
平成24年度の活動報告○緩和ケア研修会の開催（別紙参照）

○緩和ケアフォローアップ研修会（平成24年5月20日) 宝塚市立病院

・ 兵庫県がん診療連携協議会主催、宝塚市立病院共催

・ 厚生労働省が、がん医療に携わる医師に義務づけている緩和ケア研修会修了者が対象

受講者：48名 ファシリテータ-・講師：２３名

○兵庫県緩和ケアチーム研修会(平成24年12月9日） 兵庫医科大学附属病院

○緩和ケア研修会指導者の会(平成24年12月9日） 兵庫医科大学附属病院

・ メーリングリストの移行について

・ 平成25年度の緩和ケア研修会の開催計画について

○緩和ケア連携パスの検討、運用（WG）

○

○ 「がん診療連携拠点病院機能強化事業」

平成25年度の活動計画○緩和ケア研修会の開催（別紙参照）

及び今後の検討課題等○緩和ケアフォローアップ研修会開催予定 姫路赤十字病院

○兵庫県緩和ケアチーム研修会開催予定

○緩和ケア研修会指導者の会(平成25年12月頃予定）

○ 「緩和ケア部会・緩和ケア連携パスＷＧ合同会議」（平成25年8月3日(土））ラッセホールにて開催予定

【参考１】

○

【参考２】

県民からの主な意見 ○

○患者と家族の心のケアを実施する体制を整備すべきである

○ピアカウンセリング（がん経験者による相談）を実現すべきである

＊ 兵庫県がん対策推進計画の策定に関するパブリック・コメントにおける意見

項 目 到達目標内容（現状値）

兵庫県がん診療連携協議会「緩和医療」部会関連

項目 内容

「がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修会に関する提案」の厚生労働省への提出(11月27日)(再掲）

上記についてはがん情報サービスHPをご参照ください。
http://ganjoho.jp/public/index.html

国のがん対策推進基
本計画（県のがん対策
推進計画も同様）

５年以内に、すべてのがん診療に携わる医師が研修等により、緩和ケアについての基本的な知識を習得する

項目 内容

県下全ての医師を対象とする「患者のQOLを重視」した２日間にわたる緩和ケア基本研修を実施してほしい



電話番号 事務担当 企画責任者

A 5月18日(土) 4月22日(月)

B 5月19日(日) 募集終了

A 6月1日(土) 5月10日(金)

B 6月2日(日) 募集中

A 6月1日(土) 5月2日(木)

B 6月2日(日) 募集終了

A 6月8日(土) 5月10日(金)

B 6月9日(日) 募集終了

A 7月14日(日) 6月17日(月)

B 7月15日(月) 募集中

A 7月20日(土) 6月21日(金)

B 7月21日(日) 募集中

A 7月27日(土) 6月28日(金)

B 7月28日(日)

A 8月17日(土)

B 8月18日(日)

A 8月24日(土) 7月12日(金)

B 8月25日(日)

A 9月7日(土) 7月31日(水)

B 9月8日(日)

A 9月15日(日) 8月16日(金) 松田 良信

B 9月16日(月) 野間 秀樹

A 9月14日(土)

B 9月15日(日)

A 9月21日(土)

B 9月22日(日)

A 9月22日(日)

B 9月23日(月)

A 11月9日(土)

B 11月10日(日)

A 11月23日(土)

B 11月24日(日)

A 1月18日(土)

B 1月19日(日)

A 1月25日(土) 12月20日(金)

B 1月26日(日)

A 3月2日(日) 1月31日(金)

B 3月9日(日) (仮）

※緩和ケア研修会修了者の平成23年度累計：４３４名

※緩和ケア研修会修了者の平成24年度累計：４１６名

※緩和ケア研修会修了者の累計：1,７４１名

＊開催日は、主催者の事情等により変更になる場合があります。

関西労災病院 24名 8名まで 06-6416-1221 医事課
辻本 浩
(仮）

近畿中央病院 24名 若干名 072-781-3712
地域医療係

寺内
青木 太郎

平成２６年

神綱病院 24名 若干名 078-261-6711
医事室
藤田

浅石 眞実

県立尼崎病院
※日付けが変更になりました

30名 無 06-6482-1521
医事企画課課長
補佐片山博紀

平林 正孝

県立がんセンター 24名 4名 078-929-1151
総務課

中田・大塚
池垣 淳一

神戸大学医学部附属病院
※日付けが変更になりました

30名 若干名 078-382-5111
がん相談室
伊藤・土肥

坂下 明大

兵庫医科大学病院 若干名 0798-45-6611
管理課
松本

福永 智栄

県立淡路病院 0799-22-1200

宝塚市立病院 48名 若干名 0797-87-1161
緩和ケア病棟

岡山幸子

県立西宮病院 18名 若干名
0798-34-5151
(内線7525）

福島 医局事務 福島 寿一

市立伊丹病院 32名
10～20

名
072-777-3773

総務課
田中久雄

堀木 優志

市立西脇病院 24名 若干名 0795-22-0111
医事課

明山・宇野
木村 祥子

県立柏原病院 24名 若干名 0795-72-4270
がん相談支援

センター
板倉 崇泰

姫路医療センター 24名 若干名 079-225-3211
がん相談支援室

間庭
和田 康雄

若干名 079-294-2251

神戸医療センター 24名 若干名 078-791-0111
企画課
爲保

宮崎 博之

赤穂市民病院 18名 若干名 0791-43-3222
医療課

松本・藤木
末次 弘実

総合相談支援課
北山・埴岡

仁熊 敬枝

神戸市立医療センター
中央市民病院

24名 若干名 078-302-4321
地域医療推進課

小林
李 美於

平成25年度 がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修会予定表（H25.5.21現在）

開催日
上段：A課程
下段：B課程

主催病院 定員
コメディ
カルの
募集

締切
問い合わせ先

公立豊岡病院 18名 若干名 0796-22-6111
管理課

保田・小畑
遠藤真一郎

平成２５年

姫路赤十字病院 24名


