
 

平成 29年度名古屋第一赤十字病院 

緩和ケア研修会開催のご案内 

 

 

 この度、当院では、がん診療連携拠点病院の事業の一環として、がん診療に携わる医師を対象とした

緩和ケア研修会を開催することとなりました。 

 つきましては、ご興味がある方は奮ってご参加いただきますようお願い申し上げます。 

 

 

■主 催：名古屋第一赤十字病院 

■日 時：平成 29年 8月 26日(土) 9：30～17：35、27日(日) 9:00～17:00 

※ 開始及び終了時間は現時点の予定であり、時間が変更になる可能性があります。 

■場 所：名古屋第一赤十字病院 東棟 2階 内ヶ島講堂 

        〒453-8511 愛知県名古屋市中村区道下町 3-35 

■プログラム：別添のとおり（内容が一部変更されることがあります。） 

■対 象 者：研修医及びがん診療に携わる医師 定員 30人 

■参 加 費：無料。ただし食事代（2日分）として 2,000円を徴収いたします。 

■申 込 期 限：平成 29年 6月 30日（金） 

■申 込 方 法：別紙の参加申込書にご記入の上、下記連絡先の FAXにてお送りください。 

■受 講 決 定：受講の決定は、７月中旬までにお知らせします。受講者の決定は先着順とし、定員に達

した場合は、募集を締め切らせていただきますのでご了承ください。 

■補 足：すべてのプログラムを修了すると、厚生労働省健康局長より修了証が授与されます。申

込後、参加が難しくなった場合には、直ちにご連絡ください。 

また、当研修会は日本医師会生涯教育制度に申請予定です。 

単 位 数：10単位 

 

 

【担当者連絡先】 

〒453-8511 名古屋市中村区道下町 3-35 名古屋第一赤十字病院 総務課 小出、倉島 

TEL:052-481-5111 FAX:052-482-7733 E-mail:sohm_sohm@nagoya-1st.jrc.or.jp 



所　属 氏　名

9:30 9:50 20 受付

9:50 10:00 10 プレテスト プレテスト 名古屋第一赤十字病院 湯浅 典博

10:00 10:10 10 M-1a 緩和ケア研修会の開催にあたって講義 名古屋第一赤十字病院 湯浅 典博

10:10 10:30 20 M-1b アイスブレーキング アイスブレーキング 名古屋第一赤十字病院 湯浅 典博

10:30 11:15 45 M-2a 緩和ケア概論 講義 全人的な緩和ケアについての要点（⑧ア） 名古屋第一赤十字病院 湯浅 典博

11:15 12:00 45 M-2b つらさの包括的評価と症状緩和 講義 苦痛のスクリーニングとその結果に応じた症状緩和 名古屋第一赤十字病院 河合奈津子

12:00 12:45 45 昼食・休憩

14:15 14:25 10 休憩

15:55 16:05 10 休憩

所　属 氏　名

9:00 9:45 45 M-6a 身体症状：呼吸困難 講義 呼吸困難、消化器症状等の身体症状に対する緩和ケア（④） 名古屋第一赤十字病院 青山大輔

9:45 10:30 45 M-6b 身体症状：消化器症状 講義 呼吸困難、消化器症状等の身体症状に対する緩和ケア（④） 名古屋第一赤十字病院 奥野正隆

10:30 10:40 10 休憩

10:40 11:25 45 M-7a 精神症状：気持のつらさ 講義 不安、抑うつ及びせん妄等の精神症状に対する緩和ケア（⑤） 名古屋第一赤十字病院 太田龍朗

11:25 12:10 45 M-7a 精神症状：せん妄 講義 不安、抑うつ及びせん妄等の精神症状に対する緩和ケア（⑤） 名古屋第一赤十字病院 太田龍朗

12:10 12:55 45 休憩・昼食

12:55 13:40 45 M-8 コミュニケーション 講義 がん医療におけるコミュニケーション技術（⑥） 大垣徳洲会病院 間瀬隆弘

15:10 15:20 10 休憩

15:20 15:40 20 M-9c 地域における医療連携 講義 在宅医療・介護の連携 名古屋第一赤十字病院 浅野賢太

15:40 16:40 60 M-9c 地域における医療連携
講義・グループ演習・
ワークショップ

がん患者の療養場所の選択、地域における医療連携、在宅における緩和ケア
（⑧ウ・エ）

ゆうゆう診療所 武藤恵美子

16:40 16:50 10 ふりかえりとポストテスト 名古屋第一赤十字病院 湯浅 典博

16:50 17:00 10 閉会挨拶・修了式

805 テスト時間を含む総講義時間

横山俊彦12:45

14:25 15:55

16:05 17:35

14:15 90 講義
・がん性疼痛の機序、評価及びWHO方式のがん性疼痛治療法を基本とした疼
痛緩和に係る治療計画などを含む具体的なマネジメント方法（①）（②）（⑧イ）

平成29年8月　名古屋第一赤十字病院　緩和ケア研修会プログラム

所要
時間

対応する開催指針の項目
開始
時間

対応する
開催指針の形式

終了
時間

名古屋第一赤十字病院

内　容

90

90

開始
時間

終了
時間

M-4cがん性疼痛事例検討（腎がん）

M-3 がん性疼痛の評価と治療

M-8 コミュニケーション
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15:10

医療用麻薬を処方するときの患者への説明についての演習（③ウ）
ロールプレイ/ワーク
ショップ

がん性疼痛に対する治療と具体的な処方（③ア・イ）
グループ演習/ワーク
ショップ

間瀬隆弘

主担当

大垣徳洲会病院患者への悪い知らせの伝え方についての検討及び演習（⑦ア・イ）ロールプレイ

主担当

第１日目（8月26日、土曜日）

第２日目（8月27日、日曜日）

M-5 オピオイドを開始するとき

横山俊彦名古屋第一赤十字病院

河合奈津子名古屋第一赤十字病院



平成29年８月26日、27日開催

名古屋第一赤十字病院　総務課　倉島　宛

FAX：０５２－４８２－７７３３

歳

年 年

月 日

生年月日

【当院使用欄】 申込日：

厚労省HP上での研修修了者としての氏名の公開 可　/　不可

臨床経験 緩和医療経験

FAX

申込者（受講者と異なる場合に記載ください）

郵便番号

E-mail

住　所

施設　/　自宅

年齢（申込日付）

TEL

受講者氏名

住所区分

名古屋第一赤十字病院 緩和ケア研修会
参加申込書（FAX送信票）

施設名・所属

役　職

専門科

医籍番号

性　別

フリガナ

下記項目に記載の上、FAXにてお申込み下さい（平成29年６月30日締切）。

男　/　女


