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１．
本年度の研究成果
1)すべてのがん診療に携わる医師に対する緩和医療の基本的な教育プログラム
（PEACE）および教育用の教材を作成した。
：作成した教材は、本研究班のホームペー
ジ http;//www.kanwaedu.umin.ac.jp などに掲載し公開した。本プログラムはがん診
療拠点病院を中心に展開されるすべてのがん診療に携わる医師に対する緩和ケア研
修会のプログラム及びその教材、指導者マニュアル、開催マニュアルがセットになっ
たものである。また並行して日本緩和医療学会等と協力して９月、１０月に計２回の
指導者養成研修会（緩和ケアの基本教育に関する指導者研修会および精神腫瘍学の基
本教育に関する指導医研修会）をそれぞれ２泊３日、１泊２日の合宿形式で船橋、神
戸において開催し、計 260 名あまりの研修指導者が養成された。今年度中に日本緩和
医療学会、国立がんセンターと協力し、計 3 回、約 280 名を対象に指導者研修会を開
催予定であり、全国で開催される同研修会の実施に寄与した。
2)緩和ケアチームに対する教育プログラムの開発と実施：緩和ケアチームの質の向上
を目的に、昨年に引き続いて国立がんセンターと協力して、がん診療連携拠点病院緩
和ケアチーム対象の研修会を年 4 回、約 60 チームを対象に実施した。また、研修会
の評価のため緩和ケアチームの活動の評価尺度の開発を進めている。
3)緩和ケアチームの基準の明確化に関する研究：基準を作成し、本年度初めに完成、
現在論文を投稿中である。
4）看護師に対する啓発普及プログラム ELNEC〈End-of-Life Nursing Education
Consortium〉日本語版の開発：緩和ケアを専門としない看護師に緩和ケアに関する能
力を教育するために、米国で開発された終末期看護における看護師に対する啓発普及
プログラムである ELNEC〈End-of-Life Nursing Education Consortium〉日本語版を
開発し、計 2 回のパイロットスタディを行い、プログラムが確定した。現在 ELNEC-J
の教育効果を測定する尺度を開発中である。
5）調剤薬局における緩和ケアの実態調査、病院に勤務する心理士に対する緩和ケア
の実態調査をそれぞれ計画し、研究を実施中である。
２． 前年までの研究成果
1)緩和ケアチームに対する教育プログラムの開発と実施：緩和ケアチームの質の向上
を目的に、がん診療連携拠点病院緩和ケアチーム対象の研修会のプログラムを開発し、
計 4 回、60 チームを対象に研修会を実施した。また、研修会の評価のため緩和ケア
チームの活動の評価尺度の開発を開始した。2）緩和ケアチームの基準の明確化に関
する研究：わが国の緩和ケアチームの活動指針を示すために、デルファイ変法および
パネルミーティングを行って、緩和ケアコンサルテーションチームの基準を作成した。
3）看護師に対する啓発普及プログラム ELNEC 日本語版の開発：緩和ケアを専門とし
ない看護師に緩和ケアに関する能力を教育するために、前述した ELNEC の日本語版の

開発とその教育効果を測定する尺度開発に着手した。4)緩和ケアチーム診療に必要な
各職種の能力と学習目標の作成：緩和ケアチームの診療に必要とされる各職種の学習
到達目標を作成した。5)緩和ケアにおける心理士および理学／作業療法士の役割に関
するグループ・インタビュー：緩和ケアチームに関わるコメディカルに求められる能
力および学習目標を明らかにするために、実際に緩和ケアチームで活動する医師・看
護師を対象としたグループ・インタビュー研究を実施し、質的分析を行い心理士に求
められる緩和ケアチームでの役割を明らかにした。
３．
研究成果の意義及び今後の発展性
今後の課題としては、今までに開発された教育プログラムを実施、実践することを
関連諸機関とともに行うこと、また、それぞれの教育プログラムや緩和ケアチームの
基準等をホームページ等を通じて公表することを通して緩和ケアの質の向上に寄与
することがあげられる。
本研究の実施により、すべてのがん診療に携わる医師や看護師を対象とした緩和医
療の教育プログラムが開発され、指導者研修会が行われることにより、緩和医療の基
本的な知識の啓発普及に寄与することが期待される。また、緩和ケアチームの基準の
作成、緩和ケアチームに対する教育プログラムの開発と実践、緩和ケアチームを構成
する医療従事者の育成方法の検討によりがん診療拠点病院を中心とした緩和ケアチ
ームの質の向上が期待できる。このような各種教育プログラムが総合的に実施される
ことにより、多くの患者に早期から、効率的に緩和医療が実践されることが期待でき
る。
４．
倫理面への配慮
本研究は、患者家族を対象としたものではなく、医療従事者を対象とした教育プログ
ラムの作成およびその有効性の検証に関する研究である。調査は氏名や施設名が特定
できぬようコード化して行い、解析する。また、得られた結果は統計学的処理に使用
し個人のプライバシーは守られる旨を文書にて説明する。
５．
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