
 

国成育発第 20191031-1 号 

令和元年 10 月 31 日 

小児がん拠点病院 施設長 殿 

国立研究開発法人 国立成育医療研究センター 

理事長 五十嵐 隆 

（公印省略） 

 

小児緩和ケアチーム研修について（通知） 

 

平素より、小児がん中央機関の事業につきましてご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

当センターでは小児がん中央機関として、「小児がん拠点病院等の整備に関する指針」（平成 26 年 2

月 5 日健発 0205 第 4 号）に基づき、今年度、小児緩和ケアチームに携わる医師・看護師等を対象に、

「小児緩和ケアチーム研修」を開催いたします。 

つきましては、貴施設の対象者の受講につき、ご配慮いただきたくお願い申し上げます。 

 

記 

 

１．概要：重篤な疾患を抱えるこどもと家族に対して、適切な緩和ケアチーム医療を提供できる体制

を整備するため、全国の小児がん拠点病院及び小児専門施設の多職種チームの機能の質の向上と

機能強化をはかる。 

２．対象：以下の 2 つの要件を満たす参加者で構成されたチームでの参加とする。 

１）厚生労働大臣の指定する小児がん拠点病院又は小児専門施設の緩和ケアに関わる医師、看護

師、薬剤師を中心とするチームで 3 名以上 5 名以内 

2) 組織の中で小児患者に対する緩和ケアチームの中心的な役割を担い、活動計画の検討や運営に

携わっている者が含まれていることが望ましい。 

３．開催日時：2020年 1月 18日（土） 12時 30分～17時（12時受付開始） 

４．研修場所：TKP品川港南口会議室 ホール A  

５．募集人員：約 80 名 

６．研修内容：研修内容については別紙をご覧ください。 

７．費用：無料 

８．申込方法： 

令和元年 12月 6日（金）までに、下記アドレスもしくは QR コードにアクセスし、必要事項を 

ご記入の上、お申し込み下さい。 

申し込みフォーム：https://forms.gle/m4dn8S2Yr6fzCxas9 

９．その他 

・令和元年 12月 13日（金）までに登録されたアドレスにメールで受講票をお送りします。 

・開催前に事前アンケートを送付させていただきますので、回答をお願いします。 

 

 

 

 

国立研究開発法人国立成育医療研究センター 

小児がん中央機関事務局 医療従事者育成事業担当 

〒157-8535 東京都世田谷区大蔵 2-10-1 

電話 03-3416-0181（代表） 

E-mail kanwa@ncchd.go.jp 

資料4-5



 

2019 年度 小児がん緩和ケアチーム研修 プログラム 

 

 

 

 

 

時 間 プログラム 

12:00-12:30 受付 

12:30-12:40 挨拶・本日の案内 

12:40-12:55 

 

参加施設紹介 

・各施設より自己紹介 

12:55-13:30 小児専門病院における緩和ケアチームの現状の共有  

・2施設からの発表 

・総合討論 

 

13:30-14:50 「こどもの症状の評価方法について考える」 

・各施設の実践を知る；10分×2施設 

・グループワーク  

 「評価を実践に活かすために」 

 

14:50-15:10 休憩 

15:10-16:30 症例検討 

・医師・看護師から症例提示 

・グループワーク 

・まとめの講義 

 

16:30-16:50 これからに向けての取り組みを考える 

・臨床面の取り組み 

・研究面の取り組み 

 

16:50-17:00 挨拶、修了書授与、アンケート記入 



所属施設 職種 職種 人数

1 北海道大学病院 相談員 医師 27

2 北海道大学病院 医師 歯科医師 1

3 北海道大学病院 看護師 看護師 32

4 北海道大学病院 薬剤師 薬剤師 15

5 北海道大学病院 保育士 相談員 5

6 宮城県立こども病院 医師 CLS 4

7 宮城県立こども病院 看護師 保育士 1

8 宮城県立こども病院 看護師 心理士 5

9 東北大学病院 医師 総計 90

10 東北大学病院 看護師

11 東北大学病院 薬剤師 ファシリテーター 7

12 東北大学病院 心理士

13 千葉県こども病院 看護師

14 千葉県こども病院 医師

15 千葉県こども病院 薬剤師

16 千葉県こども病院 CLS

17 千葉県こども病院 看護師

18 茨城県立こども病院 看護師

19 茨城県立こども病院 医師

20 茨城県立こども病院 相談員

21 茨城県立こども病院 看護師

22 茨城県立こども病院 薬剤師

23 長野県立こども病院 医師

24 長野県立こども病院 薬剤師

25 長野県立こども病院 看護師

26 東京都立小児総合医療センター 看護師

27 東京都立小児総合医療センター 医師

28 東京都立小児総合医療センター 薬剤師

29 神奈川県立こども医療センター 医師

30 神奈川県立こども医療センター 医師

31 神奈川県立こども医療センター 薬剤師

32 埼玉県立小児医療センター 看護師

33 埼玉県立小児医療センター 相談員

34 慶応義塾大学病院 看護師

35 慶応義塾大学病院 医師

36 慶応義塾大学病院 看護師

37 慶応義塾大学病院 薬剤師

38 慶応義塾大学病院 薬剤師

39 埼玉医科大学総合医療センター 看護師

40 埼玉医科大学総合医療センター 看護師

41 埼玉医科大学総合医療センター 薬剤師

42 自治医科大学 とちぎ子ども医療センター 心理士

43 自治医科大学 とちぎ子ども医療センター 看護師

44 自治医科大学 とちぎ子ども医療センター 看護師

45 静岡県立こども病院 看護師

46 静岡県立こども病院 医師

47 静岡県立こども病院 医師

48 静岡県立こども病院 心理士

49 名古屋大学医学部附属病院 看護師
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50 名古屋大学医学部附属病院 医師

51 名古屋大学医学部附属病院 医師

52 名古屋大学医学部附属病院 CLS

53 名古屋大学医学部附属病院 看護師

54 名古屋第一赤十字病院 看護師

55 名古屋第一赤十字病院 医師

56 名古屋第一赤十字病院 心理士

57 名古屋第一赤十字病院 薬剤師

58 三重大学医学部附属病院 看護師

59 三重大学医学部附属病院 医師

60 三重大学医学部附属病院 看護師

61 京都大学医学部附属病院 看護師

62 京都大学医学部附属病院 CLS

63 京都大学医学部附属病院 相談員

64 京都大学医学部附属病院 医師

65 大阪大学病院 医師

66 大阪大学病院 医師

67 大阪大学病院 相談員

68 大阪大学病院 CLS

69 大阪大学病院 看護師

70 京都府立医科大学附属病院 看護師

71 京都府立医科大学附属病院 薬剤師

72 京都府立医科大学附属病院 薬剤師

73 京都府立医科大学附属病院 医師

74 兵庫県立こども病院 医師

75 兵庫県立こども病院 医師

76 兵庫県立こども病院 看護師

77 兵庫県立こども病院 心理士

78 兵庫県立こども病院 看護師

79 広島大学病院 医師

80 広島大学病院 医師

81 広島大学病院 看護師

82 九州大学病院 医師

83 九州大学病院 歯科医師

84 九州大学病院 薬剤師

85 九州大学病院 看護師

86 獨協医科大学 看護師

87 成育医療研究センター 医師

88 成育医療研究センター 医師

89 成育医療研究センター 看護師

90 成育医療研究センター 薬剤師

＊ 宮城県立こども病院 看護師

＊ 長野県立こども病院 看護師

＊ 東京都立小児総合医療センター 看護師

＊ 成育医療研究センター 医師

＊ 成育医療研究センター 医師

＊ 成育医療研究センター 看護師

＊ 成育医療研究センター 相談員

＊ファシリテーター




