（医療従事者向け）
平成28年度 がん医療均てん化研修会開催申請一覧 （がん医療従事者向け）

No.

申 請 者
（）代表又は分担

申請者所属
職 名

申 請 者（研究代表者）
研究課題名

研 修 テ ー マ

講師・発表者

開催場所、日時、問い合わせ先

参加予 共同開催の 有
定人員
無

備

考

（代表）26～28

二宮ひとみ（国立がん研究センター 特任研究補助員）
佐野 智美（久留米大学病院 緩和ケアチーム）
間島 竹彦（西群馬病院 精神腫瘍科医長）
高橋 通規（仙台医療センター 緩和ケア内科医長）
梅澤 志乃（東邦大学大森病院看護部 看護師）
1

内富 庸介

国立がん研究センター 中央
病院
支持療法開発部門長

がん患者が抱える精神心理
的・社会的問題に関して、そ
の原因や関連要因になる得
る社会的要因に着目し、そ
の是正を目指した研究

「がん診療に携わる医師に
対するコミュニケーション技
術研修」に携わる指導者に
対する指導法の向上

秋月 伸哉（千葉県がんセンター 精神腫瘍科部長）
下山 理史（名古屋医療センター 緩和ケア科医長）
臼井 由紀（あそかビハーラ 看護師長）
岡島 美朗（自治医科大学附属さいたま医療センター 教授）

国立がん研究センター
（東京都中央区築地5-1-1）
平成28年11月5日（土）
9:00～17:00
40

実技研修（具体的な内
日本緩和医療
容・グループワーク、ロー
学会
ルプレイ、講義）

100

なし

100

なし

電話：03-3547-5201（内線6034）
FAX：03-3547-8573
mail：hninomiy@ncc.go.jp
担当：二宮ひとみ

藤森麻衣子（分：国立精神神経センター 適応障害研究室室長）
内富 庸介（代表：国立がん研究センター 支持療法開発部門長）
模擬患者・模擬患者の会つくばＳＰ会・4名

（分担）26～28

加茂 憲一（代表：札幌医科大学 准教授）
東
大阪府立成人病センター
2

がん予防情報センター
伊藤 ゆり
（代表：加茂 憲一） 疫学予防課 主任研究員

がん対策推進基本計画の がん対策推進計画における
効果検証と目標設定に関す がん医療の質評価～がん
る研究
登録・ＤＰＣデータの活用～

尚弘（分：国立がん研究センター 部長）

増田 昌人（分：琉球大学 教授）
森島 敏隆（大阪府立成人病センター 課長補佐）

大阪科学技術センター
（大阪市西区靱本町1丁目8番4
号）

講演
パネルディスカッション

平成29年1月12日（木）
16：00～19：00

伊藤 ゆり（分：大阪府立成人病センター 主任研究員）

（代表）26～28

手島 昭樹（代表：大阪府立成人病センター 主任部長）

大阪府立成人病センター 大講堂
（大阪市東成区中道1-3-3）

松浦 成昭（分：大阪府立成人病センター 総長）

3

手島 昭樹

大阪府立成人病センター
放射線治療科
主任部長

がん診療科データベースと
Ｊａｐａｎｅｓｅ Ｎａｔｉｏｎａｌ Ｃａｎｃ
ｅｒ Ｄａｔａｂａｓｅ（JNCDB）の
運用と他がん登録との連携

診療の質向上のための放
射線治療症例全国登録事
業（ＪＲＯＤ）の活用法、その
具体例

沼崎 穂高（分：大阪大学大学院 講師）
篠田 充功（伊那中央病院 医長）
奥田 保男（放射線医学総合研究所 室長）

平成28年10月29日（土）
13：00～16：00
電話＆FAX：06-6978-5237（直通
=月～木曜9：30－17：30）
mail：radoncsec@mc.pref.osaka.jp

講演
その他（実技指導）

仲田 佳宏（放射線医学総合研究所 研究員）
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（医療従事者向け）
平成28年度 がん医療均てん化研修会開催申請一覧 （がん医療従事者向け）

No.

申 請 者
（）代表又は分担

申請者所属
職 名

申 請 者（研究代表者）
研究課題名

研 修 テ ー マ

講師・発表者

開催場所、日時、問い合わせ先

備

参加予 共同開催の 有
無
定人員

考

(分担)27～29

鈴木

直（代表：聖マリアンナ医科大学 教授）

小泉 智恵（分：国立成育医療研究センター 研究員）
古井 辰郎（分：岐阜大学 准教授）

4

鈴木 直
(代表：堀部 敬三）

聖マリアンナ医科大学
産婦人科学
教授

Oncoferｔｉｌｉｔｙ Consortium
ＪＡＰＮ meeting 2016
総合的な思春期・若年成人
-地域完結医療連携モデル
（AYA)世代のがん対策のあ
の全国展開およびがん・生
り方に関する研究
殖医療における心理支援体
制の構築

Ｔｅｒｅｓａ Ｗｏｏｄｒｕｆｆ（Noｒth Western University（米国シカゴ） 教
授）
木村 文則（分：滋賀医科大学 准教授）
高井
森

泰（分：埼玉医科大学総合医療センター 教授）
明子（聖路加国際大学 教授）

横浜情報文化ｾﾝﾀｰ6階 情文
ホール
（横浜市中区日本大通11番地）
平成28年12月11日（日）
11：45～17：30

日本がん・生
殖医療学会
150

講演

電話: 045-937-1039
FAX: 045-937-1029
mail: hrepro.k@peach.ocn.ne.jp
日本がん・生殖医療学会事務局
ヒュ－マン リプロ・Ｋ

三善 陽子（代表：大阪大学 講師）
大須賀 穣（分：東京大学 教授）
（分担）26～28

的場 元弘（代表：日赤医療センター 部長）
吉本 鉄介（分：中京病院 部長）

5

吉田 茂昭
（代表：的場 元弘）

青森県病院局
青森県病院事業
管理者

全がん患者の苦痛のスク
リーニングを実践に活か
緩和ケアセンターを軸とした
す！
がん疼痛の評価と治療改善
入院・外来のスクリーニング
の統合に関する多施設研究
導入から対応、評価までの
プロセス

榊原 直喜（国立がん研究センター がん対策情報センター 研究
員）
山下

慈（分：青森県立中央病院 主任看護師）

村上 雅彦(岩手県立大船渡病院 緩和医療科 医長)
西小野 美咲（鹿屋医療センター 看護師）

青森県立中央病院
（青森市東造道2丁目1-1）
平成28年11月12日（土）
9：00～16：30
80

青森県立中央 講演
病院
その他（グループワーク）

50

信州大学がん
プロ養成基盤
推進プラン運
営委員会

電話：017-726-8402
FAX：017-726-8325
mail：
yosuke_iizuka@pref.aomori.lg.jp

新濱 伸江（市立三次中央病院 看護師）
吉田 茂昭（分：青森県病院局 事業管理者）
（分担）26～28

小泉 知展（信州大学 教授）
塩沢 丹里（信州大学 教授）
伊藤 研一（信州大学 教授）
新井 正美（代表：がん研有明病院 部長）
三木 義男（分：東京医科歯科大学 教授）

6

福嶋 義光
（代表：新井 正美）

信州大学医学部遺伝医学・
予防医学教室 教授

わが国における遺伝性乳癌
卵巣癌の臨床遺伝学的特
「遺伝性乳癌卵巣癌（HBOC
徴の解明と遺伝子情報を用
）最前線」
いた生命予後の改善に関す
る研究

福嶋 義光（分：信州大学 教授）
古庄 知己（信州大学 准教授）
家里明日美（信州大学 助教）
鹿島 大靖（信州大学 助教）

長野市東部文化ホール
（長野市小島804番地5 柳原総合
市民センター内）
平成28年10月29日（土）
12：30～16：00
電話：0263-37-2618
FAX：0263-37-2619
mail：iden@shinshu-u.ac.jp

講演
その他（展示ブースにお
ける患者団体との情報交
換）

黄瀬恵美子（信大病院 看護師・認定遺伝カウンセラー）
石川 真澄（信大病院 認定遺伝カウンセラー）
太宰 牧子（クラヴィスアルクス 代表)
他2名
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（医療従事者向け）
平成28年度 がん医療均てん化研修会開催申請一覧 （がん医療従事者向け）

No.

申 請 者
（）代表又は分担

申請者所属
職 名

申 請 者（研究代表者）
研究課題名

研 修 テ ー マ

講師・発表者

開催場所、日時、問い合わせ先

備

参加予 共同開催の 有
無
定人員

考

（分担）26～28

三善 陽子（代表：大阪大学大学院医学系研究科 小児科学 講師）
加藤 雅志（分：国立がん研究センター 中央病院 相談支援室 室
長）
鈴木

7

加藤 雅志
（代表：三善 陽子）

国立がん研究ｾﾝﾀｰ
がん対策情報ｾﾝﾀｰ
がん医療支援部兼中央病院
相談支援室 部長兼室長

小児・若年がん長期生存者
に対する妊孕性のエビデン 若年がん患者の妊孕性温
スと生殖医療ネットワーク構 存に関する相談支援研修会
築に関する研究

直（分：聖マリアンナ医科大学産婦人科学 教授）

清水千佳子（分：国立がん研究センター 中央病院乳腺・腫瘍内科
外来医長）
岡田

弘（分：獨協医科大学越谷病院泌尿器科 主任教授）

宮田 佳代子（国立がん研究センター 中央病院 相談支援室）

国立がん研究センター
築地キャンパス
国際研究交流会館
（東京都中央区築地5-1-1）
平成28年12月4日（日）
13：00～17：00

100

日本がん・生
殖医療学会

講演

電話：03-3547-5201（内線1709）
FAX：03-3542-3495
mail：oncofertility@ml.res.ncc.go.jp

竹内 恵美（国立がん研究センター 中央病院 相談支援室）

（代表）26～28

祖父江 友孝（大阪大学大学院医学系研究科 教授）

8

福尾 惠介

在宅がん患者の栄養ｻﾎﾟｰﾄ 医師と在宅医療従事者に対
武庫川女子大学
に精通した在宅医療福祉従 する「がんと栄養に関する
生活環境部、栄養科学研究所
事者の全国的育成システム 基本的知識を含む臨床栄
教授、研究所長
の開発
養スタートアップ講座（2）」

日浅 友裕（木沢記念病院 放射線治療科看護師）

9

在宅がん患者の栄養ｻﾎﾟｰﾄ
に精通した在宅医療福祉従
事者の全国的育成システム
の開発

医師と在宅医療従事者に対
する「がんと栄養に関する
基本的知識を含む臨床栄
養スタートアップ講座（1）」

平成28年10月22日（土）
9：30～17：00

向山 雄人（新宿ヒロクリニック 緩和ケアセンター長）

福尾 惠介（代表：武庫川女子大学 教授）

比企 直樹（がん研有明病院 消化器センター胃外科部長）

大阪府立国際会議場
（大阪市北区中之島５丁目3-51）

富塚

健（がん研有明病院 歯科部長）

佐藤 眞一（分：大阪大学大学院 教授）

日本在宅栄養
管理学会

平成28年10月9日（日）
13：30～17：00

中里 和弘（東京都健康長寿医療センター研究所 研究員）
福尾 惠介（代表：武庫川女子大学 教授）

日本臨床栄養
学会
100

電話＆FAX 0798-45-9922
mail:m_yano@mukogawa-u.ac.jp
担当:矢野めぐむ

行田 泰明（要町病院 要町ホームケアクリニック医師）

（分担）26～28

大阪大学大学院人間科学研究
科
佐藤 眞一
臨床死生学・老年行動学研究
（代表：福尾 惠介） 分野
教授

武庫川女子大学栄養科学館
（西宮市池開町6-46）

日本臨床栄養
学会
100

電話＆FAX 0798-45-9922
mail:m_yano@mukogawa-u.ac.jp
担当:武庫川女子大学 矢野めぐむ

日本在宅栄養
管理学会

講演
実技研修

講演
実技研修

3

