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先日は、緩和ケア部会の事前アンケートにご回答いただき、誠にありがとうございました。 

事前アンケートの「緩和ケア部会で他の都道府県に聞きたいことや議論したいこと」について、下

記の通り、各都道府県からご質問をいただきました。ご質問内容について、貴施設や都道府県での

取り組みがございましたら、是非ご回答をお願い申し上げます。ご回答は任意です。回答できる項

目のみ、ご回答ください。  

なお、先日の事前アンケートにて、すでにご回答いただいている内容につきましては、改めてのご回

答は不要です。ご回答内容は、施設名を含めて、緩和ケア部会と当 HP に掲載の予定です。 

ご回答の内容について、既存の資料等がございましたら、回答に添付いただけると幸いです。回答

欄は適宜ご調整下さい。 

ご回答は次頁以降にご記入ください。 

施設名 

 

回答者ご所属 

 

回答者名 

 

緩和ケア部会で他の都道府県に聞きたいこと，議論したいこと 

1. COVID 緩和ケア研修会の開催方法や質の担保 

2. COVID 会議や緩和ケア研修会のリモート開催の方法 

3. COVID 集合型の会議開催時の感染対策や注意方法 

4. COVID 緩和ケアチームの活動上の工夫や制限 

5. COVID 緩和ケア外来の工夫や制限 

6. COVID 緩和ケア病棟入棟時の COVID 検査や面会制限の方法 

7. PDCA 緩和ケアの質の向上に関する工夫 （以降、COVID-19 禍に限らず） 

8. PDCA 都道府県単位、施設単位の目標設定の方法 

9. PDCA 相互評価の具体的な方法（評価内容や評価の実施方法） 

10. ACP 都道府県内の ACP の普及方法 

11. ACP 院内の ACP の実施管理方法 

12. Skill  院内の苦痛緩和のための鎮静マニュアルの整備や普及の方法 

13. Skill 医師のコミュニケーションスキル改善に向けた取り組み方法 

14. Skill 非がんの緩和ケアの普及方法 

第 8 回 都道府県がん診療連携拠点病院連絡協議会 
緩和ケア部会 追加アンケート 

【ご回答は任意です】 
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1. COVID-19 禍の緩和ケア研修会の開催方法や質の担保 

【寄せられた具体的な質問内容】 

○コロナ禍における緩和ケア研修会開催へのコロナウィルス感染予防対策 

○主な講義を e-learning にしてから(コロナ禍前の段階)グループワーク等の質の低下がみられてい

た。研修会を参加者にとってより有益なものとする工夫について伺いたい 

○COVID-19 の終息が見えない中で、次年度の緩和ケア研修会の開催や質の担保をどうする

か。マンパワー不足が問題であるが、医療スタッフの疲弊も重なり、新たな取り組みに着手できな

い現状をどうすべきか 

○コロナ感染が拡大している状況の中で、具体的に日程も企画していた緩和ケア研修会を中止

するか、決行するか悩ましいところです, 直前になって中止した、という事例はありますでしょうか 

○コロナ禍での緩和ケア研修会の実施状況 

○緩和ケア研修会開催に関する工夫 

○今後の研修会の在り方。オンライン研修に限界はないか？ 

○コロナ禍における緩和ケア研修会の開催、その他講演会の開催、学会参加について 

○新型コロナウィルス感染症流行下における，緩和ケア研修会の具体的な対策方法 

○今年度の緩和ケア研修会の開催については厚生労働省からの指針は春にでただけで、後は

各都道府県に任されたため、どのような混乱があったかを知りたい 

○次年度の緩和ケア研修会の開催の方向性など教えていただければと思います 

【回答欄】 
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2. COVID-19 禍の会議や緩和ケア研修会のリモート開催の方法 

【寄せられた具体的な質問内容】 

○部会としての、リモート会議の開催の有無とその頻度 

○WEB ミーティングを活用したピアレビューの方法(秋田県で施行したと聞いています) 

○コロナウイルス感染流行下で、どのような点に工夫して緩和ケア部会の運営を行っているのか 

○コロナ禍での緩和ケアチーム研修や相互評価(ピアレビュー)の実施状況 

○ピアレビューや緩和ケア研修会、緩和ケアチーム研修会のオンライン開催において、質の担保の

ために工夫している点などあればお聞きしたい 

○部会や研修会の開催状況 

【回答欄】 
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3. COVID-19 禍の集合型の会議開催時の感染対策や注意方法 

【寄せられた具体的な質問内容】 

○ワークショップやロールプレイの時に、どのような感染対策を行っていますか？ 

【回答欄】 

 

 

4. COVID-19 禍の緩和ケアチームの活動上の工夫や制限 

【寄せられた具体的な質問内容】 

○緩和ケアチームの院内横断的活動について気をつけていること、制限していることについて 

○緩和ケアチームの活動上の工夫 

【回答欄】 
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5. COVID-19 禍の緩和ケア外来の工夫や制限 

【寄せられた具体的な質問内容】 

○緩和ケア外来のオンライン受診の導入について 

○緩和ケア外来の工夫 

【回答欄】 

 

 

6. COVID-19 禍の PCU 入棟時の COVID 検査や面会制限の方法 

【寄せられた具体的な質問内容】 

○緩和ケア病棟に入院時の COVID19PCR 検査の有無や家族の面会制限について 

○緩和ケア病棟における面会制限の基準が施設毎に(時に施設内でも)バラバラで、患者・家族

に混乱を生み出しているが、その辺が上手く調整できている地域(施設)はあるのか？(患者さん側

の希望は十分理解しつつも、医療スタッフの感染リスクを考えると一定の基準を設ける必要は必

ずあると思うが) 

○コロナ禍における、入院面会制限(看取りの場で家族の面会制限を行う是非) 

【回答欄】 
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以降の質問は、COVID-19 禍に限らずご回答ください 

 
7. 緩和ケアの質の向上に関する工夫 （COVID-19 禍に限らず） 

【寄せられた具体的な質問内容】 

○緩和ケアの質向上に関する工夫 

【回答欄】 

 

 

8. 都道府県単位、施設単位の目標設定の方法 （COVID-19 禍に限らず） 

【寄せられた具体的な質問内容】 

○都道府県での目標設定をどのように行い、施設ごとの目標をどのように設定しているのか 

○大まかな目標設定の方向性について教えてほしい 

【回答欄】 
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9. 相互評価の具体的な方法（評価内容や評価の実施方法） （COVID-19 禍に限らず） 

【寄せられた具体的な質問内容】 

○相互評価をどのように実施しているのか。(都道府県での目標に基づいた内容を中心に評価し

ているのか、評価は訪問審査などで行っているのかなど) 

【回答欄】 

 

 

10. 都道府県内の ACP の普及方法 （COVID-19 禍に限らず） 

【寄せられた具体的な質問内容】 

○他の都道府県における ACP 普及の取り組み 

【回答欄】 
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11. 院内の ACP の実施管理方法 （COVID-19 禍に限らず） 

【寄せられた具体的な質問内容】 

○ACP はどのような記録をしているのか, 一元的管理はできるのか 

○本人の治療について、その他の希望、療養の場について、DNAR などについての記録, また、代

理決定者と話あった内容の記録 

【回答欄】 

 

 

12. 院内の苦痛緩和のための鎮静マニュアルの整備や普及の方法 （COVID-19 禍に限らず） 

【寄せられた具体的な質問内容】 

○苦痛緩和のための鎮静について、院内のマニュアルやテンプレートなどを整備しているかどうか、

整備している場合はその院内への普及の工夫について 

【回答欄】 
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13. 医師のコミュニケーションスキル改善に向けた取り組み方法 （COVID-19 禍に限らず） 

【寄せられた具体的な質問内容】 

○治療医のコミュニケーションスキルの改善のために、どのような企画をおこなっているのか。会を行

っても、スキル改善が必要な医師の参加はない 

【回答欄】 

 

 

14. 非がんの緩和ケアの普及方法 （COVID-19 禍に限らず） 

【寄せられた具体的な質問内容】 

○非がんの緩和ケアをどう進めているか、心不全末期以外の緩和ケアをどうしているか 

【回答欄】 

 

アンケートは以上です。ご協力ありがとうございました。 


