
2022年度　医療従事者向け研修会　開催計画一覧

【早期診断，副作用対策を含めた放射線療法・化学療法の推進及び緩和ケア等に関する医療従事者を対象とした研修】

病院名 開催予定日 テーマ 講　　師　（敬称略）

5月22日，6月5日，
6月26日

がん看護に関する看護師専門研修
「緩和ケア・基本コース」

緩和ケア認定看護師，がん看護専門看護師　他

7月21日 前立腺がんの疫学と診断 泌尿器科講師　稗田圭介

8月6日，9月24日，
11月12日

がん看護に関する看護師専門研修
「緩和ケア・アドバンスコース」

がん看護専門看護師

9月16日 在宅緩和ケア研修会 東京医科大学麻酔科学分野教授　濱田宏

10月13日 前立腺がんの放射線治療・ホルモン療法を含めた化学療法 放射線治療科　永田靖・泌尿器科教授　日向信之

10月28日・29日，
11月18日・19日

がん看護「治療期」に関する専門研修
がん化学療法科・放射線治療科　医師，がん看護専門看
護師，化学療法看護認定看護師　他

11月13日 緩和ケアフォローアップ研修会
鳥取市立病院 地域医療総合支援センター長　足立誠
司，社会医療法人仁寿会加藤病院 診療統括部副部長
上杉文彦　他

12月18日 前立腺がんの手術療法 泌尿器科教授　日向信之

1月下旬 在宅緩和ケア研修会 未定

2～3月 未定
福島県立医科大学 白河総合診療アカデミー准教授　東
光久，国立がん研究センター東病院トランスレーショナルリ
サーチ支援室　中村能章

7月12日 がん薬物療法における後発医薬品を知ろう
薬剤科　主任　窪田悠希
臨床腫瘍科・緩和ケア科　主任部長　篠崎勝則
薬剤科　主任　古田裕幸

9月13日 未定

11月8日 未定

1月10日 未定

3月7日 未定

5月19日

第97回　「胃がん最前線」
(1) 「“胃癌内視鏡治療”最近の話題」
(2) 「ここまで進歩した胃がん外科治療」
(3) 「胃癌化学療法における最新知見」

広島市立広島市民病院
(1)	内科　副部長　安部 真
(2)	外科　部長　  石田 道拡
(3)	外科　部長　  丁田 泰宏

7月21日

第98回　「肺がん最前線」
(1) 「肺がん薬物療法による新たな有害事象」
(2) 「小型肺癌と局所進行肺癌に対する外科的治療」
(3) 「肺がん放射線治療の現状」

広島市立広島市民病院
(1)	呼吸器内科 副部長 三島 祥平
(2)	呼吸器外科 部長   牧 佑歩
(3)	放射線治療科 主任部長 松浦 寛司

9月15日 第99回　「大腸がん最前線」 未定

11月17日 第100回記念講演会  「がんゲノム関連（未定）」
国立がん研究センター中央病院
先端医療科長　山本　昇

1月19日 第101回　「肝がん最前線」 未定

3月16日 第102回　「乳がん最前線」 未定

4月21日
(1) 外来化学療法における病院薬剤師の取り組みと保険薬局
に求めること
(2) 大腸がん治療薬の副作用マネジメントを中心に

広島市立広島市民病院
(1)	薬剤部　　薬剤副部長 阪田 安彦
(2)	薬剤部　　薬剤師     河村 勇介

6月16日 がん薬物療法中のストーマケア
広島市立広島市民病院医療支援センター
皮膚･排泄ケア認定看護師  石橋 千代美

10月20日 在宅診療の現実と課題
医療法人あかリホームケアクリニック
院長　古谷　和久

12月16日 がんとリハビリ
広島市立広島市民病院リハビリテーション科
技師長　大宇根　浩一

2月16日 AYA世代のがん患者支援
国立がん研究センター中央病院
精神腫瘍科　平山　貴敏

6月30日
第31回　 「めまい」
(1)めまいを見分け、治療する～末梢性めまいについて～
(2)当院脳神経外科で経験するめまい症例

広島市立広島市民病院
(1)	耳鼻咽喉科･頭頸部外科　　副部長　三浦 直一
(2)	脳神経外科･脳血管内治療科　　副部長　冨田 祐介

10月27日 第32回　（未定） 未定

6月30日
がん診療（緩和ケア）に関わる地域医療連携研修会
「ＡＣＰの文化づくり～地域の終活応援プロジェクトの取り組み」

杵築市医療介護連携課(併)杵築市立山香病院地域連携
室　　ソーシャルワーカー　岡江晃児

7月7日
がん診療に関わる地域医療連携研修会（呼吸器オープンカン
ファレンス）①「肺癌に対する放射線治療の進歩」

高知大学　医学部放射線腫瘍学講座　教授　木村智樹

8月25日
がん診療に関わる地域医療連携研修会（呼吸器オープンカン
ファレンス）②「未定」

未定

9月3日～9月4日 緩和ケア研修会「ELNEC-J看護師に対する緩和ケア研修会」
広島文化学園大学 看護学部看護学科 佐々木由紀、
YMCA訪問看護ステーション・ピース所長 濵本千春、広
島赤十字・原爆病院　札埜和美、田村直美、他

10月13日
広島赤十字・原爆病院地域医療連携研修会（がん診療に関
わる病診連携研修会）

未定

1月～2月
がん診療に関わる地域医療連携研修会（呼吸器オープンカン
ファレンス）③

未定

未定 がん関連に関する研修会 未定

広島市立
広島市民病院

県立広島病院

広島赤十字・
原爆病院

医療者がん研修会　　奇数月　第３木曜日　１８：００～ ２時間

がんセミナー　　　偶数月（８月を除く） 第３木曜日　１８：００～１時間

マルチケアフォーラム広島　　１９：００～２０：３０

広島大学病院



2022年度　医療従事者向け研修会　開催計画一覧

【早期診断，副作用対策を含めた放射線療法・化学療法の推進及び緩和ケア等に関する医療従事者を対象とした研修】

病院名 開催予定日 テーマ 講　　師　（敬称略）

6月14日 上部消化管がん（食道がん・胃がん）に対する低侵襲手術 消化器外科　診療統括部長補佐　檜原淳

7月12日 消化管内視鏡治療（仮） 内視鏡内科　主任部長　　福本晃

9月13日 最新の放射線治療（仮） 放射線治療科　主任部長　　桐生浩司

10月11日
泌尿器がん
（ロボット+MRI対応３Dエコー）（仮）

泌尿器科　部長　　郷力昭宏

11月8日 化学療法レジメンと施設間連携（仮） 薬剤部　がん専門薬剤師　　村上礼隆

12月13日 婦人科がんに対する低侵襲手術（仮） 産婦人科主任部長　　熊谷正俊

2月14日 下部消化管がんに対する低侵襲手術（仮） 消化器外科　部長　　安達智洋

3月14日
緩和ケアの提供体制（仮）
がんゲノム医療（リキッドバイオプシーやctDNAの臨床応用も）
（仮）

緩和ケア認定看護師師長　　矢田和美
がんゲノム診療科　部長　　山北伊知子

4月18日～5月2日 治療と仕事の両立支援のために　　［web配信] 社会保険労務士　　積河内　弘樹

7月 乳がん講座　　［web配信] 乳腺外科　　大原　正裕

8月 悲嘆ケア・家族ケア・グリーフケア　　［web配信] 緩和ケア認定看護師　　岡田　恵美子

呉医療センター 未定

7月13日 化学療法看護　基礎編 当院看護師

7月21日 脊椎転移に対する取り組み 当院医師

11月30日 疼痛マネジメント 当院看護師

2月22日 ACP 当院看護師

7月 がんゲノム医療 認定遺伝ｶｳﾝｾﾗｰ　齋藤先生

7月 尾三地域がん連携フォーラム

毎月第1火曜日 がん看護委員会

11月 尾三地域がん連携フォーラム

看護師研修会

6月28日
外科の現状報告 及び ピロリ陰性時代の胃がんとこれからの胃
外科

外科　淺海信也

7月未定 演題未定 泌尿器科　黒瀬恭平

9月8日 演題未定 外科　香川哲也

未定 演題未定 泌尿器科　黒瀬恭平

7月（予定） 医療倫理 髙石　美樹

8月（予定） 精神症状緩和（不眠・せん妄） 髙石　美樹

9月（予定）
身体症状緩和①（痛み）
服薬指導のコツ

高広　悠平
原　圭子

10月（予定）
身体症状緩和②（その他の症状）
下剤の種類・作用機序

高広　悠平
原　圭子

11月（予定） がん患者の心理的ケア 南　佳織

12月（予定） 療養場所・意思決定支援・終末期ケア 新濱　伸江

11月～12月（予定） 在宅緩和ケア事例検討 未定

福山医療センター 未定

5月16日
「ぼけますから、よろしくお願いします。」の信友監督が考える
ACPについて

映画監督　信友　直子

10月17日 未　定
聖ヨハネ会桜町病院
在宅診療部長　大井 裕子

2022.7.25現在

市立三次中央病院

廣島総合病院

尾道総合病院

広島市立
北部医療センター
安佐市民病院

呉共済病院

福山市民病院

東広島医療センター


