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長崎県がん診療連携協議会相談支援

ワーキンググループ



長崎県のがん診療連携拠点病院、推進病院、離島中核病院

諫早総合病院

佐世保中央病院★

★

★県指定推進病院

★離島中核病院
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上五島病院

五島中央病院

対馬いづはら病院

★
壱岐市民病院



長崎フォーラム開催報告

第１回相談支援ワーキング研修会

サポートブック改訂

博多どんたく参加

県統一版ＰＤＣＡサイクル作成

今後の予定



長崎フォーラム
経 緯（１）

１）H26年4月
地域相談支援フォーラム 相談員研修（新方式パイロット）応募

【企画推進体制】
長崎県がん診療連携協議会 相談支援ワーキング

（がん診療連携拠点病院６病院 県指定がん診療連携推進病院２病院）

【参加募集を呼びかける隣接県】
福岡県 佐賀県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県

【テーマ】
① 県行政と相談支援部門との共同体制
② 相談支援の質を高めるためには、どうすればよいか？

【長崎県拠点病院・推進病院より各病院１名以上所属長推薦で実行委員を選出】
長崎県内実行委員 24名 県外実行委員 14名（各県 2名） 計38名



経 緯（２）
３）実行委員会の開催（原則月１回）

相談支援WG（８病院） 長崎県医療政策課

第１回 6月26日 今後の方針等打合せ

第２回 7月24日 フォーラム内容について協議

第３回 8月26日 フォーラム内容について協議

第４回 9月13日 離島委員参加（離島の現状と情報共有）

第５回 9月29日 フォーラムまでの役割分担決定

第６回 10月29日 九州・沖縄各県実行委員参加（情報共有）

第７回 11月26日 プログラム内容協議

第８回 12月22日 福岡・鹿児島実行委員(座長担当）参加

第９回 1月14日 最終確認



第三回九州・沖縄ブロック地域相談支援フォーラムIN 長崎
【全体テーマ】つなげよう！がん相談支援の輪

【【１日目】平成27年1月31日(土) 13:00～17:00

テーマ：がん相談支援～他県の取り組みに

学ぼう～（情報交換会）

参加者数：162名

＜内容＞

① 各県からの報告

② グループワーク 12グループ

③ 全体共有

【２日目】 平成27年2月１日(日)  9:00～12:30

テーマ：離島・がん医療空白地域の現状を知ろう

～相談者を支えるネットワークづくり いま私

たちにできること～

参加者数：149名

＜内容＞

① 離島の現状（キーノートレクチャー）

② 質疑応答

③ グループワーク 12グループ

④ 全体共有

⑤ 講評



平成26年度 第1回相談支援ワーキング研修会

【日 時】平成27年3月21日（土） 13:30～16:00

【場 所】長崎大学病院 第3講義室

【参加者】36名 （拠点・推進病院22名 拠点病院以外7名 佐賀県7名）

【内 容】

１）講演

「がん患者の心とグループ療法」

講師 聖路加国際病院 精神腫瘍科 保坂 隆 Dr

２）研修報告

「聖路加国際病院における就労リング」

長崎みなとﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ市民病院 宮川江利 MSW

３）事例提示

諫早総合病院 玉城 結（臨床心理士）



○長崎県、長崎市図書館のご協力のもと作成。

○がん診療連携拠点・推進病院、離島中核病院を
中心に、県・郡市医師会、市町、図書館等に配布。

第１章 病気や治療のこと

第２章 お金のこと

第３章 よりよい療養生活

第４章 県内の医療機関・問い合わせ先

がんと向き合う
長崎県がん相談支援WGの取り組みおよび広報活動

2014年3月
6,000部発行
2014年3月
6,000部発行2016年3月改定（予定）

乞うご期待！！



博多どんたくに参加しました

平成27年5月3日（相談支援
どんたく隊）5月4日（ブース）

にてがん相談支援センター
をPRしました。

長崎県からも
３名のがん相談員が参加！



相談支援　県統一版PDCAサイクル(1) 

各サロンとの交流会の実施

公共機関でのサロンのPR活動

県内や近隣病院で開催している

サロンの案内・情報発信

サロンの院内掲示やチラシ配布

患者・家族支援

患者サロンの充実

自由に立ち寄り語り合うことが

できる場の提供

がんに関する情報提供

がん相談

がん患者団体との連携協力体制の構築 患者会との連携・協働

質の高いがん相談実施

セカンドオピニオン

地域医療機関・診療従事者情報

サポートブックの充実

患者広報誌等への掲載回数

実施の有無

実施の有無

実施の有無

講演会の開催

患者会との連携

患者サロンの開催数

院内掲示実施率

チラシ配布実施率

病院ＨＰ掲載率

相談者への患者会紹介

ピアサポータ―の育成や勉強会の実施

患者会とのがんサロン共同開催

患者や市民向け講演会の数

医療従事者向けの講演会の数

院外の場での講演会の数

院内・院外での相談対応件数

担当医からの紹介された相談件数

院外医療関係者から紹介された相談件数

院外医療関係者からの相談件数

匿名の相談件数

相談支援センターに接触した住民の数、割合

ＩＤのない患者からの相談件数

利用者調査

ピアサポータ―機能を紹介した相談件数

県内全体のサロン開催表の掲示率

セカンドオピニオン可能な医療機関情報の定期的更新

患者会への広報依頼

近隣同士での合同サロンの実施

院内の掲示への案内表示

案内のチラシを作成し、外来受付等に置く

ＨＰでの広報

拠点病院等で開催するサロンのスケジュール

　を共有し、県内全体のサロン開催表を作成、

各病院に掲示

自治体広報誌や図書館掲示板へ上記のサロン

スケジュール掲載受け入れ可能な自治体広報誌

ならびに図書館を選定

患者市民向け講演会の開催

医療従事者向けの講演会の開催

サポートブックのPR。具体的なPR方法の検討

定期的な内容の見直し

実施率

合同サロン実施回数

CHECKPLAN中項目大項目　　 DO

がん治療、緩和ケア病棟、在宅緩和ケア提供が

可能な医療機関情報の収集について調査内容の検討

国際がん情報サービスグループ（ICISG)が示す

　　『CoreＶａｌｕｅｓ』に準じたがん相談　がん相談の

１０原則に基づくがん相談



相談支援　県統一版PDCAサイクル(2) 

患者・家族への周知

紹介カードの院内配布

紹介カードの活用

研修会等への参加スケジュール

研修会・講演会の企画

HP、病院広報誌を利用した紹介

中項目 PLAN DO CHECK

相談支援センターでの就労支援の充実

院外の周知

院内職員への周知

紹介カードの作成と配布

　　　入院パンフレットに相談支援センターの

チラシを必ず挟み込む

社労士・関連職種・ハローワーク職員を招いた

研修会・講演会実施

相談支援従事者に対する

教育・支援向上

主治医から患者・家族への周知

近隣医療機関・公共機関への

センターのＰＲ活動

相談支援部門が実施する研修会

講演会の企画・参加

院内・院外で実施されるがん関連

研修会への参加

社労士・産業関連職種・ハロ

ーワークとの連携

相談員スキルアップ

就労支援

がん相談支援センターの周知広報

大項目　　

紹介カード配布枚数

担当医から紹介された相談件数

実施の有無

院内の相談対応件数

実施回数

相談員の研修受講者数・県内相談員に対する研修提

供数・参加人数（都道府県拠点）

実施回数

相談員の研修受講者数

実施回数

相談員に対する研修会・講演会の件数・参加人数

実施の有無



長崎県がん診療連携協議会 相談支援WG
におけるSub WG設立

長崎県がん診療連携
協議会相談支援ワー
キング・グループ

研修・企画 Sub WG

サポートブック・

広報 Sub WG



今後の活動予定

① 各SubWGで研修・企画

② サポートブックの改定

③ 長崎県下38か所の公立図書館へ

がん相談支援センターポスターチラシの掲示



ご清聴ありがとうございました


