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小児がん中央機関 相談支援事業 

• 小児がんに関する相談支援の向上に関する
体制整備 

 

 ➢小児がん相談員専門研修 

 ➢小児がん拠点病院相談員継続研修 

 ➢小児がん相談員研修検討委員会 

 ➢小児がん拠点病院連絡協議会 

  相談支援部会（年２回） 

 

 

 



小児がん相談員研修について 

小児がん相談員研修検討委員メンバー 

 

 ＜委員＞ 

・小俣智子（武蔵野大学人間科学部社会福祉学科／小児がん経験者） 

・関由起子（埼玉大学教育学部学校保健学講座） 

・竹之内直子（神奈川県立こども医療センター 小児がん相談支援室） 

・田村里子（一般社団法人WITH医療福祉実践研究所） 

 

＜事務局＞ 

・高山智子（国立がん研究センター がん対策情報センター） 

・松本公一（国立成育医療研究センター） 

・柴田映子（国立成育医療研究センター） 

・鈴木彩（国立成育医療研究センター） 



平成２９年度小児がん相談員研修検討委員会の開催 

第１回 2017年6月1日 
・平成2９年度小児がん相談員専門研修について 
 
・平成２９年度小児がん拠点病院相談員継続研修について 

第２回 201７年9月11日 

・平成29年度小児がん相談員専門研修に関する感想・意見 
  
・平成29年度小児がん拠点病院相談員継続研修 
 プログラム内容について 

 

第３回 2018年2月11日 

・平成29年度小児がん拠点病院相談員継続研修に関する 
 感想・意見 
 
・平成30年度小児がん相談員専門研修について 



平成29年度小児がん相談員専門研修 

開催日：2017年9月2日（土）・3日（日） 

場所：国立成育医療研究センター 講堂 

定員：50名 受講者数：５５名 

 

受講者施設内訳： 

小児がん拠点病院 １１施設 ２０名 

各ブロックの小児がんに関する協議会参画施設  

              ２８施設 ３５名 

 



2017年9月2日（土）小児がん相談員専門研修プログラム 

時間 プログラム 講 師 

9:30-9:50 受付   

9:50-10:00 オリエンテーション   

10:00-10:10 講義1  「小児がん対策」 厚生労働省 健康局がん・疾病対策課 

10:10-10:20 講義2  「小児がん相談支援センターの役割」 
鈴木 彩 

国立成育医療研究センター 医療連携・患者支援センター 

10:20-11:20 講義3  「小児がん概論」 
松本 公一 

国立成育医療研究センター 小児がんセンター 

11:20-12:00 講義4  「小児がんの子どもの成長発達」 
田中 恭子 

国立成育医療研究センター こころの診療部 

12:00-13:00 休憩   

13:00-13:30 講義5  「小児がん患者・きょうだいへの支援」 
伊藤 麻衣 

国立成育医療研究センター チャイルドライフサービス室 

13:30-14:00 講義6  「小児緩和ケア」 
余谷 暢之 

国立成育医療研究センター 総合診療部 

14:00-14:30 講義7  「血液腫瘍」 
加藤 元博 

国立成育医療研究センター 小児がんセンター 

14:30-15:00 講義8  「固形腫瘍」 
寺島 慶太 

国立成育医療研究センター 小児がんセンター 

15:00-15:10 休憩   

15:10-15:40 講義9  「脳腫瘍」 
寺島 慶太 

国立成育医療研究センター 小児がんセンター 

15:40-16:10 講義10 「AYA世代のがん」 
加藤 元博 

国立成育医療研究センター 小児がんセンター 

16:10-16:50 講義11 「晩期合併症と長期フォローアップ」 
清谷 知賀子 

国立成育医療研究センター 小児がんセンター 

16:50-17:00 事務連絡   



2017年9月3日（日）小児がん相談員専門研修プログラム 

時間 プログラム 講 師 

9:00-9:30 講義12 「小児がん患者家族を支える社会資源」 
佐藤 杏 

国立成育医療研究センター 医療連携・患者支援センター 

9:30-10:00 講義13 「教育支援」 
涌井 剛 

埼玉県立けやき特別支援学校  

10:00-11:00 講義14 「当事者の語り」   

11：00-11：30 講義15 「自立支援」 
小俣 智子 

武蔵野大学 人間科学部社会福祉科 

11：30-12：30 昼休憩   

12：30-13：30 講義16 「相談支援概論」 
田村 里子 

WITH医療福祉実践研究所 がん・緩和ケア部 

13：30-14:00 講義17 「相談支援センターに求められる機能」 
鈴木 彩 

国立成育医療研究センター 医療連携・患者支援センター 

14:00-15：00 講義18 「小児がんの相談支援の実際」 
竹之内 直子 

神奈川県立こども医療センター 小児がん相談支援室 

15:00-15:10 休憩   

15:10-17:10 演習 事例検討   

17:10-17:30 事務連絡   



小児がん相談員専門研修 受講状況（拠点病院） 

ブロック 
小児がん相談員専門研修受講人数 

拠点病院 受講人数 

北海道 北海道大学病院 3  

東北 東北大学病院 6  

関東甲信越 

埼玉県立小児医療センター 6  

国立成育医療研究センター 7  

東京都立小児総合医療センター 8  

神奈川県立こども医療センター 7  

中部 
名古屋大学附属病院 7  

三重大学医学部附属病院 4  

近畿 

京都府立医科大学附属病院 1  

京都大学医学部附属病院 2  

大阪市立総合医療センター 8  

大阪府立母子保健総合医療センター 2 

兵庫こども病院 6  

中国・四国 広島大学病院 6  

九州・沖縄 九州大学病院 4  

受講人数合計 77 



平成29年度小児がん拠点病院相談員継続研修 

開催日：2017年12月16日（土） 

場所：銀座ユニーク会議室 

内容：長期フォローアップにおける相談員の
役割 

受講者数：１５拠点病院 ３６名 

 

 



2017年１２月１５日（土）小児がん拠点病院相談員継続研修 

プログラム 

時間 プログラム 講 師 

10:00-10:10 「がん対策における小児がんの長期フォローアップについて」 厚生労働省 健康局がん・疾病対策課 

10:10-10:25 「小児がん拠点病院における相談員の役割について」 
国立成育医療研究センター 
小児がんセンター 松本公一 

10:30-11:20 
オリエンテーション 
演習①「長期フォローアップ」 

  

11:20-11:50 講義「脳腫瘍の治療の後にできること」 
お茶の水大学人間発達教育科学研究所 
特任講師 佐藤 聡美 

11:50-12:00 質疑応答、グループで振り返り、まとめ   

12:00-12:15 家族の立場から 

13:15-13:40 演習②「電話相談」  
  
  

13:40-14:35 演習③「面接・ロールプレイ」  
  
  

14:35-15:05 講義「特徴的な晩期合併症」 
国立成育医療研究センター 
小児がんセンター 松本公一 

15:15-15:45 
経験者の立場から 
家族の立場から 

  

15:45-16:05 グループで振り返り   

16:05-16:25 まとめ 
国立成育医療研究センター  
ソーシャルワーカー 鈴木彩 



小児がん中央機関 
国立がん研究センター 

国立成育医療研究センター 

小児がん拠点病院 

連絡協議会 

北海道 東北 関東甲信越 九州・沖縄 中四国 近畿 中部 

各都道府県協議会 

ブロック 

協議会 

ブロック 

協議会 

ブロック 

協議会 
ブロック
協議会 

ブロック
協議会 

ブロック
協議会 

ブロック 

協議会 

➢連絡協議会 年2回 

➢相談支援部会 年2回 

小児がん拠点病院連絡協議会 



第７回 小児がん拠点病院連絡協議会相談支援部会 

日時：2017年１２月１５日（金）13：30～16：30 

場所：国立がん研究センター中央病院 

参加人数：16施設（14拠点＋2中央機関）33名 

 

１．相談支援センターの相談件数のカウント方法について 

２. 「小児がん拠点病院等の整備に関する指針」に関する 

  検討について 

３.  各地域ブロックでの相談支援部会の開催について 

４.  中央機関からの連絡 

    平成30年度小児がん相談員専門研修の開催について 



相談支援センターについて 

３ 情報の収集提供体制  

（１）相談支援センター  

 ①及び②に掲げる相談支援を行う機能を有する部門（以下

「相談支援センター」という。なお、相談支援センター以外

の名称を用いても差し支えないが、その場合には、がん医療

に関する相談支援を行うことが分かる名称を用いることが望

ましい。）を設置し、当該部門において、アからキまでに掲

げる業務を行うこと。なお、院内の見やすい場所に相談支援

センターによる相談支援を受けられる旨の掲示をするなど、

相談支援センターについて積極的に広報すること。  



相談支援センターについて 

３ 情報の収集提供体制  

（１）相談支援センター  

① Ⅲの１に規定する小児がん中央機関による研修を修了し

た小児がん患者及びその家族等の抱える問題に対応できる専

任の相談支援に携わる者を１人以上配置すること。  

② 院内及び地域の医療従事者の協力を得て、院内外の小児

がん患者及びその家族並びに地域の住民及び医療機関等から

の相談等に対応する体制を整備すること。また、相談支援に

関し十分な経験を有する小児がん患者団体との連携協力体制

の構築に積極的に取り組むことが望ましい。  



小児がんにおける相談支援センターの業務 

ア  小児がんの病態、標準的治療法等小児がん診療等に関する一般的な情報 

 の提供   

イ  領域別の診療機能、診療実績及び医療従事者の専門とする分野・経歴 

 など、地域の医療機関及び医療従事者に関する情報の収集、提供  

ウ  セカンドオピニオンの提示が可能な医師の紹介  

エ  小児がん患者の発育、教育及び療養上の相談   

オ  地域の医療機関及び医療従事者等における小児がん医療の連携協力体制 

 の事例に関する情報の収集、提供        

カ  必要に応じて、地域の医療機関に対して相談支援に関する支援を行うこと  

キ  その他相談支援に関すること  

健発0205第4号平成26年2月5日厚生労働省健康局長通知 

「小児がん拠点病院等の整備に関する指針」より抜粋 



ブロック 日程 内容等 

北海道 平成29年9月23日（土） 
北海道地域小児がん医療提供体制協議会ならびに 
相談支援部会（合同開催を企画中） 

東北 
平成29年8月5日（土） 
平成30年2月17日（土） 

TVネットワーク会議 

関東甲信越 平成29年10月18日（水） 
場所：国立成育医療研究センター 
テーマ：終末期の在宅移行支援について 

東海・北陸 平成29年10月29日（日） 
場所：名古屋大学医学部附属病院 
テーマ：小児がん医療体制の整備について 

  長期フォローアップについて 

近畿 平成29年11月4日（土） 
場所：京都大学医学部附属病院 
テーマ：成人移行期の社会資源の活用（障害年金） 

中国・四国 
平成29年6月28日（水） 
平成29年12月20日（水） 

TVネットワーク会議 

九州・沖縄 平成29年11月17日（金） 
場所：九州大学病院 

多職種による患者家族への退院・社会復帰支援 

平成29年度 地域ブロック相談支援部会開催予定 



相談支援センターの啓発 

• 小児がん拠点病院の相談支援センターを紹介するパンフ
レットを作成 

• 小児がん拠点病院の他、小児がんの診断を受ける可能性
のある病院に置いてもらえるよう、各ブロック協議会の
参画施設にも送付する予定。 

＜パンフレット掲載内容＞ 

 

・小児がんについて（疾患内訳、治療方法、晩期合併症について） 

・各小児がん拠点病院相談支援センターの連絡先 

・このような時にご相談ください（相談できる内容がわかるように） 

・小児がん情報サービスの紹介 

・小児がんホットラインの紹介 

・あなたの地域の相談支援センター 



小児がん相談窓口紹介パンフレット 


