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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）



相談支援部会の開催について
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小児がん拠点病院連絡協議会



第１１回 小児がん拠点病院連絡協議会相談支援部会

日時：2019年11月29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（15拠点＋2中央機関）33名

小児がん拠点病院連絡協議会 相談支援部会 設置要領

（検討事項）

第２条

部会は、次の各号に掲げる事項について、情報を共有・検討する。

一 地域単位、施設単位で行われている情報提供・相談支援の
取り組みの現状把握と分析、情報共有に関すること

二 相談支援体制機能の強化と向上を果たす上で必要となる全国、
地域単位の体制の整備

三 小児がん患者家族の支援に関連した施策・制度面の改善等を
整理し、協議会を通じて発信できるような提言に向けた素案

の作成



議事

１. 小児がん連携病院の指定について

国立成育医療研究センター 小児がんセンター長 松本 公一

２. 小児におけるがんゲノム医療について

国立成育医療研究センター 小児がんセンター長 松本 公一

３. 国立がん研究センターがん対策情報センターからの報告

国立がん研究センターがん対策情報センター 高山 智子

４. 事前アンケートの結果について

国立成育医療研究センター 小児がん相談支援センター 鈴木 彩

５. 小児・ＡＹＡ世代のがん患者の教育支援について

厚生労働省 健康局 がん・疾病対策課 山﨑 まどか

文部科学省 初等中等教育局 特別支援教育課 小林 美紀

６. 高校生の教育支援について

京都府立医科大学大学院医学研究科 小児科学 宮地 充

大阪市立総合医療センター ソーシャルワーカー 大濵 江美子

埼玉県立小児医療センター ソーシャルワーカー 篠崎 咲子

７. 各ブロックからの活動報告

８. 中央機関からの連絡

・相談記入シートについて

・2020年度小児がん相談員専門研修の開催について

・次回の部会開催について



小児がん相談員研修について



２０１９年度 小児がん相談員専門研修

【東京会場】
開催日：2019年8月3１日（土）・9月１日（日）
場所：国立がん研究センター
定員：50名 受講者数：54名

【大阪会場】
開催日：2019年9月2１日（土）・2２日（日）
場所：大阪市立総合医療センター
定員：50名 受講者数：３4名

受講者内訳：
小児がん拠点病院 10施設・31名
小児がんに関する協議会参画施設 43施設・57名



小児がん相談員専門研修プログラム

時間 プログラム

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」

10:10-10:20
講義2「小児・AYA世代のがん患者に
対する相談支援センターの役割」

10:20-11:20 講義3「小児がん概論」

11:20-11:50 講義4「AYA世代のがん」
11:50-12:50 休憩
12:50-13:20 講義5「血液腫瘍」

13:20-13:50 講義6「固形腫瘍」
13:50-14:20 講義7「脳腫瘍」

14:20-15:00
講義8「晩期合併症と長期フォロー
アップ」

15:00-15:10 休憩
15:10-15:40 講義9 「小児緩和ケア」

15:40-16:10
講義10「小児がんの子どもの成長発
達」

16:10-16:50
講義11 「小児がん患者・きょうだ
いへの支援」

16:50-17:20 講義12 「教育支援」

時間 プログラム

9:00-9:30
講義13 「小児がん患者家族を支
える社会資源」

9:30-10:30 講義14 「当事者の語り」

10:30-11:00 講義15 「自立支援」
11:00-12:00 講義16 「相談支援概論」
12:00-13:00 休憩

13:00-13:30
講義17 「相談支援センターに求
められる機能」

13:30-14:30
講義18 「小児がんの相談支援の
実際」

14:30-14:40 休憩
14:40-16:40 演習 事例検討
16:40-17:00 事務連絡

1日目 2日目



小児がん相談員専門研修アンケート結果
＜回答者について＞
【職種内訳】看護師31名 / ソーシャルワーカー 45名 / 心理士10名 / CLS/HPS 1名

その他 1名 合計 88 名
【年代】20代 17名 / 30代 32名 / 40代 27名 / 50代 12名
【病院種別】小児がん拠点病院 32名

小児がんブロック協議会参画施設 53名 無回答3名

＜講義の理解度について＞

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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2015年～2019年小児がん相談員専門研修 受講者数：２８２名

ブロック

小児がん相談員専門研修受講者数 内訳

拠点病院 参画施設数

病院名 受講者数
ブロック毎
受講者数

施設数 受講者数

北海道 北海道大学病院 6 6 2 3

東北 東北大学病院 10 10 4 8

関東甲信越

埼玉県立小児医療センター 8

42 24 67
国立成育医療研究センター 11

東京都立小児総合医療センター 14

神奈川県立こども医療センター 9

東海･北陸

静岡県立こども病院 10

25 7 14名古屋大学附属病院 8

三重大学医学部附属病院 7

近畿

京都府立医科大学附属病院 1

25 16 27
京都大学医学部附属病院 3

大阪市立総合医療センター 12

兵庫こども病院 9

中国・四国 広島大学病院 8 8 11 19

九州・沖縄 九州大学病院 8 8 8 20

合計 124 124 72 158



2019年度小児がん拠点病院相談員継続研修

開催日：2019年１１月３0日（土）

場所：品川インターシティ貸会議室

内容：小児がん長期フォローアップにおける相談員の役割

－就労に対する支援－

受講者数：1４拠点病院＋中央機関・24名

講師：厚生労働省 健康局 がん疾病対策課

ＮＰＯ法人ゴールドリボンネットワーク

アフラック・ハートフル・サービス株式会社

国立成育医療研究センター 小児がんセンター



2019年11月30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 ・ 備 考

10:00-10:10 オリエンテーション

10:10-10:40 疾病を持つ方に対する就労について 厚生労働省 健康局がん・疾病対策課

10:40-11:30 就労に影響する晩期合併症
国立成育医療研究センター 小児がんセンター
清谷 知賀子

11:30-12:00 グループディスカッション

12:00-13:00 休憩（60分）

13:00-13:30 経験者の立場から

13:30-14:30 小児がん経験者の就労について
認定ＮＰＯ法人ゴールドリボンネットワーク
アフラック・ハートフル・サービス株式会社

14:30-14:50 グループディスカッション

14:50-15:05 休憩（15分）

15:05-15:35 講演者への質疑応答

15:35-16:05 グループワーク

16:05-16:20 発表

16:20-16:30 就労を支援する相談員の役割
国立成育医療研究センター
小児がん相談支援センター 鈴木 彩



【相談支援部会】
第12回小児がん拠点病院連絡協議会相談支援部会

日時：2020年5月28日（木）
※第14回都道府県がん診療連携拠点病院連絡協議会 情報提供・相談支援部会と同日開催

場所：国立がん研究センター築地キャンパス

第13回小児がん拠点病院連絡協議会相談支援部会
日時：2020年１２月頃
場所：国立がん研究センター築地キャンパス（予定）

【研修】
2020年度小児がん相談員専門研修

日程：2020年9月26日（土）・9月27日（日）
場所：国立成育医療研究センター

2020年度小児がん相談員継続研修
日程：20２０年1２月頃
場所：未定

※この他に小児がん拠点病院相談員に向けた研修を開催予定

2020年度の予定


