
奄美保健医療圏各医療機関の長 様

時下 益々御清祥のこととお喜び申し上げます。かねてより当院の運営に御高

配を賜り，厚くお礼申し上げます。

さて，当院は昨年３月に厚生労働省より「地域がん診療連携拠点病院」の指定更

新を受け，これまで同様に当圏内における質の高いがん医療が提供できるよう努め

ているところです。本年度も，当保健医療圏内のがん診療に携わるすべての医師を

対象に，緩和ケアについての基本的な知識を習得し，がん治療の初期段階から適切

な緩和ケアが提供できるようにすることを目的とした，「がん診療に携わる医師に

対する緩和ケア研修会」を，別添「開催要領」のとおり開催いたします。

この研修会は，「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」(平

成２０年４月１日付け健発第０４０１０１６号厚労省健康局長通知)」に基づくも

のであることを厚生労働省に確認依頼中であり，研修会の全日程を受講された方に

は，主催者と厚生労働省健康局長の連名による「修了証書」を交付する予定です。

当研修会の趣旨を御理解いただき，多くの皆様が御参加下さいますようお願い申

し上げます。

また，緩和ケアは複数の職種が参加したチームでの取組みが重要なことから，緩

和ケアに携わる看護師，薬剤師，ＭＳＷなどの皆様も積極的に受講されるよう重ね

てお願い申し上げます。

最後になりましたが，皆様の御健康と益々の御繁栄を心よりお祈り申し上げます。

平成２８年１２月２０日

鹿児島県立大島病院長 眞田純一



平成２８年度 鹿児島県立大島病院 
「がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修会」開催要領 

 

１ 研修会の目的 
奄美保健医療圏の「地域がん診療連携拠点病院」として，圏内のがん診療に携わる医師に対する緩和

ケア研修を行うこと，及び鹿児島県内における緩和ケア医師研修事業を担う人材の育成・確保を目的と

して本研修会を開催する。 

２ 研修会の内容 
  本研修会は，「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」（平成20年4月1日健発

0401016号）に基づき実施する。 

３ 主催者 
  鹿児島県立大島病院 

４ 開催日程 
  平成２９年２月１１日（土）１３時００分～１９時５０分 

  平成２９年２月１２日（日）  ８時４５分～１６時３０分 

５ 開催場所 
  鹿児島県立大島病院 講堂 

（〒894-0015 鹿児島県奄美市名瀬真名津町１８番１号 TEL 0997-52-3611） 

６ 研修会実施担当者等 
(1) 研修会主催責任者： 鹿児島県立大島病院 院 長 眞田 純一 

(2) 研修会企画責任者： 鹿児島県立大島病院 副院長  石神 純也 

 鹿児島県立大島病院 麻酔科第一部長 大木 浩 

７ 対象者の要件 
  奄美保健医療圏内の病院及び診療所並びに鹿児島県内のがん診療拠点病院及びがん診療指定病院に

勤務する医師，看護師，薬剤師，ＭＳＷなど 

８ 定員及び受講料 
 (1) 定 員   １８人 

 (2) 受講料   無 料 

９ 日程表 
  別紙日程表のとおり 

10 修了証の交付 
全日程を修了した医師には，後日主催者と厚生労働省健康局長連名の，医師以外の職種には主催者名

の「修了証書」を交付する。 

※ 修了証書の交付には，全日程の修了が必須で，分割しての受講は認められない。 

11 照会及び文書送付先 
鹿児島県立大島病院 経営課 くぼ 

〒894-0015 鹿児島県奄美市名瀬真名津町１８番１号 

TEL 0997-52-3611    FAX 0997-52-9957     E-mail: ohp-hos-keiei@pref.kagoshima.lg.jp 



平成２８年１２月２０日

緩和ケア研修会参加希望者 様

県立大島病院緩和ケア研修会
石神 純也

企 画 責 任 者
大 木 浩

緩和ケア研修会申込案内について

参加申込の方法は下記のとおりです。初日には，研修会終了後講師の先生方を交
えた情報交換のための懇親会を予定しております。
また，希望者には２日目の昼食を手配いたしますので，併せてご検討ください。

記

１ 研修会日程及び参加費 ＊詳細は別添プログラム参照

平成２９年２月１１(土)～１２日(日) 参加費無料
すべての日程を受講した場合のみ，主催者・厚労省健康局長連名の「修了証書」

を交付いたします。

２ 申込方法
① 別添「申込書」に必要事項を記入の上，ファクシミリ又はＥメールにて，下
段の提出先へお知らせ下さい。記載漏れのないようご留意下さい。

② 申込期限は平成２９年１月１３日(金)です。

３ 懇親会(詳細は，別途ご案内します)
① 日 時 平成２９年２月１１日(土) 午後８時３０分頃から
② 場 所 奄美市名瀬屋仁川周辺
③ 会 費 ４，５００円
④ 申込み １の「申込書」に記入して下さい

４ 昼食(２日目)
希望者には，２月１２日(日)の昼食(飲物付弁当)を１，０００円で準備いたし

ます。１の「申込書」に記入して下さい。

５ その他
懇親会費・昼食代は，研修会初日の受付時に申し受けます。釣り銭のないよう，

ご準備ください。
【申込書提出・問合せ先】
県立大島病院経営課 くぼ
〒894-0015 奄美市名瀬真名津町１８番１号
電話 0997-52-3611(内3321) ﾌｧｸｼﾐﾘ 0997-52-9957
ｅメール：ohp-hos-keiei@pref.kagoshima.lg.jp



第１日(平成２9年２月11日 (土) ）
開始時間 終了時間所要時間 内　　　容 形　　　式 対応する開催指針の項目 スライド 担　　　当

12:45 13:00 15 受付

13:00 13:15 15
緩和ケア研修会の開催にあ
たって

講義 M1a
眞田　純一（大島病院）
大木　浩（大島病院）

13:15 14:45 90 緩和ケア概論 講義 全人的な緩和ケアについての要点 M2a,M2b 大木　浩（大島病院）
14:45 14:55 10 休憩

14:55 16:25 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
がん性疼痛の治療法の実際について
放射線治療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

M3 小川　信（国民健康保険大和診療所）

16:25 16:35 10 休憩
16:35 16:40 5 アイスブレーキング アイスブレーキング M1b 園田　拓郎（鹿児島大学病院）

16:40 18:10 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
がん性疼痛に対する治療と処方箋の実際の記載

M4a,M4b,M4c 園田　拓郎（鹿児島大学病院）

18:10 18:20 10 休憩

18:20 19:50 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 M5 三枝　伸二（薩南病院）

第２日(平成２9年２月12日 (日) )
開始時間 終了時間所要時間 内　　　容 形　　　式 対応する開催指針の項目 担　　　当

8:30 8:45 15 受付
8:45 9:30 45 呼吸困難 講義 呼吸困難等の身体症状に対する緩和ケア M6a 柳　正和（鹿児島市立病院）
9:30 10:15 45 消化器症状 講義 消化器症状等の身体症状に対する緩和ケア M6b 原口　優清（鹿屋医療センター）

10:15 10:25 10 休憩

10:25 11:10 45 倦怠感 講義 倦怠感等の身体症状に対する緩和ケア M6c 坂元　昭彦（鹿児島市立病院）

11:10 11:55 45 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 M7a,M7b 山畑　良蔵（姶良病院）

11:55 12:45 50 昼食
12:45 13:30 45 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 M8 小玉哲史（今給黎総合病院）
13:30 13:40 10 休憩

13:40 15:10 90
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 小玉哲史（今給黎総合病院）

15:10 15:20 10 休憩

15:20 16:05 45
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
在宅における緩和ケア

M9 松下　格司（鹿児島大学病院）

16:05 16:15 10 ふりかえり 大木　浩
16:15 16:30 15 閉会 眞田　純一

750 総講義時間

平成２8年度鹿児島県立大島病院　がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修会プログラム


