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第14回小児がん拠点病院連絡協議会



昨年度の事業報告・今年度の事業計画

・中国四国ブロック連絡協議会（年1回開催）

・医師間Ｗｅｂ会議（年9回開催）

・看護カンファレンス（年9回開催）

・中国・四国ブロック小児がん看護研修会（年1回開催）

・相談支援部会（年2回開催）

・九州・沖縄ブロック小児がん拠点病院テレビ会議への参加

・AYA世代キャンサーボード開催

・広島がん・生殖医療ネットワーク（HOFNET）への参加

・国際共同臨床試験への参加：肝芽腫、胚細胞腫瘍



第8回中国四国ブロック連絡協議会（年1回）

（出席者：連携病院医療者，各県のがん対策部署，がんの子ども守る会支部代表）

2021年1月9日
・中四国ブロックの連携体制各施設の現況報告
・小児がん医療・支援の質を評価する新たな指標の

算定について
・高校生の教育支援について
・骨髄移植等に伴う定期予防接種の再接種費用の助成
・小児がん地域計画について 他

【小児血液・がんセミナー in 中四国】
・小児再発・難治急性リンパ性白血病の治療戦略
・小児がん診療におけるがんゲノム医療 他

出席者数（協議会）

医師：36名
看護師：1名
行政： 4名
がんの子ども守る会：2名
その他：2名

合計：45名

2021年度 中国四国ブロック
連絡協議会

2022年1月 開催予定



医師間テレビ会議（2020年度：9回開催）

回数 日時 参加者 内容

第69回 2020/4/22 16病院医師

テレビ会議システム（WebEx Meetings）変更の試行に
ついて
症例検討：骨折を契機に診断したALLの2症例
新型コロナウイルス感染拡大の影響による医学生の臨床実習
の状況について

第70回 2020/5/27 18病院医師

テレビ会議システムに関する申し合わせの一部改正について
広島大学病院におけるがんゲノム医療体制について
第11回小児がん拠点病院連絡協議会の概要と資料のweb掲
載について
症例検討：BRAF V600E変異陽性難治性リスク臓器陽性

多臓器型ランゲルハンス細胞組織球症に対し
てBRAF阻害薬を使用した乳児例

コロナ緊急事態宣言解除後におけるALL維持療法患者の通
園・通学の方針について

第71回 2020/6/24
18病院医師
看護師

第26回 小児がん緩和ケアレクチャーについて
中国・四国ブロック小児がん相談支援部会報告
第12回小児がん拠点病院連絡協議会について
小児・AYA世代のがんの長期フォローアップに関する研修
会について
症例検討：中枢神経原発、stageⅣ ALK陽性未分化大細

胞リンパ腫の1例



医師間テレビ会議（2020年度：9回開催）

回数 日時 参加者 内容

第72回 2020/7/22 17病院医師

第12回小児がん拠点病院連絡協議会報告
小児がん拠点病院での小児がんゲノム医療ＥＰについて
ネットワーク会議での症例検討担当施設について
小児・AYA世代のがんの長期フォローアップに関する研修会
について
第27回小児がん緩和ケアレクチャーについて
症例検討：骨病変への対応に迷うClear Cell Sarcoma of the

Kidney(CCSK)の1例，
後縦隔神経節腫の手術適応について

ネットワーク会議の会議開催日程の変更について

第73回 2020/9/23
18病院医師
広島県職員

小児がん診療施設 情報開会資料の作成依頼について
小児がん連携病院の現況報告書等について
小児・AYA世代がんの長期フォローアップに関する研修会
の開催報告

第74回 2020/10/28 19病院医師

中国・四国ブロック 小児webセミナーについて
小児血液・がんセミナー in 中四国について
第76回小児がん中国・四国ネットワーク会議について
症例検討：心嚢内に発生した混合型胚細胞腫瘍の新生児例



医師間テレビ会議（2020年度：9回開催）

回数 日時 参加者 内容

第75回 2020/11/25 16病院医師

小児・AYA世代がんの長期フォローアップに関する研修会
について
第76回小児がん中国・四国ネットワーク会議について
症例検討：MLL-AF6融合遺伝子陽性T-ALLの1例
第72回中国四国小児科学会について
外注で行う白血病のキメラ遺伝子検査について

第77回 2021/2/24 16病院医師
第13回小児がん拠点病院連絡協議会報告
Web会議システムの変更について
小児がん地域計画書（2020年度）について

第78回 2021/3/24 15病院医師

次年度小児がん中国・四国ネットワーク会議の開催予定に
ついて
広島大学病院で行っている治験の紹介
症例検討：同種造血幹細胞移植の適応かな～と考えている

2症例

2021年度 医師間テレビ会議

第79回 2021/4/28，第80回 5/26 開催済み

6/23，7/28，9/22，10/27，11/24，2021/2/16，3/23 開催予定



回数 日時 参加者 内容
1 2020/4/22 17病院看護師 急性リンパ性白血病2歳男児の若年家族に対する支援

2 2020/5/20 15病院看護師
COVID-19による面会制限に伴う遠方の家族面会対応について
原発性免疫不全症候群3歳児

3 2020/7/22 17病院看護師
治療中の食事マニュアルについて
経口摂取困難時・移植患者の栄養管理について

4 2020/8/26 19病院看護師 口腔ケアについて

5 2020/9/23 18病院看護師 曝露対策について

6 2020/11/25 18病院看護師
リサイオ投与中の皮膚障害防止について
CVカテーテル管理について

7 2021/1/27 19病院看護師
ALLと過食－運動＋カロリー（食事）＋睡眠のバランスをいかに維持
できるか－

8 2021/2/24 18病院看護師 AML3歳女児と付き添い家族に対する支援

9 2021/3/24 15病院看護師 コミュニケーションが苦手な思春期の児への関わりについて

看護カンファレンス（2020年度：9回開催）

※2015年度～2020年度 計53回開催

2021年度 看護カンファレンス

2021/4/28，5/26 開催済み

7/28，8/25，9/22，11/24，2022/1/26，2/16，3/23 開催予定



内容 講師

1 小児がんの特徴と治療
広島大学病院

小児科 松村 梨紗 先生

2 小児がん治療による歯科領域への影響
広島大学病院

小児歯科 岩本 優子 先生

3 口腔内細菌、効果的な口腔ケア（感染予防）
広島大学病院

歯科衛生士 濱本 有紀 先生

4
小児緩和ケア
～小児・AYAがん患者・家族への支援～

神奈川県立こども医療センター
小児看護専門看護師 竹之内 直子 先生

第7回中国・四国ブロック小児がん看護研修会

2020年10月22日（木） WebExを用いたオンライン講義プログラム

16施設 36名 参加

2021年度 第8回中国・四国ブロック小児がん看護研修会

2020年10月頃 開催予定



第7回中国・四国ブロック小児がん看護研修会

アンケート結果

今回の研修は現在のあなたにとって適当でしたか

講義内容について

・オンラインであったため参加しやすく、内容も
分かりやすかったためとても勉強になった。

・小児がんのことについて、今まで分からなかった
部分を知ることができたので良かったです。

・病棟でも出くわす事象で対応困難感あり、対処
方法の示唆を得られた。

・復習や振り返りの部分もあり、自分の実践と照
らし合わせることにより内容が深まった。

・最新の治療薬、緩和ケアについては難しかったの
で、今後も学習していきたいと思います。

・緩和ケアについて、事例を交えながらの講義で分か
りやすく勉強になった。

・病棟で悩むことの多い終末期ケアや口腔ケアの詳細
について聞けたため有意義であった。

・具体例もあり分かりやすく、入院している小児がん
患者さんをイメージしながら伺うことができ、大変
良かったです。

・復習になった内容もあれば、実践にいかせられる内
容もあり良かったです。



第7回中国・四国ブロック小児がん看護研修会

看護ケアに役立つと思いますか

・口腔ケアについて、新しい情報を得ることができたた
め、部署で共有し日々の看護ケアに繋げていきたい。

・患児との関わりだけでなく、家族との関わりも大切だ
と日々感じているので、家族や兄弟へのフォローにつ
いてとても勉強になりました。

・入院患者で今回の研修内容に当てはまるケースが複数
みられるため、日々の看護に役立つ内容であった。

・研修内容を病棟スタッフへも伝達し、今後の口腔ケア
指導に活かしていきたいと思います。

今回の研修会についての感想等

・小児がん看護を学ぶよい機会だと思うので、次年度以降はより病棟内スタッフに声をかけ参加を促し
たいと思った。

・今まで小児がん看護研修会には参加できていなかったのですが、今回はWeb研修ということもあり、
自己負担（時間、身体的負担、金銭面）が少なくて参加しやすかったです。資料を頂いていたので、
あとで伝達講習にも役立てられました。ありがとうございました。

・Webでの研修でしたが、とてもスムーズに研修も進み、講義も見やすくて良かったと思います。
貴重な研修を開催していただき本当にありがとうございました。

・トラブルもなく自施設で研修を受けられて有意義な時間になりました。
・Web開催ということで意見交換のようなことはできず残念だったが、講義毎に質疑応答の時間が設け

られていたのはよかったと思います。



相談支援部会（2020年度：2回開催）

回数 日時 参加者 内容

1 2020/6/24 17施設相談員

自己紹介および現状報告
第12回（2020年度第1回）

小児がん拠点病院連絡協議会 相談支援部会について
小児がん相談員専門研修開催について
小児がん緩和ケアレクチャーについて
会の運営について
学習会のテーマについて

2 2020/12/23 17施設相談員

第13回（2020年度第2回）
小児がん拠点病院連絡協議会 相談支援部会について

【講義】高校生の教育支援について
各施設の小児がん相談員専門研修の受講状況について

2021年度の中国・四国ブロック相談支援部会では
「小児がん患者さんとご家族のためのサポートブック」の情報を
見直し、第3版を発行する予定。

※2016年度～2020年度 計11回開催

2021年度 相談支援部会

2021/6/23，12/22 開催予定



ＡＹＡ世代のがん患者への対応




