
院内 院外 合計

 が ん の 勉 強 会
場所：高知県立幡多けんみん病院 大会議室

参加者数

高知大学医学部
皮膚科       高田 智也

高知県立幡多けんみん病院
                                 外科         尾崎 信三

高知県立幡多けんみん病院
放射線科         片岡 優子

高知県立幡多けんみん病院
 薬剤科          間 俊男

高知県立幡多けんみん病院
外来治療室        桑原 由美

高知医療センター
腫瘍内科            辻 晃仁

高知県立幡多けんみん病院
外科         秋森 豊一

高知県立幡多けんみん病院
泌尿器科         香西 哲夫

国家公務員共済組合連合会 斗南病院
外科         北条 秀司

高知県立幡多けんみん病院
産婦人科         濱田 史昌

高知県立幡多けんみん病院
緩和ケア支援室         大家 千晶

高知県立幡多けんみん病院
栄養科         井上 那奈

高知県立幡多けんみん病院
外科         上岡 教人

高知県立幡多けんみん病院
臨床検査科         宮崎 純一

四国がんセンター
精神科         大中 俊宏

日時 内容 講師

第１回 2010.07.02 化学療法における皮膚障害 43名 9名 52名

第２回 2010.08.20 乳がんの診断・治療について 71名 6名 77名

第３回 2010.09.10 がんの放射線治療について 38名 11名 49名

第４回 2010.10.15
化学療法―薬剤師の立場から

50名 15名 65名
化学療法―看護師の立場から

第５回 2010.11. 9 がん化学療法up to date 57名 19名 76名

第６回 2010.12.10 胃がんの治療について 33名 17名 50名

第７回 2011.01.14 前立腺がんについて 41名 13名 54名

第８回 2011.02.04 お腹に傷がない手術 46名 8名 54名

第９回 2011.04.22 子宮頚がんについて 53名 18名 71名

第10回 2011.05.13 緩和ケアについて 26名 17名 43名

第11回 2011.06.10 がんの栄養 19名 20名 39名

第12回 2011.07.15 大腸がんについて 39名 12名 51名

第13回 2011.08.19 がんの病理 30名 8名 38名

第14回 2011.09.16 がん患者および家族への精神的ケア 54名 26名 80名



院内 院外 合計

参加者数
日時 内容 講師

四万十市立市民病院
外科         石井 泰則

川崎医科大学付属病院
臨床腫瘍科         山口 佳之

高知県立幡多けんみん病院
脳神経外科         細田 英樹

高知大学医学部
血液・呼吸器内科         池添 隆之

高知県立幡多けんみん病院
看護部西６病棟         北原 一輝

高知県立幡多けんみん病院
薬剤科         藤近 拓弥

松山赤十字病院
肝臓・胆のう・膵臓内科         上甲 康二
高知県立幡多けんみん病院

                  皮膚科            藤岡 愛
高知県立幡多けんみん病院

                    外科          上村 直
高知県立幡多けんみん病院

泌尿器科         香西 哲夫
神戸市立医療センター中央市民病院

腫瘍内科            辻 晃仁
高知県立幡多けんみん病院

産婦人科         濱田 史昌
高知県立幡多けんみん病院

理学療法科         山本 涼子
高知県立幡多けんみん病院

放射線室         渕上 伸一
高知県立幡多けんみん病院

消化器科          森澤 憲
高知医療センター

消化器外科         岡林 雄大
高知大学医学部

泌尿器科         井上 啓史

第15回 2011.10.14 肺がんについて 34名 34名 68名

第16回 2011.11.04 転移性大腸がん 化学療法について 44名 8名 52名

第17回 2011.12.09 脳腫瘍について 27名 12名 39名

第18回 2012.01.17 血液がんの最近の治療 35名 8名 43名

第19回 2012.02.17
抗がん薬の安全な取り扱いについて

38名 9名 47名
がんに使用するお薬について

第20回 2012.03.16 肝細胞がんについて 46名 9名 55名

第21回 2012.04.20 皮膚がんについて 51名 8名 59名

第22回 2012.05.18 膵がんについて 42名 9名 51名

第23回 2012.06.15 腎臓がんについて 38名 10名 48名

第24回 2012.07.20 大腸がん化学療法と有害事象マネージメント 46名 13名 59名

第25回 2012.09.07 卵巣がんについて 44名 4名 48名

第26回 2012.10.12
がんのリハビリテーション

21名 9名 30名
放射線治療について

第27回 2012.11.16 がんの内視鏡的治療 38名 0名 38名

第28回 2013.01.11 肝胆膵がんの外科治療の最前線 44名 4名 48名

第29回 2013.02.15 光力学技術を用いた対癌新戦略 31名 1名 32名



院内 院外 合計

参加者数
日時 内容 講師

高知県立幡多けんみん病院
臨床検査科         中村 寿治

高知県立幡多けんみん病院
 耳鼻咽喉科         横畠 悦子

高知県立幡多けんみん病院
 整形外科         北岡 謙一

高知県立幡多けんみん病院
 医療相談室          細川 梓

愛媛大学医学部
臨床腫瘍科        薬師神 芳洋

高知県立幡多けんみん病院
外科         秋森 豊一

普通の放射線治療装置でもここまで治る 癌研究会有明病院

～がん研究会有明病院の経験～ 放射線治療科         小口 正彦

高知県立幡多けんみん病院
ＷＯＣ相談室       山口 香恵

高知県立幡多けんみん病院
看護部西４病棟      鈴木 愛

西６病棟における抗がん剤投与マニュアル作成の経過報告 高知県立幡多けんみん病院

～院内統一の抗がん剤投与マニュアル作成に向けて～ 看護部西６病棟       北原 一輝

高知県立幡多けんみん病院
看護部ＩＣＵ       池 真祐実

川崎医科大学付属病院
臨床腫瘍科         山口 佳之

高知県立幡多けんみん病院
診療情報管理室       加藤 真一

高知大学医学部
臨床腫瘍・低侵襲治療学         小林 道也

安全に外来化学療法を行うために 徳島赤十字病院

～薬剤師にできること～ 薬剤科       組橋 由記

第30回 2013.03.15 がん細胞と細胞診断 21名 3名 24名

第31回 2013.04.12 喉頭がんについて 48名 5名 53名

第32回 2013.05.10 転移性骨腫瘍の注意点 53名 4名 57名

第33回 2013.06.07 がん相談支援室の役割 23名 11名 34名

第34回 2013.07.12 がん化学療法と地域と人、そして今思うこと 27名 8名 35名

第35回 2013.09.13 食道がんについて 36名 5名 41名

第36回 2013.10.11 47名 5名 52名

がん患者の褥瘡ケア

西４病棟のがん看護

がん患者さんの状態変化時の電話対応について

第38回 2014.01.10 がんの免疫療法 45名 12名 57名

第39回 2014.02.14 がん登録について 22名 2名 24名

第40回 2014.03.07 腹腔鏡手術の最前線 43名 3名 46名

第41回 2014.04.11 43名 3名 46名

第37回 2013.11.15 37名 8名 45名



院内 院外 合計

参加者数
日時 内容 講師

高知県立幡多けんみん病院
看護部東６病棟       野中 亜美

高知県立幡多けんみん病院
              看護部東４病棟       時久 佳代

            退院調整室      伊吹 奈津恵
         緩和ケア支援室         大家 千晶

高知県立幡多けんみん病院
                           看護部東５病棟       大石 真知

高知県立幡多けんみん病院
                          泌尿器科        大河内 寿夫

高知大学医学部
                             皮膚科         高田 智也

サンスター株式会社 
                       歯科衛生士         辻本 好恵

国立長寿健康センター
緩和ケア認定看護師      横江 由里子

高知県立幡多けんみん病院
             放射線室     渕上 伸一

              看護部外来       平田 文子
              看護部東５病棟       鈴木  愛

ピアサポート虹の会
                                会長      山地 ひろみ

患者さん・ご家族に学ぶ 高知県立幡多けんみん病院
～患者会・がんサロンを通じて～                  緩和ケア支援室       大家 千晶

高知県立幡多けんみん病院

              薬剤科        間 俊男

高知県立幡多けんみん病院
                            栄養科       井上 那菜

高知医療センター

              腫瘍内科         島田 安博

高知県立幡多けんみん病院
外科     秋森 豊一

 埼玉医科大学国際医療センター
精神腫瘍科       大西 秀樹

ターミナル期の患者・家族の残された時間

終末期 腎臓がん患者を支える看護

看取りの看護

第43回 2014.06.13 膀胱がんについて 33名 6名 39名

第44回 2014.07.18 化学療法における皮膚障害のマネジメント 27名 5名 32名

第45回 2014.09.12 口腔管理 29名 21名 50名

第46回 2014.10.10 エンド・オブ・ライフ・ケア 30名 4名 34名

第47回 2014.11.14 放射線治療について 35名 5名 40名

第48回 2015.01.16 患者になって知ったこと、思ったこと 27名 20名 47名

第49回 2015.02.13 29名 8名 37名
抗がん剤による悪心・嘔吐をどのようににして予防・

治療するか

ＱＯＬを支える食事

第50回 2015.03.13
治療ガイドラインに書かれていること、書かれていな

いこと
42名 7名 49名

第51回 2015.04.10 胃がんについて 47名 6名 53名

第52回 2015.05.08 がん患者さんの「心の悩み」治療法 51名 19名 70名

第42回 2014.05.09 50名 24名 74名



院内 院外 合計

参加者数
日時 内容 講師

高知県立幡多けんみん病院
医療相談室    楠永 いのる

亀田総合病院
リハビリテーション室     近藤 絵美

がん専門薬剤師として取り組んでいること 住友別子病院

～薬剤師はどこまでチーム医療に介入できるか～ 緩和薬物療法認定薬剤師         矢野 琢也

高知県立幡多けんみん病院
耳鼻咽喉科         青井 二郎

高知県立幡多けんみん病院
脳神経外科     野島 祐司

NPO法人愛媛がんサポートおれんじの会
              理事長     松本 陽子

高知県立幡多けんみん病院
              西４病棟看護師    森田 詩穂里
              東４病棟看護師       山口 信也

高知県立幡多けんみん病院
              東５病棟看護師       實藤 麻由
              東６病棟看護師        濱田 綾

高知県立幡多けんみん病院
            外来治療室        上杉 薫

高知県立幡多けんみん病院
              東５病棟看護師     文野 由香

がん診療における医科歯科連携 高知大学医学部

手術・化学療法の前に口腔ケアをやっていますか？            歯科口腔外科学講座       笹部 衣里

四万十市立市民病院
                 外科     石井 泰則

高知大学医学部
         外科学講座外科１        並川  努

がんと病理検査 ～病理検査って何？～ 高知県立幡多けんみん病院

どうやって診断してるの？ 技師目線で解説します 臨床検査科         中村 寿治

訪問看護ステーションのぞみ
                 所長         田中 美保

高知県立幡多けんみん病院
耳鼻咽喉科         青井 二郎

第53回 2015.07.10 がん患者さんと社会資源 26名 7名 33名

第54回 2015.08.14 病期に応じたがんのリハビリテーション 32名 9名 41名

第55回 2015.09.11 22名 7名 29名

第56回 2015.10.09 頭頸部悪性腫瘍の治療とＱＯＬ 39名 2名 41名

第57回 2015.11.13 トル－ソ－症候群について 43名 1名 44名

第58回 2016.01.08 より良いがん医療のために～患者からのメッセージ～ 35名 15名 50名

トータルペインについて ～アセスメントの重要性～

がん看護せん妄ケアコースを受講して                 

～せん妄とは？ その対処法とは？～

悪心・嘔吐

がん患者の退院支援

第60回 2016.03.11 肺がんの診断と治療 28名 8名 36名

第61回 2016.04.08 胃悪性腫瘍に対する新規診断治療法の取り組み 33名 8名 41名

第62回 2016.05.13 34名 6名 40名

第63回 2016.06.10 在宅医療連携で支える緩和ケアから看取りまで 47名 43名 90名

第64回 2016.07.08 甲状腺悪性腫瘍 26名 6名 32名

第59回 2016.02.12 72名 13名 85名



院内 院外 合計

参加者数
日時 内容 講師

最近、ちょっと いやいやすごーく気になる身近な病気 細木病院

乳がんの話 外科         尾崎 信三

高知県立幡多けんみん病院
皮膚科         寺石 美香

宝塚市立病院
チャップレンカウンセラー     沼野 尚美

抗がん剤の安全な取り扱い 高知県立幡多けんみん病院

～抗がん剤の曝露対策～               外来治療室       谷岡 梅香

高知県立幡多けんみん病院
              東６病棟看護師          濱田 綾

高知県立幡多けんみん病院
              西５病棟看護師       柴岡 美里

高知県立幡多けんみん病院
              西６病棟看護師     加用 明子

高知県立幡多けんみん病院
              入退院支援センター     前田 樹里

高知県立幡多けんみん病院
外科     金川 俊哉

前立腺がん 高知県立幡多けんみん病院

～その特徴、診断、治療をPSA検診からda Vinciまで～ 泌尿器科      島本 力

高知県健康政策部 健康対策課
課長補佐     山崎 千夏

高知大学医学部付属病院 
がん治療センター     前田 広道

高知県立幡多けんみん病院
              薬剤科     宮村 憲明

香川大学医学部 
              臨床腫瘍学       辻  晃仁

化学療法曝露対策について 高知県立幡多けんみん病院

～薬剤投与から在宅まで～               外来治療室     桑原 由美

高知大学医学部付属病院 
外科2    穴山 貴嗣

高知大学医学部付属病院 
病理診断部     弘井 誠

第65回 2016.09.09 70名 18名 88名

第66回 2016.10.14 がん治療と外用薬 31名 0名 33名

第67回 2016.12.09 末期がん患者の心のケア 33名 15名 48名

がん放射線看護

緩和ケアにおける非薬物療法

せん妄 治療とケア

退院支援・在宅療養支援のプロセスとアセスメント

第69回 2017.02.10 がん診療における感染症 32名 6名 38名

第70回 2017.03.03 24名 5名 29名

第71回 2017.04.14 がん対策の取り組みについて 27名 3名 30名

第72回 2017.05.12 外科的立場からみた大腸がん 36名 8名 44名

第73回 2017.06.23 緩和医療で使われる薬を整理する 34名 12名 46名

第74回 2017.08.04 がん治療の夜明け ～新たな薬剤の導入～ 29名 8名 37名

第75回 2017.09.08 27名 1名 28名

第76回 2017.10.13 肺がんについて ～その小さな影をどう扱うか？～ 29名 3名 30名

第77回 2017.11.15 消化管リンパ腫 35名 3名 38名

第68回 2017.01.13 41名 3名 44名



院内 院外 合計

参加者数
日時 内容 講師

高知県立幡多けんみん病院
              東５病棟看護師          崎村 麻子

高知県立幡多けんみん病院
              西６病棟看護師       上田 三智代

高知県立幡多けんみん病院
                            入退院支援センター       眞邊 美香

高知医療センター
消化器外科         岡林 雄大

がんのリハビリテーション 高知県立幡多けんみん病院

～がんリハの概要とリンパ浮腫治療について～ リハビリテーション室         山本 涼子

皮膚・排泄ケア認定看護師の役割 高知県立幡多けんみん病院

～ストーマケアから日常生活への援助～ WOC相談室         山口 香恵

高知大学医学部付属病院 

         外科学講座外科１        杉本 健樹

四国がんセンター
         副院長（呼吸器外科）       山下 素弘

がん患者、家族が相談したいこと 高知大学医学部付属病院 

～がん相談支援センターの活動を通して～         がん相談支援センター       前田 英武

高知大学医学部付属病院 
        乳がん看護認定看護師       藤原 キミ

高知県立幡多けんみん病院
        産婦人科生殖医療部長       泉谷 知明

高知県立幡多けんみん病院
        入退院センター       文野 由香

グリーンハーツ訪問看護ステーション四万十
        所長       井村 由美

第78回 2017.12.08

がん化学療法看護コース

38名 2名 40名緩和ケアコース 

がん患者の退院支援・在宅療養コース

第79回 2018.01.12 肝臓外科の最前線 24名 5名 29名

第80回 2018.02.09 24名 8名 32名

第81回 2018.04.13 18名 7名 25名

第82回 2018.05.11
乳癌治療の今昔、そして、これからどう変わっていく

か
42名 10名 52名

第83回 2018.06.08 がん治療と補完代替療法について 25名 9名 34名

第84回 2018.07.13 34名 1名 35名

第85回 2018.09.14 知っとこ！乳がんのこと 20名 3名 23名

第86回 2018.10.22 遺伝性腫瘍とがんゲノム診療 26名 1名 27名

第87回 2018.11.09 がん患者の退院支援・訪問看護の現状 24名 4名 28名


