
 

埼玉医科大学総合医療センター緩和ケア研修会のご案内 
 

 
平成 27 年度第 1 回埼玉医科大学総合医療センター緩和ケア研修会を開催いたします。 

 

平成 19 年 4 月に「がん対策基本法」が施行され、同年 6 月には「がん対策推進基本計画」が策定

されました。基本計画では、「すべてのがん患者及びその家族の苦痛の軽減並びに療養生活の質の

維持向上」を目標に掲げており、埼玉県がん対策推進計画では治療の初期段階から積極的な治療と

並行して「緩和ケア」が実施できるようすべてのがん診療に携わる医師が研修等により、緩和ケア

について基本的な知識を習得することとし、当院も平成 20 年度から厚生労働省健康局通知「がん

診療に携わる医師に対する緩和ケア研修会の開催指針」に準拠した緩和ケア研修会を実施しており

ます。 

また、平成 22 年度の診療報酬改定により、「がん性疼痛緩和指導料」、「緩和ケア診療加算」、

「がん患者指導管理料」については、当研修会を終了している医師が治療に携わることが算定条

件となっております。加えて、日本がん治療認定医受験資格に求められる申請単位のうち、５単

位が付与されることになりました。 

 

 

〈 お 申 し 込 み に つ い て 〉 
   

1．日   時 ： 平成 27年 8月１日（土）、2日（日）  

2. 場   所 ： ウエスタ川越、2階活動室１、2 

        埼玉県川越市新宿町１-17-7 

3. 対   象 ： がん診療に携わる医師、研修医  定員約 40名 

          がん診療に携わるコメディカル     若干名 

4. 講   師 ： 金井（筑波大学附属病院 水戸地域医療教育センター 水戸協同病院）、 

奥山（山形県河北病院）、西村（東京女子医科大学病院）、 

松本（みさと健和病院）、高橋孝郎（埼玉医科大学国際医療センター）、 

高橋健夫（埼玉医科大学総合医療センター）、儀賀（埼玉医科大学総合医 

療センター）、﨑元（埼玉医科大学総合医療センター） 

5. 内   容 ： 緩和ケアにおける身体、精神症状に関する講義、ロールプレイ、グループ 

ワーク等 

6. 受 講 料： 無料、ただしテキスト代 3,000円 （昼食代 2日分を含む） 

7. 申込方法： 医療機関名、氏名（ふりがな記載）を明記し、下記のアドレスにメール 

にてお申し込み下さい。尚、お申し込みされた場合は担当より１週間以内

に返信メールをさせて頂きます。メールの返信がない場合はお電話でご連

絡下さい。 

       e-mail：yuksien@saitama-med.ac.jp 

8. 申込期限： 平成 27年 6月 30日  

なお、定員になり次第受付を終了とさせていただきます。 
 

注）受講修了者には、厚労省より修了書が発行されますが途中退席、欠席がある場合は発 

  行出来ませんのでご了承下さい。 

また、コメディカルの修了書は企画責任者が発行致します。 

なお、今年度 2 回目は平成 28 年 3 月 5 日（土）、6 日（日）かわごえクリニックに 

おいて開催予定です。詳細は開催３ヶ月前にご案内いたします。 

 
お問い合わせ 埼玉医科大学総合医療センター 

                             がん診療支援室 担当 藤野 

e-mail：yuksien@saitama-med.ac.jp 
TEL/FAX：049-228-3455 

mailto:yuksien@saitama-med.ac.jp
mailto:yuksien@saitama-med.ac.jp


第1日

開始時
間

終了時
間

所要時
間

内　　　容
対応する開催指
針の形式

対応する開催指針の項目（対応する項目番号） 講師

8:30 8:50 20 受付

8:40 9:00 20 プレテスト プレテスト ◎小峰・松崎

9:00 9:20 20 Opening Remarks 講義 ◎儀賀

9:20 10:05 45 緩和ケア概論 講義 全人的な緩和ケアについての要点（⑧ア） ◎奥山

10:05 10:15 10 休憩

10:15 11:45 90 がん性疼痛 講義

がん性疼痛の機序、評価及びWHO方式のがん性疼
痛治療法の概略について（①）
がん性疼痛の治療法の実際について（②）
放射線療法や神経ブロックの適応を含めた専門的な
緩和ケアへの依頼の要点（⑧イ）

◎奥山

11:45 11:55 10 休憩

11:55 12:25 30
緩和ケアにおける
放射線治療

講義
放射線療法や神経ブロックの適応を含めた専門的な
緩和ケアへの依頼の要点（⑧イ）

◎高橋（健）

12:25 13:15 50 昼食

13:15 13:35 20 アイスブレーキング
アイスブレーキ
ング

◎小峰・松崎

13:35 15:05 90 がん性疼痛事例検討
グループ演習/
ワークショップ

がん性疼痛を持つ患者の評価及び治療（③ア）
がん性疼痛に対する治療と処方箋の実際の記載（③
イ)

◎高橋（孝）

15:05 15:15 10 休憩

15:15 16:45 90
オピオイドを開始する
とき

ロールプレイ/
ワークショップ

医療用麻薬を処方するときの患者への説明について
の演習(③ウ）

◎﨑元

16:45 16:55 10 休憩

16:55 17:40 45 消化器症状 講義
呼吸困難、消化器症状等の身体症状に対する緩和
ケア（④）

◎松本

第2日

9:00 9:45 45 呼吸器症状 講義
呼吸困難、消化器症状等の身体症状に対する緩和
ケア（④）

◎儀賀

9:45 10:00 15 休憩

10:00 11:30 90 精神症状 講義
不安、抑うつ及びせん妄等の精神症状に対する緩和
ケア（⑤）

◎西村

11:30 12:30 60 昼食

12:30 13:30 60
地域連携と治療・
療養の場の選択

講義/グループ
演習/ワーク
ショップ

がん患者の療養場所の選択及び地域連携について
の要点（⑧ウ）
在宅における緩和ケア（⑧エ）

◎松本

13:30 13:40 10 休憩

13:40 15:40 120
コミュニケーション
ロールプレイ

ロールプレイ
患者への悪い知らせの伝え方についての検討及び
演習（⑦ア・イ）

◎金井

15:40 15:50 10 休憩

15:50 16:50 60
コミュニケーション
講義

講義 がん医療におけるコミュニケーション技術（⑥） ◎金井

16:50 17:10 20
ふりかえりとポストテス
ト

プレテストの解
説

◎儀賀

　　　　　　　　平成27年度第1回埼玉医科大学総合医療センター緩和ケア研修会プログラム

 H27年8月1日（土）　　会場：ウエスタ川越　2階活動室１

H27年8月2日（日）　　会場：会場：ウエスタ川越　2階活動室１


