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委員会活動報告

1. 緩和医療ガイドライン委員会活動報告

緩和医療ガイドライン委員会
委員長　　太田　惠一朗
副委員長　　細矢　美紀
副委員長　　余宮　きのみ

前回ニューズレター掲載以降の各WPGの活動内容をご

報告いたします。

1）呼吸器症状ガイドライン改訂WPG：
（WPG 員長）田中　桂子
（WPG 副員長）山口　崇
（担当委員）坂下　明大

＜報告＞
(1)　改訂版は、

① 現在の「関連する特定の病態の治療」の部分に
ついて最新の文献レビューを行い推奨文を作成
すること

② 現在の推奨部分について、再度最新の文献レビ
ューを行い最新データにアップデートすること
が、主な変更点です。

(2) 　2016年夏改訂版発刊を目指して、10名のWPG
メンバーに、オブザーバー中山健夫先生（ガイド
ライン委員）に加わっていただき、現在、作業進
行中です。

(3) 　Minds のガイドライン作成サポートトライア
ルに参加登録が認められ、技術的、専門的サポー
ト・アドバイスを受けられる体制となりました。

　（詳細については第65号で報告ずみ）
(4) 　推薦文を吟味・検討する「デルファイ会議」に

は、他学会および患者会から代表者に参加してい
ただくこととし、日本癌治療学会、日本プライマ
リ・ケア連合学会、日本がん看護学会、日本緩和
医療薬学会、日本呼吸器学会、および患者会グル
ープ・ネクサス・ジャパンに、代表者を推薦して
いただくよう依頼しました。

＜進捗状況＞
2014年8月
・ WPG会議で文献検索方法（検索範囲、検索法、

検索式）について決定
・SCOPE確定、一次スクリーニングの決定
現在　

・ 8テーマについて分担し、各自作業中（文献読
み、エビデンス評価シート作成、二次スクリーニ
ング検討）

＜スケジュール＞
2014年12月　
・ エビデンス評価シート完成、二次スクリーニング

検討
・他学会・他団体のデルファイメンバー決定
2015年1月12日
・第2回WPG会議＠東京、二次スクリーニング決定
・本文作成作業
2015年3月29日
・ 第3回WPG会議＠大阪、評価シート作成時の問題

点の整理・情報共有・進捗状況の確認
2015年7月
・ 修正デルファイ会議（他学会・患者会代表メンバ

ーとの合同会議）
・修正作業、推奨以外の部分の編集作業　
2016年夏
・発刊予定

2）補完代替療法ガイドライン改訂WPG：
（WPG員長）太田　惠一朗
（WPG副員長）大野　智

補完代替療法ガイドライン改訂に向けて準備を進
めています。2015 年 1 月 11 日に平成 26 年度第 2 回
WPG 会議を行い改訂にあたっての方向性を検討し
ました。
・ 基本方針として、各施術、療法について、システ

マティックレビュー（SR）およびランダム化比較
試験（RCT）を主体として文献検索し、その要約
（エビデンス総体）を分かりやすく記載し、推奨
度は設定しない。

・ 各施術・療法の記載項目は、「サマリー」と「臨
床疑問に対するエビデンスレビュー」で構成す
る。 

・ 臨床疑問は各施術・療法で共通のものとする。ま
た、SRやRCTの報告数が多いものについては、
共通の臨床疑問にさらに少項目として設定するこ
とも可能とする。

・SR、RCTについて、構造化抄録を作成する。
・上記作業を、2015年6月までに完了する。
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 2. 国際交流委員会活動報告

国際交流委員会
委員長　　安部　能成

日本緩和医療学会の常置委員会として新参者であ
る本委員会は 2 期目を迎え、その活動を本格化させ
ている。各委員は、医師、看護師、心理職、リハビ
リテーション専門職から構成されている。これまで
の活動背景に、米国、英国、欧州、オーストラリア、
アジア諸国などの海外での活動経験が豊富な点が特
色である。

今回は緩和ケアに関連する重要な情報収集の第 1
弾として、ヨーロッパ緩和ケア学会（以下 EAPC）
の白書を英日対訳の形で資料化する作業を進めてお
り、理事会の審議を経て、ようやくパブリックコメ
ントを頂く段階にまで辿り着いた。今年の第 20 回
学術大会までには PDF ファイル化によりホームペ
ージにアップし、会員の皆様に情報提供したいと考
えている。さらに、EAPC 関連白書の翻訳事業とし
て第 2 弾も準備中である。

毎年の学術大会を世界各国の関連団体にショート
レポートの形で発信している。第 1 期では、英国、
豪州など少数にとどまったが、昨年の学術大会報告
は、新たに米国とシンガポールが加わり、地域的広
がりを見せている。同時に、日本から発信した情報
について、外国からのレスポンスもあり、文字通り
相互交通が図られるようになってきた。

国際交流に関して言えば日本語は頼りにならな
い。インターネットの世界では情報量の 80% 以上
が英語であるといわれているように、国際交流にお
ける共通言語は英語である。これまでのように、英
語と日本語の相互的翻訳による交流の必要性もある
かもしれないが、日進月歩の緩和ケアの世界的潮流
についていくにはスピード不足が否めないところで
ある。そこで、本委員会としては、できる限り英語
で直接発信することを進めていきたい。

端的な例は本学会のホームページに対する海外か
らのアクセスにどのように答えるか、という問題で
ある。上述したように、学術大会のレポートを海外
に発信したとたん、本学会のホームページにアクセ
スしたが、情報量が少ない、という連絡がきた。こ
こでいう情報量は英文のことである。幸い、現委員
には英語使いが揃っているが、発信内容には学会と
しての見解に関わることがある。このことは国際交
流委員会の範疇を超える問題を孕んでおり、広報委

員会や理事会とも緊密な協議の上で情報発信を進め
ていかなければならないと考えている。

設立から 20 年を迎えようとする本学会が行って
きた活動内容は、日本語で蓄積されている。残念な
がら、このままでは国際的に通用しないので、前述
のように重要な情報の英語化は、今後も進められて
いくことが予想される。たとえば、緩和ケアチーム
の手引き（第 2 版）は既に英文化がなされている。

国際交流委員会としては、文章による情報発信以
外の方法も検討している。アジアの近隣諸国との国
際交流として、相互的に学術大会にゲストスピーカ
ーを招待することなどが、検討され、さらに国際共
同研究のご提案を頂いた。共同研究事業は国際交流
委員会の範疇を超えるので、理事会の承認を得て、
学会全体としての取り組みに展開した。

さらに、相互の学会にブースを出すことで、お互
いに顔の見える学会間交流、国際交流の方法もある
のではないかと考えている。

グローバル化の目覚ましい今日、国際交流は本委
員会の活動に留まるものではないと思う。会員諸氏
からのコメント・ご批判を頂戴しながら、今後とも
緩和ケア領域を中心とした国際社会でのプレゼンス
を高める活動を進めていきたい。そのためのお手伝
いをさせて頂くことが本委員会の役割と考えている。

引き続きヨーロッパ緩和ケア学会との交流、なら
びに、日本・韓国・台湾の 3 か国の緩和ケア関連学
会交流に加えて、今年が 2 年に一度の学術集会の開
催年にあたるオーストラリア緩和ケア学会、これま
でに直接交渉できていない北米の緩和ケア関連学会
との国際交流も図っていきたいと考えている。
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3. 専門医制度検討委員会活動報告

専門医制度検討委員会
委員長　山本　亮

2017 年度から新専門医制度が開始されます。新専
門医制度では、医師は初期臨床研修修了後に 19 の
基本診療領域のいずれかの専門医資格を取得するこ
とが求められ、その後にサブスペシャリティ領域専
門医を目指すこととなります。サブスペシャリティ
領域専門医については、日本専門医機構のほうから
もまだ明確な指針が示されておらず、不透明な部分
が多いのが現状です。しかしながら、緩和医療専門
医認定制度も、新しい専門医制度に対応できるよう
に調整が必要になると考えられます。そこで 2014
年度に、専門医制度検討委員会が設置され、緩和医
療専門医制度についての検討を行ってきました。現
時点での新専門医制度案を公開します。別稿として、
プログラム案を掲載しましたが、要点は以下の 4 点
です。

1）連携する基本領域専門医資格について
 サブスペシャリティ専門医認定に関しての基本
的な考え方の中に、「連携する基本領域専門医資
格との関係の確認ができており、専門医の医師
像が明確である」ことがあります。緩和医療専
門医を志す医師は様々な基本領域をベースにす
ることが考えられますが、まずは、内科、外科、
麻酔科、総合診療の 4 つの基本領域との連携を
すすめていきたいと考えています。将来的には
他の基本領域とも連携をすすめていくことを検
討しています。

2）  研修プログラムについて
これまでも認定研修施設での 2 年間の研修を

求めていましたが、その内容については特に規
定をしていませんでした。新専門医制度におい
ても認定医試験受験資格を得るために合計 2 年
間の研修を求めることとします。専攻医は「研
修開始登録」を行い、研修を開始します。研修
場所としては、緩和ケア病棟、緩和ケアチーム、
在宅緩和ケアの 3 つの研修ユニットを組み合わ
せて研修を行います。このうち緩和ケア病棟と
緩和ケアチームでの研修はそれぞれ 6 ヶ月以上
を必修とします。在宅緩和ケアの研修は必修で
はありませんが、2 ヶ月以上経験することが望ま
しいこととします。2 年間続けて研修を行うこと

を基本としますが、研修プログラム登録から 5
年以内に合計 2 年間の研修を行うことも可能と
します。

3）研修指導医の認定とその役割について
暫定指導医は、延長措置はとらずに、10 年間

で資格を喪失します。新しい専門医制度に対応
するために、研修施設には、新たに「研修指導
医」を置くこととします。研修指導医は、研修
指導医講習会を受講した緩和医療専門医と暫定
指導医、または緩和ケア病棟、緩和ケアチーム、
在宅緩和ケアに専従するものとします。研修指
導医は、専攻医の臨床における教育を行うとと
もに、症例報告書やポートフォリオ作成につい
ての指導を行います。

研修指導医講習会では、研修プログラムの作
成方法や、ポートフォリオを用いた指導方法な
どについての講習を行う予定です。2016 年 3 月
に第 1 回の研修指導医講習会を開催する予定と
しています。

4）研修評価について
これまで同様症例報告書の記載を求めますが、

症例報告書は 15 例とし、この他に、緩和医療に
関する研究、緩和医療に関する教育、地域連携、
チームワーク、倫理的側面の 5 つの領域につい
てポートフォリオを作成することを求めます。

プログラム認定を行い、研修指導医が研修を
評価することとなるため、現在認定試験におい
て実施しているロールプレイについては、新制
度移行後は実施しない可能性があります。

今回報告したものは確定したものではなく、現時
点での案です。また、この制度は、これから緩和医
療を志す若い医師のための制度です。緩和医療を志
す医師に対してキャリアパスを示していくことは重
要だと考えます。この案をたたき台に、広く学会員
の皆様からの貴重なご意見を頂戴し、よりよい制度
設計ができればと考えています。

なお、第 20 回日本緩和医療学会学術大会におい
て「緩和医療専門医制度を考える」と題したシンポ
ジウムを開催します。多くの学会員の皆さんの参加
をお待ちしています。
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緩和医療専門医研修プログラム整備指針（案）

○専門医研修に関わる用語説明
A）専攻医

専門医取得を目指し研修を受けている医師
B）研修プログラム

専攻医が専門医を取得できるように、日本緩和医療学会が認定した単独または複数の認定研修施設群
が提供する臨床研修の実施体制。

C）研修指導医
特定非営利活動法人日本緩和医療学会（以下、日本緩和医療学会）所定の研修指導医講習会を受講し
た緩和医療専門医と暫定指導医、または緩和ケア病棟、緩和ケアチーム、在宅緩和ケアに専従する医
師。

D）研修カリキュラム
各研修プログラムが提供する研修課程。専攻医が、研修期間中に定められた研修カリキュラム到達目
標を達成できるような構成となっていることを、日本緩和医療学会から認定を受ける必要がある。そ
の内容は、日本緩和医療学会が定めた「緩和医療専門医をめざす医師のための研修カリキュラム」に
準拠する。

1．緩和医療専門医について
緩和医療専門医とは、専攻医として定められた水準の研鑽を積み、緩和医療関連の臨床、研究に関する
十分な知識と技量を有することを認定された緩和医療関連業務に専従する医師である。同時に専門医は
医の倫理を体得していることが求められる。専攻医として、卒後臨床研修終了後2年以上、日本緩和医療
学会が承認した研修プログラム（体制）が提供する研修カリキュラム（研修課程）のもとで研修を行う
必要がある。
＊「卒後臨床研修」とは、平成16年から医師法第16条の2の第1項で規定された臨床研修をさす。

２．専攻医の資格について
① 医師法に定められた日本の医師免許を有すること
② 卒後臨床研修終了登録証を有すること（第98回以降の医師国家試験合格者）
③ 日本緩和医療学会に「研修開始登録」を行うこと

３．研修カリキュラム（研修課程）について
① 各研修プログラムは、緩和医療研修をする専攻医が、十分な知識と技量を修得すべく、後述する研

修カリキュラム到達目標が達成できるような研修カリキュラムを提供する必要がある。
② 研修プログラムに参加する各施設の特色、違いを踏まえ、研修プログラムに所属する全ての専攻医

が定められた水準の知識・技術を獲得できるような研修カリキュラムを構築する必要がある。
③ 各専攻医の経験必須症例の年次毎の到達目標数を明確にすることが望ましい。
④ 研修カリキュラムは、産休や育休など個別の専攻医のニーズに対応させる必要がある。
⑤ 卒後臨床研修期間の2年の間にも、研修カリキュラム到達目標に定められた経験目標の症例数が経

験できるよう、卒後臨床研修プログラムと連携できることが望ましい

４． 研修期間について
基本診療領域の研修プログラム終了後12単位（1単位：2ヶ月）以上の期間を必要とする。研修期間は
日本緩和医療学会に研修開始登録を行った日付より厳密に算定され、研修開始登録より5年以内に12単
位以上を修了することとする。研修登録以前に経験した症例は、原則認められない。

3. 専門医制度検討委員会活動報告 - 資料
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５．研修プログラム実施施設について
研修プログラムは、緩和ケア病棟、緩和ケアチーム、在宅緩和ケアの研修ユニットを組み合わせて構
成される。いずれの施設も日本緩和医療学会の認定研修施設（以下、「認定施設」）である必要があ
る。緩和ケア病棟および緩和ケアチームでの研修は各3単位（6ヶ月）以上の研修を必修とする。在宅
緩和ケアでの研修は必修でないが、在宅緩和ケアでの研修は1単位以上を研修することが望ましい。
※研修ユニットとして求められる要件

①緩和ケア病棟…「緩和ケア病棟入院料」届出受理施設であること。
②緩和ケアチーム…新規依頼患者数80人/年(新規入院患者数)以上が望ましい。
③在宅緩和ケア…在宅療養支援診療所の要件をみたすことが望ましい。
　　　　　　　　　看取り件数20人/年以上が望ましい。

○ 臨床研修例
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６．研修責任者・研修指導医について
研修責任者は、緩和医療専門医と暫定指導医、または緩和ケア病棟、緩和ケアチーム、在宅緩和ケ

アに専従するもので、日本緩和医療学会所定の研修指導医講習会を受講したものとする。研修責任者
は研修プログラムを策定し、プログラム全体の指導体制、内容、評価に関し監督責任を持つ。同時に、
当該施設においては研修実施の責任者としてその指導体制、内容、評価に関しても責任を持つ。

研修指導医は、日本緩和医療学会所定の研修指導医講習会を受講した緩和医療専門医と暫定指導医、
または緩和ケア病棟、緩和ケアチーム、在宅緩和ケアに専従するものとする。研修指導医は専攻医の
臨床における教育を行うとともに、症例報告書やポートフォリオの作成についても指導を行う。

７．研修実施計画について
① 研修責任者は、各専攻医が研修期間中に後述の研修カリキュラム到達目標を達成できるよう、満2年

以上の研修内容を具体的に明記した、研修実施計画を策定しなければならない。
② 研修プログラムが複数施設によって構成されている場合は、専攻医がどのように施設間をローテーシ

ョンするのか、研修の運営方針を示さなければならない。
③ 研修責任者は、年度ごとの研修可能な専攻医を含めた各研修施設の研修状況を把握する必要がある。
④ 各専攻医が研修責任者との協議により、途中で研修プログラム実施計画の内容を変更することは妨げ

ない。

８．専攻医の研修プログラムの変更について
専攻医は、やむを得ない場合、研修期間中に研修プログラムを変更することができる。

変更の際は双方の研修責任者の承認を得る必要がある。また、研修責任者は、研修途中で研修プログ
ラムに実施施設を追加または変更することができる。

９．各専攻医の研修内容の評価について
日本緩和医療学会の認定審査委員会に対して専門医試験の受験を申請時に、申請者の研修期間、経

験症例数は、書類審査によって評価される。緩和医療専門医をめざす医師のための研修カリキュラムの到達目
標の達成度は、筆記試験および口頭試問によって評価される。日本緩和医療学会の専門医認定・育成委
員会が必要と認めたときは、別に実地試験を課す。
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