
平成 29 年 12 月吉日 

緩和ケア研修会のお知らせ 

 JR 東京総合病院では、下記日程にて 8 回目となる【がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修会】

を開催します。修了者には厚生労働省より修了証書及び日本医師会生涯教育制度の参加証(11.5 単位)が

交付されます。 

 本研修会は、｢がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修会の開催指針｣(平成 20 年 4 月 1 日付健発 

第 0401016 号厚生労働省健康局長通知)に準拠した研修会です。 

平成 24 年度以降に改定された診療報酬｢がん性疼痛緩和指導管理料(200 点)｣、｢緩和ケア診療加算｣、 

｢緩和ケア病棟入院料｣、｢がん患者指導管理料 1・2｣、｢有床診療所緩和ケア診療加算｣、｢外来緩和 

ケア管理料｣、｢在宅悪性腫瘍患者共同指導管理料｣については、緩和ケア研修会を修了した医師が診療

に携わることが算定条件の必須項目になっています。 

【主 催】 JR 東京総合病院 

【日 時】 平成 30 年 1 月 20 日(土)  9:00～17:30（8:30 受付開始） 

  1 月 21 日(日)  9:00～17:10 

※終了時刻は多少前後する可能性があります。

【場  所】 JR 東京総合病院 病棟 3 階 第 3 会議室 

【内 容】 ｢進行表｣（次ページ）のとおりですが、講師は以下の先生方に御依頼しています。 

   「緩和ケア概論」 JR 東京総合病院 名誉院長 花岡 一雄先生 

   「がん疼痛」 慶應義塾大学病院緩和ケアセンター センター長 橋口 さおり先生 

   「がん疼痛事例検討」 NTT 東日本関東病院緩和ケア科 医長 鈴木 正寛先生 

「消化器症状」     国立がん研究センター中央病院緩和医療科 科長 里見 絵理子先生 

「呼吸困難」 東京都立駒込病院緩和ケア科 部長 田中 桂子先生 

「コミュニケーション」 日赤医療センターメンタルヘルス科 部長 福田 倫明先生 

「地域連携と療養の場」 要町病院 副院長 吉澤 明孝先生 

【対象者】 医師 

【参加料】 無料。但し、弁当を希望される方は弁当代として 1,000 円/個を当日会場で頂きます。 

※申し込みの時点で弁当を希望され、1/19（金）以降に不参加となった場合は弁当代を

ご負担していただきます。

【申込方法】 別紙｢参加申込書｣をダウンロードして必要事項を記入し、s-aihara@jreast.co.jp (相原) 

までメールに添付して申し込み下さい。 

【申込期限】 平成 29 年 12 月 29 日(金) 

【その他】 ①中途退席された場合、修了証は授与されませんのでご注意下さい。 

②申し込み後に返信メールがない場合は、お手数ですが下記へご連絡下さい。

③申し込み後に参加が難しくなった場合は、直ちにお知らせ下さい。

（申込先・問合せ先） 

〒151-8528 東京都渋谷区代々木 2 丁目 1 番 3 号 JR 東京総合病院 

事務部医事課 相原 紗輝 (緩和ケア科医長 春日 高穂) 

TEL 03(3320)2298  内線 8979 FAX 03(3320)2319 

http://www.jreast.co.jp/hospital/news/kanwa/kanwa-20171208.xlsx


第１日　平成30年1月20日(土）　9時00分～17時30分

開始時間 終了時間 所要時間 研　修　内　容 形　式 会　場 講　師

8:30 9:00 0:30 （受　付）

9:00 9:20 0:20 開会式・プレテスト テスト

9:20 9:25 0:05 緩和ケア研修会の開催にあたって 講義

9:25 10:10 0:45 緩和ケア概論 講義 花岡　一雄

10:10 10:20 0:10 休憩

10:20 11:50 1:30 がん疼痛の評価と治療 講義 橋口 さおり

11:50 12:35 0:45 昼食

12:35 13:20 0:45 つらさの包括的評価と症状緩和 講義 春日　高穂

13:20 13:30 0:10 休憩

13:30 15:00 1:30 がん疼痛事例検討 グループ演習/解説 鈴木　正寛

15:00 15:10 0:10 休憩

15:10 15:55 0:45 消化器症状（嘔気・嘔吐） 講義 里見絵理子

15:55 16:05 0:10 休憩

16:05 16:50 0:45 呼吸困難 講義 田中　桂子

16:50 17:00 0:10 休憩

17:00 17:30 0:30 痛みと放射線治療 講義 後藤　太作

第２日　平成30年1月21日(日）　9時00分～17時10分

開始時間 終了時間 所要時間 研　修　内　容 形　式 会　場 講　師

9:00 9:45 0:45 精神症状(気持ちのつらさ） 講義 神尾　聡

9:45 10:30 0:45 精神症状(せん妄） 講義 朝長　章子

10:30 10:40 0:10 休憩

10:40 12:10 1:30 オピオイドを開始するとき ロールプレイ 春日　高穂

12:10 13:00 0:50 昼食

13:00 14:30 1:30
コミュニケーションロールプレイ
バッドニュースの伝え方

ロールプレイ 福田　倫明

14:30 14:40 0:10 休憩

14:40 15:40 1:00 コミュニケーション講義 講義 福田　倫明

15:40 15:50 0:10 休憩

15:50 16:50 1:00 地域連携と治療・療養の場の選択 講義 吉澤　明孝

16:50 17:10 0:20
閉会挨拶
ポストテスト実施
プレテスト返却および解説（予定）

春日　高穂

がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修会
（JR東京総合病院）　進行表 ※予定

病棟3階第3会議室
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