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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 201８年6月２８日 
・平成３０年度小児がん相談員専門研修について 
 
・平成３０年度小児がん拠点病院相談員継続研修について 

第２回 201８年9月頃 

・平成３０年度小児がん相談員専門研修に関する感想・意見 
  
・平成３０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 201９年2月頃 

・平成３０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３１年度小児がん相談員専門研修について 



平成３０年度小児がん相談員専門研修 

開催日：201８年9月１日（土）・２日（日） 
場所：国立がん研究センター築地キャンパス 
   管理棟１階第１会議室 
定員：50名 
 
開催案内送付先： 
小児がん拠点病院 １５施設 
各ブロックの小児がんに関する協議会参画施設 １５１施設 

 
• 定員を超えた場合は小児がん拠点病院の相談員を優先し、
それ以外の相談員は先着順。 

• 小児がん拠点病院の相談員で再度受講を希望される方は
受付。（但し研修内容は同様。） 



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 

11:20-11:50 講義4  「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 

11:50-12:50 休憩   

12:50-13:20 講義5  「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 

13:20-13:50 講義6  「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 

13:50-14:20 講義7  「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 

14:20-15:00 講義8  「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 

15:00-15:10 休憩   

15:10-15:40 講義9  「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 緩和ケア科 

15:40-16:10 講義10 「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 

16:10-16:50 講義11 「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 

16:50-17:00 事務連絡   

201８年9月１日（土）小児がん相談員専門研修プログラム 



201８年9月２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   



平成30年度小児がん拠点病院相談員継続研修 

開催日：201８年1１月３日（土） 

場所：品川インターシティ会議室 

内容：未定（講義とグループワーク） 

 



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８回 小児がん拠点病院連絡協議会相談支援部会 

日時：201８年６月１１日（月）13：30～16：30 

場所：国立がん研究センター築地キャンパス  

   管理棟１階第２会議室 

参加人数：16施設（14拠点＋2中央機関）3２名 

議事 

１. 小児がん拠点病院の指定要件の見直しについて 

２. 小児がん拠点病院連絡協議会相談支援部会設置要領の改訂について 

３. 小児がん相談支援体制整備ワーキンググループの設置について 

４. がん相談記入シート・件数のカウントについて 

５. AYA世代の相談支援について（グループワーク） 

６. 各ブロックにおける相談支援部会の予定 

７. 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 

 



1. 小児がん拠点病院の指定要件の見直し 
 について 

整備指針に関するアンケートの結果について 

 

• アンケート実施期間 

  ２０１７年１２月２２日〜２０１８年１月１０日 



2. 小児がん拠点病院連絡協議会 
相談支援部会設置要領の改訂について 

設置要領への項目の追加案 
 

（ワーキンググループ） 

第５条 会長は、部会の円滑な運営を図るため、必要と認めるときは部会に
ワーキンググループを設け、グループ長及びグループ委員を指名することが
できる。 

２ ワーキンググループは、グループ長及びグループ委員を指名することが
できる。 

３ グループ長は、ワーキンググループを主宰する。 

４ グループ長は、検討した結果を部会に報告し、了承を得る。 

５ ワーキンググループ委員の任期については、選任の日が属する年度の末
日までの期間とする。 

６ ワーキンググループは、必要に応じグループ長が招集し、会議を行う。 



 平成30年3月に第3期がん対策推進計画が閣議決定され、現

在小児がん拠点病院の指定要件の見直しが行われているとこ
ろであり、今後小児がん拠点病院にも新たにAYA世代への相
談支援が加わるなど体制の見直しが求められる。 

 これらの課題について、小児がん拠点病院における相談支
援体制を検討するためのワーキンググループを発足させる。 

 

3.小児がん相談支援体制整備 

ワーキンググループの設置について 



ワーキンググループ設置について 

• ワーキンググループは小児がん拠点病院連絡協議会
相談支援部会の部会参加者より、自薦・他薦により
候補者を募る。 

• 候補者の中から、職種・病院種別・地域ブロックの
バランスを考慮し、4名程度を小児がん中央機関に
おいて最終決定する。 

• ワーキンググループは年2～3回程度、東京都内にて
開催する。 

• メンバーは相談支援部会と同様に業務として参加し
てもらう。 

• 旅費は小児がん中央機関より支出する。 

• ワーキンググループの任期は1年とする。 



4. がん相談記入シート・ 

件数のカウントについて 



がん相談支援センター「相談記入シート」 

相談者からの相談内容 

01.がんの治療 

02.がんの検査 

03.症状・副作用・後遺症 

04.セカンドオピニオン（一般） 

05.セカンドオピニオン（受入） 

06.セカンドオピニオン（他へ紹
介） 

07.治療実績 

08.臨床試験・先進医療 

09.受診方法・入院 

10.転院 

11.医療機関の紹介 

12.がん予防・検診 

13.在宅医療 

14.ホスピス・緩和ケア 

15.食事・服薬・入浴・運動・外出
など 
 

16.介護・看護・養育 

17.社会生活（仕事・就労・学業） 

18.医療費・生活費・社会保障制度 

19.補完代替療法 

20.生きがい・価値観 

21.不安・精神的苦痛 

22.告知 

23.医療者との関係・コミュニケーショ
ン 

24.患者-家族間の関係・コミュニケー
ション 

25.友人・知人・職場の人間関係・コ
ミュニケーション 

26.患者会・家族会（ピア情報） 

88.不明 

99.その他（以下に具体的内容を記入） 

 



相談内容に追加する項目（案） 

• 成長・発達 

• 就労支援 

• 就園・就学支援 

• 学校に関すること 

• 晩期合併症 

• 長期フォローアップ 

• 妊よう性・生殖機能 

• グリーフワーク 

• きょうだいに関すること • 病名の記入について 

• 年齢について 



テーマ：小児がん拠点病院の相談支援センターと 

      成人がんの相談支援センターとの連携とは？ 

 

  
→４グループに分かれて意見交換 

5. AYA世代の相談支援について    
（グループワーク） 



＜平成30年度小児がん相談員専門研修＞ 
日時：平成30年９月1日（土）・2日（日） 
場所：国立がん研究センター築地キャンパス 
管理棟1F 第1会議室 
 
＜平成30年度小児がん拠点病院相談員継続研修＞ 
日時：平成30年11月3日（土） 
場所：品川インターシティ会議室 
 
＜第9回小児がん拠点病院連絡協議会相談支援部会＞ 
日時：平成30年12月1１日（火） 
場所：国立がん研究センター築地キャンパス  
   管理棟1F 第２会議室 
 

7. 中央機関からの連絡 


