
資料5-1 中央

小児がん中央機関機能強化事業　

名　称 区分 予定者数 開催日 備　考
小児がん拠点病院連絡協議会（第10回） 協議会 55 6月19日 連絡協議会等運営事業
　　　　　　　 　〃　　　　　　 　　　（第11回） 協議会 55 1月17日 〃
 アドバイザリーボード（第6回） 協議会 30 未定 〃
小児がん拠点病院連絡協議会　相談支援部会（第10回） 部会 25 5月23日 小児がん相談支援事業
　　　　　　　            　〃　 　　　　　       　　    　（第11回） 部会 25 12月 〃
小児がん拠点病院　看護部長会議（第4回） 部会 15 6月19日 連絡協議会等運営事業
　　　　　    　〃　 　　　　　 　　　　　（第５回） 部会 15 1月17日 　　　　　　　　　　　　　〃
小児がん相談員専門研修　（東京会場） 研修会 50 8月31日、9月1日 小児がん相談支援事業
　　　　　　  　〃　 　　　　　　（大阪会場） 研修会 50 9月21日、9月22日 　　　　　　　　　　　　　〃
小児がん拠点病院相談員継続研修 研修会 40 11月30日 〃
小児がん拠点病院、小児病院緩和ケアチーム研修　 研修会 60 1月18日 小児がん医療従事者育成事業
小児がん相談員研修検討委員会 その他 10 6．2．1月 小児がん相談支援事業



資料5－1　北海道

北海道ブロック

名称 区分 予定者数 開催日 備考
小児がん医療提供体制協議会（第4回） 協議会 50 9月28日 小児がん拠点病院ネットワーク事業
相談支援部会（第3回） 部会 10 9月28日 〃
小児がん拠点病院協議会相談支援部会 部会 12月 がん相談支援事業
小児がん医療者研修（造血幹細胞移植推進
事業と共同） 研修会
　難治性小児固形腫瘍の治療戦略（仮） 80
腫瘍センターセミナー 研修会
　（内容未定） 50
市民公開講座 研修会
　（小児科新教授に依頼済み） 80
小児がん家族サロン「ゆるり」 その他 10 第2金曜日／12回その他
入院中の子どもと家族のための茶話会 その他 30 第2水曜日／10回 〃
同窓会 その他 50 〃
分校・病棟連絡会 その他 10 月1回月曜日／9回 〃
復学支援会議 その他 10 不定期／5回 〃

小児がん医療従事者研修事業

未定 〃

11月9日 がん相談支援事業、小児がん医療従事者研修事業



資料5-1　東北

東北ブロック

名称 区分 予定者数 開催日 備考

小児がん医療提供体制協議会 協議会 30 3月14日
小児がん相談支援部会 部会 30 8月3日 全小児がん診療病院間のWEBシステムを利用

〃 部会 30 2月1日 〃
小児がん診療病院合同カンファレンス 研修会 30 7月12日 〃

〃 研修会 30 10月18日 〃
〃 研修会 30 1月10日 〃

東北小児白血病研究会 研修会 40 4月13日
東北小児がん研究会 研修会 30 3月14日東北大学病院・宮城県立こども病院合同カンファレ
ンス 研修会 15 毎月第１木曜日 病院間のWEBシステムを利用



資料5-1　関東甲信越

関東甲信越ブロック

名称 区分 予定者数 開催日 備考

関東甲信越地域小児がん医療提供体制協議会（第７回） 協議会 80-90 9月6日
４拠点病院連絡ＴＶ会議 協議会 1回/月
関東甲信越地域小児がん医療提供体制協議会相談支援部会 協議会 40 年12回

成育医療研究センター
神経芽腫の会　5周年記念シンポジウム 研修会 8月24日 がん相談・支援事業
小児緩和ケア多職種チームカンファレンス（第４回） 研修会 80 2月29日 小児がん医療従事者研修事業
小児がん緩和ケアレクチャー
　　　①「マインドフルネス」
　　　②「在宅における緩和ケア」 未定
　　　③「グリーフケア」 未定
「小児がん交流フェスタ2020」
「小児がんの子どもたちの絵画展」他 その他 100 2月15日
せいいくケアカフェ その他 未定
文化祭 その他 未定

埼玉県立小児医療センター
埼玉県小児がん診療病院連携協議会 協議会 30 2月予定
埼玉県小児がん診療病院相談支援担当者連絡会 協議会 15 2月予定
小児がん看護専門研修 研修会 100 未定 年１回開催予定。小児がん医療従事者研修事業
緩和ケア研修 研修会 100 未定 年２回開催予定。小児がん医療従事者研修事業
がんゲノム医療教育研修 研修会 100 6月5日 小児がん医療従事者研修事業
県民向け医療セミナー その他 100 10月14日 埼玉県男女共同参画推進センター共催事業
患者家族セミナー・交流会 その他 30 ７月・１月　予定 家族会びすけっと共催
国際小児がんデー子どもたちの絵画展 その他 2月 がんの子どもを守る会共催

小児緩和ケア多職種チームカンファレンス（第４回） 研修会 80 2月29日
関東甲信越地域拠点病院、TCCSG共催。
今年度当センター主幹

TCCSG秋季セミナー 研修会 100 10/19-20 関東甲信越地域拠点病院、TCCSG共催

神奈川県立こども医療センター
神奈川小児がん医療提供体制協議会 協議会 20 6月，2月頃予定 地域連絡・連携
看護人材交流研修会 研修会 50 9月28日，2月8日 小児がん医療従事者研修事業
小児緩和ケアセミナー
　　①「子どもを痛みから守る医療を目指して‐防げる傷みを防ぎ、治
せる痛みを治すために必要な多職種介入‐」 7月4日
　　②「（タイトル未定）」 10月15日
　　③「（タイトル未定）」 11月26日
　　④「（タイトル未定）」 1月末予定

未定
研修会 50-80

研修会 50 緩和ケア普及室



資料5-1　関東甲信越

小児がんセンター　院内勉強会
　　①「小児がん拠点病院としての小児がんセンターの取り組み」 5月20日
　　②「（タイトル未定）」 12月頃予定
小児がん在宅ケア検討会 研修会 50 7月25日 地域連携・小児がん医療従事者研修事業
小児がん啓発イベント：一般市民向け その他 500 2月15日 〃
小児がん相談支援室セミナー その他 50 1月18日 予定 〃
小児がん家族サロン その他 10 1回/月 〃

小児がん栄養サロン その他 15

6月26日，11月6
日，

3月11日 〃

東京都立小児総合医療センター
50 5月22日
50 6月19日
50 7月17日
50 9月18日
50 10月16日
50 11月20日

12月18日
50 1月15日
50 2月19日
50 3月17日

東京都立小児総合医療センター　緩和ケアサポートチーム勉強会 研修会 100 未定 小児がん医療従事者研修事業
東京都小児がん診療連携協議会　小児がん市民公開講座 その他 150 未定 東京都小児がん診療連携推進事業（東京都からの委託）

東京都小児がん診療連携協議会　小児がん症例検討会 研修会 100 未定
東京都小児がん診療連携推進事業（東京都からの委託）、
ＴＣＣＳＧとの共催

東京都小児がん診療連携協議会　小児がん相談支援事例検討会 研修会 50 未定 東京都小児がん診療連携推進事業（東京都からの委託）
東京都小児がん診療連携協議会　小児がん看護研修会 研修会 100 未定 〃
東京都小児がん地域連携推進研修会 研修会 100 未定 〃

東京都立小児総合医療センター　小児がん看護研修 小児がん医療従事者研修事業研修会

研修会 70



資料5-1　東海・北陸

東海・北陸ブロック

名称 区分 予定者数 開催日 備考

小児がん医療連携体制協議会 協議会 50 年2回 小児がん拠点病院連絡協議会の情報共有とブロック内小児がん
診療病院での課題をテーマ別に意見交換するために開催する。

　　　　　　　　　〃　　　　　　　（テレビ会議） 協議会 60 年1回
ブロック内の小児がん診療病院多職種を対象に、テレビ会議シス
テムを用いてテーマを決めて意見交換し、小児がん診療の質の向
上を目指す。

小児がん診療病院相談支援部会（第4回） 部会 50 6月29日
小児がん相談について、拠点病院が主体となりブロック内小児が
ん診療病院と連携し、相談業務（事例、在宅、就学支援対応等）に
ついての研修を行う。

　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　（第5回） 部会 50 10月27日
小児がん相談について、拠点病院が主体となりブロック内小児が
ん診療病院と連携し、相談業務（事例、在宅、就学支援対応等）に
ついての研修を行う。

小児がん拠点看護研修会議 部会 40 調整中
ブロック内小児がん診療病院の看護師連携及び情報交換を行
い、看護ケアの質の向上をはかる。（2018年5月29日コア会議実
施）

小児がん多職種連携研修会（第3回） 研修会 50 6月29日

東海北陸ブロックで多職種を対象に、小児がん診療体制の在り方
の意見交換等を行う多職種連携研修会を開催する。特徴は、本ブ
ロックが広域であり、拠点病院からアウトリーチ型研修会を企画運
営している。

中部小児がんトータルケア研究会 研修会 100 9月28日

小児がん診療に携わる医師、看護師、教員、MSW、CLS、学生が
参加し、小児がん患者に対するトータルケアを考える。色々な取り
組みをを通じて、小児がん診療の特殊性・問題点を整理し、多角
的な側面からの研修会を開催する。

東海小児がん研究会 研修会 50 年2回

医師を対象とし、白血病から固形腫瘍まで幅広い事例検討に加
え、興味深い病理検討を実施する。小児がん診療に関わる多くの
科（小児科、小児外科、放射線科、整形外科、脳神経外科、病理
医など）の医師が参加し、小児がんの集学的な治療成績の向上を
目指す。

対人援助スピリチュアルケア研修会 研修会 40 11～3月

院内外の緩和ケア等に関わる医療スタッフが集まり、基本的なス
ピリチュアルのことからロールプレイまで学び、研修を行う。3日間
でトータル1回開催のプログラムとなっている。また県内外医療機
関からも積極的に参加を呼びかけ、この研修会を通じて顔のわか
る関係性の構築も目指す。

東海小児血液懇話会 研修会 50 年3回
医師対象（主に小児血液腫瘍科医、若手医師を含む）の事例検討
およびミニレクチャーを実施し、血液腫瘍患者の治療成績の向上
を目指す。

東海小児造血細胞移植研究会 研修会 50 年3回
医師対象（主に小児血液腫瘍科医、若手医師を含む）の事例検討
およびミニレクチャーを実施し、ブロック内での造血細胞移植の治
療成績の向上を目指す。

東海小児白血病研究会 研修会 40 年2回
東海地区での小児の血液腫瘍疾患に関するプロトコールスタ
ディーにおける問題症例や診療・治療における問題提言などを話
し合い、グループ内でのレベルアップをはかる。

AYA世代への取組 研修会 20 年２回
AYA世代への取り組み好事例を見学・参照し、自施設での取り組
みに反映する。また広域でも対応に繋げるために、ブロック内での
問題提言や事例検討を実施していく。



資料5-1　近畿

近畿ブロック

名称 区分 予定者数 開催日 備考

小児がん拠点病院連絡協議会（第15回） 協議会 20 10月5日
　　　　　　　〃　　　　 　　　　　　 （第16回） 協議会 20 2月22日
小児がん拠点病院看護連絡会（第1回） 協議会 20 5月11日
　　　　　　　〃　　　　　　 　　　　 （第2回） 協議会 20 10月5日
　　　　　　　〃　　　　　　 　　　　 （第3回） 協議会 20 2月22日
小児がん拠点病院相談支援部会（第1回） 部会 7 5月23日
　　　　　　　〃　　　　　　　 　　　　　（第2回） 部会 7 未定
小児がん拠点病院相談支援部会主催研修会 研修会 30 未定
小児がん拠点病院看護連絡会主催小児がん看護研修会 研修会 50 1月19日
近畿小児血液・がん研究会（第41回） 研修会 200 2月22日

協議会
その他

小児がん診療病院連絡協議会（第7回） 100 10月5日 その他：講演会



資料5-1　中国・四国

中国・四国ブロック

名称 区分 予定者数 開催日 備考

小児がん中国・四国ネットワーク会議 協議会 30～50 1月11日
その他 30～50 4月24日
その他 30～50 5月22日
その他 30～50 6月26日
その他 30～50 7月24日
その他 30～50 9月25日
その他 30～50 10月23日
その他 30～50 11月27日
その他 30～50 2月26日
その他 30～50 3月25日
部会 30～50 6月26日
部会 30～50 12月

研修会 30～50 4月24日
研修会 30～50 5月29日
研修会 30～50 7月24日
研修会 30～50 8月28日
研修会 30～50 9月25日

小児がん看護研修会 研修会 30 10月24日，10月25日
研修会 30～50 11月27日
研修会 30～50 1月22日
研修会 30～50 2月26日
研修会 30～50 3月25日

小児がんの子どもの教育セミナー 研修会 30～50 未定

相談支援部会

区分：協議会および研修会，web会議システムを利用して開催

web会議システムを利用して開催

web会議システムを利用して開催

web会議システムを利用して開催小児がん看護カンファレンス

小児がん看護カンファレンス

小児がん中国・四国ネットワーク会議



資料5-1　九州・沖縄

九州・沖縄ブロック

名称 区分 予定者数 開催日 備考

九州・沖縄地域小児がん医療提供体制協議会（第14回） 協議会 40 9月21日 沖縄県にて開催
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃　　　　　　　（第1５回） 協議会 40 3月21日 九州大学病院にて開催

九州・沖縄ブロック小児がん拠点病院テレビ会議 研修会 30
5,6,8,10,11,12,1,

2,3月 開催月の第４月曜日
九州・沖縄ブロック小児がん看護ネットワーク会議 研修会 30 6,11,3月 開催月の第４月曜日
小児緩和ケアチーム勉強会 研修会 30 奇数月 開催月の第４火曜日
小児緩和ケアチーム勉強会（特別講演） 研修会 150 1月10日 院外講師による講演会
第2回小児がんのこどもの教育を考える講演会 研修会 100 8月3日
西日本小児血液・免疫・腫瘍研究会 研修会 200 9月21日、22日 沖縄県にて開催
市民公開講座 その他 150 9月21日 沖縄県にて開催、がんの子どもを守る会と共催
九州・沖縄地域小児がん医療提供体制協議会　相談支援部会 部会 30 9月21日 沖縄県にて開催
第2回小児がんメディカルスタッフ勉強会 研修会 60 1月（予定）
九州地区小児固形悪性腫瘍研究会 研修会 60 3月21日
AYA研　教育セミナー 研修会 200 12月予定 社）AYAがんの医療と支援のあり方研究会と共催


