
研　修　テ　ー　マ 講師・発表者 開催場所、日時
参加予
定人員

共同開催の
有　無

（分担）26～28

1

岩月　啓氏

（代表：平田　公一）
岡山大学大学院医歯薬
学総合研究科皮膚科学

教授

（分担）26～28

2

櫻井　晃洋
（代表：新井　正美）

札幌医科大学医学部
遺伝医学　教授

（代表）26～28

東　　尚弘

国立がん研究センター
がん対策情報センターが
ん政策科学研究部　部

長

（分担）26～28

調　　　憲
（代表：西山　正彦）

九州大学大学院　消化
器・総合外科　准教授

パネルディスカッション

がん医療ネットワークナビ
ゲーターによるがん医療情
報提供強化プロジェクト：情
報が確実に手元に届く地域
連携モデルの構築

がん医療ネットワークナ
ビゲーター実習研修に関
する説明会

西山　正彦（代表：群馬大学大学院医学系研究科/病
態腫瘍薬理学　教授）

片渕　秀隆（分：熊本大学大学院生命科学研究部/産
科婦人科学　教授）

相羽　惠介（東京慈恵会医科大学内科学講座腫瘍・
血液内科　教授）

吉田　　稔（熊本赤十字病院　腫瘍内科長）

佐々木治一郎（北里大学医学部附属新世紀医療開
発ｾﾝﾀｰ　横断的医療領域開発部門　教授）

講演

研修相談（具体的な方法：
日本癌治療学会理事長、
がん診療連携委員会委員
長、がん医療ネットワーク・
ナビゲーター制度委員会
のメンバーと研修施設から
の参加者との質疑応答を
行う）

40

福岡国際会議場
（福岡市博多区石城町2番1号）

平成27年8月2日（日）
14：00～17：00

なし4

3
希少がんの定義と集約化に
向けたデータ収集と試行の
ための研究

骨軟部腫瘍の集約化に
関するワークショップ

東　　尚弘（代表：国立がん研究センター　部長）

川井　　章（分：国立がん研究センター　センター長）

松本　誠一（がん研有明病院　部長）

上田　孝文（大阪医療センター　部長）

西田　佳弘（名古屋大学　准教授）

米盛　勧（国立がん研究センター中央病院腫瘍内科
医長)

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27年12月5日（土）
13:00～17:00

《問》03-3547-5201(内線1606)
 FAX03-5565－2322
 Email  hsr@ncc.go.jp
国立がん研究センターがん対策
情報センターがん政策科学研
究部

なし

わが国における遺伝性乳癌
卵巣癌の臨床遺伝学的特徴
の解明と遺伝子情報を用い
た生命予後の改善に関する
研究

遺伝性乳癌卵巣癌　―診
療の最前線と班研究から
の提言

新井　正美（代表：がん研有明病院　部長）

中村　清吾（分：昭和大学医学部　教授）

青木　大輔（分：慶応義塾大学医学部　教授）

ホテル　さっぽろ芸文館
(札幌市中央区北１条西12丁目)

平成28年1月10日（日）
11：00～12：30

100 なし

80

講演

（医療従事者向け）
　平成27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（研究代表者）

研究課題名
備　　考

なし 講演

全国がん登録と連携した臓
器がん登録による大規模コ
ホート研究の推進及び高質
診療データベースの為のＮＣ
Ｄ長期予後入力システムの
構築に関する研究

進行期メラノーマの新規
治療シンポジウム

岩月　啓氏（分：岡山大学大学院医歯薬学総合研究
科皮膚科学　教授）

山﨑　　修（岡山大学皮膚科　講師）

種村　　篤（大阪大学皮膚科　講師）

大塚　正樹（静岡がんセンター　副医長）

岡山コンベンションセンター
（岡山市北区駅元町14-1）

平成27年9月6日（日）
10：00～12：00

《問》086-235-7282
岡山大学大学院医歯薬学総合
研究科皮膚科学分野

70

1

＊赤字は変更があった部分
です＊2015年9月4日現在



研　修　テ　ー　マ 講師・発表者 開催場所、日時
参加予
定人員

共同開催の
有　無

（医療従事者向け）
　平成27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（研究代表者）

研究課題名
備　　考

（代表）26～28

福尾　惠介
武庫川女子大学

生活環境学部　栄養科
学研究所　教授、研究所

長

(分担)26～28

小泉　智恵
（代表：鈴木　　直）

国立成育医療研究セン
ター・研究所・副所長室

研究員

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）

土屋　恭子（聖マリアンナ医科大学　助教）

高見澤　聡（国際医療福祉大学　教授）

西島　千絵（聖マリアンナ医科大学　助教）

奈良　和子（亀田総合病院　臨床心理士）

平山　史朗（東京ＨＡＲＴクリニック　臨床心理士）

吉田　沙蘭（分：国立がん研究センター　心理療法
士）

小池眞規子（目白大学大学院　教授）

高木　清考（分：亀田総合病院　　部長）

福間　英佑（分：亀田総合病院　主任部長）

原田美由紀（東京大学附属病院　助教）

高江　正道（聖マリアンナ医科大学　講師）

国立成育医療研究センター講
堂
（東京都世田谷区大蔵2-10-1）

平成27年10月12日（月・祝日）
12：00～17：00

《問》045-937-1039
 FAX045-937-1029
セミナー運営事務局

若年がん患者の妊孕性
温存に関する心理支援セ
ミナー

5

6 講演

80

日本臨床
栄養学会
（予定）

日本在宅
栄養管理
学会（予
定）

講演

実技研修

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

医師に対するがんと栄養
を含む臨床栄養スタート
アップ講座

大村　健二（上尾中央総合病院　栄養管理センター
長）

丸山　道夫（田無病院　院長）

福尾　惠介（代表：武庫川女子大学　教授）

鞍田　三貴（分：武庫川女子大学　准教授）

倭　　英司（分：武庫川女子大学　教授）

前田　佳予子(分：武庫川女子大学　教授)

兵庫医科大学
（兵庫県西宮市武庫川町1-1）

平成27年10月10日（土）
10：00～16：00
平成27年10月24日（土）
9：30～16：30
《問》0798－45－9922(FAX兼用)
Email　m_yano@mukogawa-
u.ac.jp
武庫川女子大学栄養科学研究
所

100

日本がん・生
殖医療学会

日本生殖心
理学会

日本臨床心
理士会

若年がん患者のサバイバー
シップ向上を志向した妊孕性
温存に関する心理支援体制
の構築

2

＊赤字は変更があった部分
です＊2015年9月4日現在



研　修　テ　ー　マ 講師・発表者 開催場所、日時
参加予
定人員

共同開催の
有　無

（医療従事者向け）
　平成27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（研究代表者）

研究課題名
備　　考

（代表）26～26

内富　庸介
国立がん研究センター

支持療法開発センター長

（分担）26～26

8

中山　富雄

（代表：齋藤　　博）

大阪府立成人病センター
がん予防情報センター

疫学予防課　課長

7

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

二宮ひとみ（獨協医科大学　臨床心理士）

那須淳一郎（岡山県済生会病院　主任医長）

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（東邦大学病院看護部　看護師）

小室龍太郎（金沢医療センター　精神科医長）

大庭　　章（群馬県立がんセンター　臨床心理士）

佐野　智美（久留米大学病院　医師）

内富　庸介（代表：国立がん研究センター　支持療法
開発センター長）

模擬患者・模擬患者の会つくばＳＰ会・8名

国立がん研究センター
（東京都中央区築地5-1-1）

平成27年10月25日（日）
11:00～17:00

40 なし
実技研修（具体的な内容・
グループワーク、ロールプ
レイ、講義）

検診効果の最大化に資す
る、職域を加えた新たながん
検診精度管理手法に関する
研究

胃がん検診のこれからの
展望と課題～胃内視鏡
検診とリスク層別化の課
題～

山崎　秀男（大阪がん循環器病予防センター　副所
長）

濱島　ちさと（代表：国立がん研究センター　室長）

相馬　　孝（吹田市医師会　理事）

大阪薬業年金会館
（大阪市中央区谷町6丁目5-4）

平成27年12月10日（木）
13：30～16：30

100 なし 講演

3

＊赤字は変更があった部分
です＊2015年9月4日現在


