項 1 に記載のある那覇市の事業についてはコロナのため進んでいない、 

また、協議事項 2(4)について最近 4 カ所開業していると喜納委員より情報提供があった。 

 
2. 令和 3 年度 第 1 回緩和ケア・在宅医療部会議事要旨 

資料 2 に基づき、令和 3 年度第 1 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 3 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 3 に基づき、令和 3 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

について報告があった。 
 
4. 令和 3 年度緩和ケア在宅医療部会/在宅 WG/研修 WG 委員名簿一覧 
   資料 4 に基づき、令和 2 年度緩和ケア在宅医療部会/在宅 WG/研修 WG 委員が確認され

た。 

 
5. 患者の意向を尊重した意思決定のための研修会(E-FIELD)について 
   資料 5 に基づき、笹良委員よりに E-FIELD ついて報告があった。今年度の九州・沖縄の

日程は令和 4 年 1 月 29 日(土)、在宅版が 12 月 19 日(日)WEB 開催となっている。プロジ

ェクター等機器がない開催場所は事務局から貸し出し可能のため周知して参加して頂きた

いとの事であった。 



6. 第 3 回日本緩和医療学会九州支部学術大会について 
   笹良委員より、ホームページが立ち上がったと報告があった。 

https://www.okinawa-congre.co.jp/3jspmkyushu/index.html 
また、学会の予算が黒字の為、今年度の 7 つの支部学術集会については緩和医療学会の

会員と学生は無料とし、非会員についても北海道・東北・関東は 1000 円としているので九

州沖縄もその金額で検討しているとのこと。演題登録は 7/1~9/1 まで、延長が 9/15 と計画

中。皆様にもケアカフェ等依頼することもあると思うがよろしくお願いします、またご意見

ある方は教えて下さいとの事だった。 

   喜納委員より、介護職の参加費はどうなっているかと質問があり、笹良委員より、非会員

の金額になる。また、職種(介護・ピアサポーター・一般など)によって参加できる講演を分

けようと検討していると回答があった。 

 
7. その他 

  特になし 

  
協議事項 

1. 副ワーキング長の選出について 

   資料４に基づき、金城委員へ確認後、副ワーキング長を引き受けて頂くこととなった。 

 
2. 在宅医療ロジックモデルについて 

   当日資料に基づき、増田委員より在宅医療ロジックモデルについて説明があった。施策に

ついて考えて頂きたいと依頼があった。 

   笹良委員より、作業を共有できるソフトなどあればもっと意見が出るのではと提案があ

り、事務局の方で調べることとなった。増田委員より、添付の資料を基に意見を頂戴し、ロ

ジックモデルを作るためだけの部会を１か月後くらいに行いたいので後日調整するとの事

だった。 

 
3. 令和 3 年度の在宅ワーキングの年間活動計画について 

   増田委員より、ロジックモデルの施策を決定し、その中で 1～3 個程活動計画としたいと

意見があった。 

 
4.  緩和ケアに関する地域連携クリティカルパスについて 

   増田委員より、中島先生が作成頂いているはずだが、皆さん情報はありますかと質問があ

った。特に情報はなかった為、直接中島先生へ聞いてみることとなった。 

 
5. 次回令和 3 年度第 1 回在宅ワーキングの日程について 

https://www.okinawa-congre.co.jp/3jspmkyushu/index.html


   ① 第 2 回：9 月 29 日(水)と第 4 回：3 月 30 日(水)は決定、第 3 回の 12 月 29 日(水)は

琉大病院が年末年始休暇のため日程検討しますと喜納委員より回答があった。 

   ② 次回より 16：30～とすることとなった。 

 
6. その他 

   笹良委員から、鹿児島大学医学部保健学科：看護学専攻 清水佐智子先生より、離島の看

護師の教育プログラム・学習ニーズの調査依頼があり、金城委員・屋比久委員、他皆様のメー

ルアドレスを清水先生へ共有してもよいかと依頼があり、共有することとなった。 
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