
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14回） 協議会 55 6月22日 連絡協議会等運営事業
　　　　　　　 　〃　　　　　　 　　　（第15回） 協議会 55 未定 〃
 アドバイザリーボード（第8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14回） 部会 25 5月28日 小児がん相談支援事業
　　　　　　　            　〃　 　　　　　       　　    　（第15回） 部会 25 11月末 〃
小児がん拠点病院　看護部長会議（第8回） 部会 15 6月22日 連絡協議会等運営事業
　　　　　    　〃　 　　　　　 　　　　　（第9回） 部会 15 未定 　　　　　　　　　　　　　〃
小児がん拠点病院　病理診断部会（第7回） 部会 15 未定 　　　　　　　　　　　　　〃
　　　　　    　〃　 　　　　　 　　　　　（第8回） 部会 15 未定 　　　　　　　　　　　　　〃
小児がん相談員専門研修　 研修会 50 未定 小児がん相談支援事業
小児がん拠点病院相談員継続研修 研修会 40 11月土 〃
小児がん拠点病院相談指導者研修 研修会 40 未定 〃
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 2月19日 小児がん医療従事者育成事業
がんゲノム研修 研修会 90 未定 〃
小児がん相談員研修検討委員会 その他 10 年3回程度 小児がん相談支援事業
LCAS研修（北大） その他 30 8月28日 その他
LCAS研修（九大） 10月2日 〃
LCAS研修（大阪市立） 12月11or18日 〃
LCAS研修（神奈川こども） 2月6日 〃
LCASアドバンス研修（予定） その他 未定 2月頃 〃
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ブロック名 北海道

施設名 北海道大学病院

記入者 長　祐子

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6回） 協議会 50 2021年秋予定（web） 小児がん拠点病院ネットワーク事業
相談支援部会（第5回） 部会 10 2021年秋予定（web） 〃
第11回小児がん医療者研修（造血幹
細胞移植推進事業と共同）

  『AYA世代の教育の保障と就労支援について
（仮）』

第12回小児がん医療者研修
『海外における長期フォローアップと移行期医療

（仮）』
腫瘍センターセミナー

　内容未定

市民公開講座
　内容未定

小児がん家族サロン「ゆるり」 その他 10 コロナ禍のため中断中 その他
入院中の子どもと家族のための茶話会 その他 30 コロナ禍のため中断中 〃
同窓会 その他 50 未定 〃
分校・病棟連絡会 その他 10 月1回第一金曜日／12回 〃
復学支援会議 その他 10 不定期／5回程度 〃

80研修会

研修会 50

研修会 100

研修会 50

2021年秋予定（web） がん相談支援事業、小児がん医療従事者研修事業

〃2021/12/10開催予定（web）

2021/10/16開催予定（web） 小児がん医療従事者研修事業

2021年度中に数回開催
予定（web）

〃



名称 区分 予定者数 開催日 備考
東北ブロック小児がん医療提供体制協議会 協議会 50 9月（予定） 病院間のwebシステムを使用

〃 協議会 50 3月（予定） 〃
東北ブロック小児がん相談支援部会 部会 40 7月（予定） 〃

〃 部会 40 1月（予定） 〃
東北ブロック小児がん相談支援部会講演会 研修会 40 11月（予定） 〃
小児がん連携病院合同カンファレンス 研修会 30 7月16日 〃

〃 研修会 30 10月29日 〃
〃 研修会 30 1月21日 〃

東北小児白血病研究会 研修会 40 4月24日 〃
東北小児がん研究会 研修会 40 3月19日 〃
東北小児血液疾患研究会 研修会 40 3月19日 〃
東北小児血液・がんセミナーｉｎ東北 研修会 60 3月19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 〃

東北ブロック



関東甲信越ブロック

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 80-90 9月
小児がん拠点病院ネットワーク事業
（関東甲信越地域医療提供協議会）

4拠点病院連絡TV会議 協議会 10 年12回 web会議システム利用
相談支援部会 部会 40 10月7日 がん相談・支援事業

成育医療研究センター
小児がん看護セミナー 研修会 50 9月、1月 小児がん医療従事者研修事業
小児緩和ケア多職種連携ワークショップ 研修会 80 〃
TCCSGセミナー 研修会 10月16日17日 〃
小児がん緩和ケアレクチャー
　　　第32回「疾患別の緩和ケア」 6月4日
　　　第33回「薬剤」 9月3日
　　　第34回「リハビリ」 12月3日
　　　第35回「在宅での緩和ケア」 3月4日
小児がんの子供たちの絵画展
小児がん交流フェスタ（患者交流会・勉強会） その他 100 2月12日 がん相談・支援事業
せいいくケアカフェ
　　　第6回「疾患別の緩和ケア」 7月2日
　　　第7回「薬剤」 10月1日
　　　第8回「リハビリ」 1月14日

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
小児がん看護専門研修 研修会 100 秋頃予定 小児がん医療従事者研修事業
緩和ケア研修 研修会 100 秋頃予定 〃
がんゲノム医療教育研修 研修会 80 年２回開催予定 〃
小児緩和ケア多職種連携ワークショップ 研修会 100 1～3月頃 関東甲信越小児がん拠点４病院合同
関東甲信越ブロック相談員研修 研修会 未定 年２回開催予定 〃
患者家族セミナー・交流会 その他 20 未定（年２回開催予定）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月予定 がんの子どもを守る会共催

神奈川県立ことも医療センター
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」 5月10日～28日
　②「周術期の疼痛管理」 7月5日～30日
　③「スピリチャルペイン」：一般市民向け 10月2日or10日
　④「ご遺体管理」（仮） 11月25日or12月2日研修会

50 緩和ケア普及室

50-80研修会

その他 こどもサポートチーム

こどもサポートチーム



小児がんセンター　院内勉強会
　　　①放射線診断について 50 5月31日
　　　②緩和ケアについて 50 11月29日
小児がん在宅ケア検討会 50 1月20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12日 〃
小児がん支援室セミナー その他 50 1月15日 〃
小児がん家族サロン その他 10 1回/月 〃

小児がん従事者研修

研修会 70-80

5月18日、6月22日、
7月27日、8月24日、
9月16日、10月19日、
11月16日、12月21

日、
1月18日、2月15日、

〃

小児がん栄養サロン その他 15
6月11日、10月8日、

2月4日
〃

LCAS 研修会 45 2月6日
東京都立小児総合医療センター

研修会 50 未定
研修会 50 未定

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 〃

東京都小児・ＡＹＡ世代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・ＡＹＡ世代がん診療連携推進事業
（東京都からの委託）

東京都小児・ＡＹＡ世代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・ＡＹＡ世代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・ＡＹＡ世代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・ＡＹＡ世代がん診療連携推進事業
（東京都からの委託）

東京都小児・ＡＹＡ世代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・ＡＹＡ世代がん地域連携推進研修会 研修会 100 未定 〃
東京都小児・ＡＹＡ世代がん診療連携協議会
小児緩和ケア研修会

研修会 50 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

小児がん医療従事者研修事業

研修会



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 5月、1月予定 Web形式
小児がん診療病院相談支援部会 部会 50 10月22月予定 〃
小児がん拠点看護研修会議 研修会 40 2月予定 〃
小児がん多職種連携研修会 研修会 50 7月4日 〃
中部小児がんトータルケア研究会 研修会 100 10月3日 〃
東海小児がん研究会 研修会 50 年2回 〃
東海小児血液懇話会 研修会 50 年3回 〃
東海小児造血細胞移植研究会 研修会 50 年3回 〃
東海小児白血病研究会 研修会 40 年2回 〃
小児脳腫瘍研究会 研修会 60 1～2月で予定 〃

東海北陸ブロック



名称 区分 予定者数 開催日 備考
小児がん医療提供体制協議会 協議会 50 7月

〃 協議会 50 2月
小児がん拠点病院連絡協議会・相談支援部会 部会 50 5月

〃 部会 50 11月
小児がん拠点病院看護連絡会 その他 20 5月、10月、3月
小児がん看護研修 研修会 100 1月 小児がん拠点病院看護連絡会主催
AYA世代交流会 その他 100 8月（予定） 京大　がん相談支援室主催
京都府小児がん拠点病院公開シンポジウム 研修会 100 8月（予定） 京都府・京都府立医科大学附属病院・京大病院

陽子線治療府民公開講座 その他 200 5月
「切らずに治す　からだにやさしいがん治療
～府立医大でできる陽子線治療～

小児・AYA世代がん患者家族教室 その他 50 1月 兵庫県立こども病院　がん相談支援室主催
小児がん拠点病院相談支援部会主催
小児がん相談員研修

研修会 40 10月15日予定 大阪市立総合医療センター幹事

小児がんの長期フォローアップに関する研修会 研修会 45 12月18日 〃
小児緩和ケアチームカンファレンス その他 100 11月予定 大阪市立総合医療センター主催
小児がん看護講演会 その他 50 未定 〃

阪奈和小児がん連携施設連絡会
療養環境・緩和ケア合同部会

研修会 50
3回予定

（第1回は7月、
以降未定）

〃

近畿ブロック



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 2022年1月

〃 その他 30～50 4月28日 区分：その他は「協議会および研修会」，web会議システムを利用して開催

〃 その他 30～50 5月26日 　〃
〃 その他 30～50 6月23日 　〃
〃 その他 30～50 7月28日 　〃
〃 その他 30～50 9月22日 　〃
〃 その他 30～50 10月27日 　〃
〃 その他 30～50 11月24日 　〃
〃 その他 30～50 2月16日 　〃
〃 その他 30～50 3月23日 　〃

相談支援部会 部会 30～50 6月23日 web会議システムを利用して開催
〃 部会 30～50 12月22日 　〃

小児がん看護カンファレンス 研修会 30～50 4月28日 　〃
〃 研修会 30～50 5月26日 　〃
〃 研修会 30～50 7月28日 　〃
〃 研修会 30～50 8月25日 　〃
〃 研修会 30～50 9月22日 　〃
〃 研修会 30～50 11月24日 　〃
〃 研修会 30～50 1月26日 　〃
〃 研修会 30～50 2月16日 　〃
〃 研修会 30～50 3月23日 　〃

小児がん看護研修会 研修会 30 10月予定 　〃
小児がんの子どもの教育セミナー 研修会 30～50 未定

中国・四国ブロック



名称 区分 予定者数 開催日 備考
小児がん医療提供体制協議会（第17回） 協議会 50 1月8日 小児がん拠点病院ネットワーク事業
小児がん医療提供体制協議会相談支援部会（第6回） 部会 30 未定 小児がん相談支援事業

その他 4月26日
その他 5月24日
その他 6月28日
その他 7月26日
その他 8月23日
その他 9月27日
その他 10月25日
その他 11月29日
その他 12月27日
その他 1月24日
その他 2月28日
その他 3月28日
その他 7月26日
その他 11月22日
その他 2月28日

九州・沖縄ブロック小児がん看護ネットワーク会議勉強会 研修会 60 1月24日
小児がん医療従事者研修事業
年１回

九州・沖縄ブロック小児がん看護研修会 研修会 30 未定 〃
研修会 50 5月25日
研修会 50 7月27日
研修会 50 9月28日
研修会 50 1月25日
研修会 50 3月22日

小児がんのこどもの教育を考える講演会 研修会 200 8月27日
がん相談支援事業
年１回

小児緩和ケアチーム勉強会（特別講演） 研修会 150 11月
小児がん医療従事者研修事業
年１回

小児・AYA世代がんの長期フォローアップに関する研修会（L-CAS） 研修会 50 10月2日 〃
九州・山口小児血液・免疫・腫瘍研究会 研修会 100 1月8日 〃
九州地区小児固形悪性腫瘍研究会 研修会 60 1月8日 〃
がんゲノム医療研修会（がんゲノム医療中核拠点と共催） 研修会 100 未定 〃

市民公開講座（がんの子どもを守る会共催） その他 100 1月8日
一般市民向け啓発イベント
年１回

（参加）小児がん中国・四国ネットワーク会議
　　　　　小児がん看護カンファレンス
　　　　　相談支援部会

小児緩和ケアチーム勉強会

小児がん拠点病院ネットワーク事業
年3回、第4月曜日に開催

小児がん拠点病院ネットワーク事業
月１回、第4月曜日に開催

地域ブロックを超えた連携を図るため
オブザーバーとして参加している。

その他

小児がん医療従事者研修事業
年5回、第4火曜日に開催

九州・沖縄ブロック

九州・沖縄ブロック小児がん拠点病院テレビ会議
(症例提示・討論会・研修カンファレンス)

30/1回

九州・沖縄ブロック小児がん看護ネットワーク会議 30/1回


