
独立行政法人国立病院機構京都医療センター 

第８回京都緩和ケア研修会開催のご案内 
 
 

 厚生労働省のがん対策推進基本計画では、がん診療に携わる全ての医師が基本的な緩和ケ
アを理解し、知識と技術を習得することを目標とし、「緩和ケア研修会」を修了することが
求められています。特にがん診療連携拠点病院では、1)がん患者の主治医や担当医となる者
の９割以上の受講、2)初期臨床研修２年目から初期臨床研修修了後３年目までの全ての医師
の受講が要件になっています。これを受けて当院では前年度に引き続き、下記のとおり「第
８回京都緩和ケア研修会」を開催いたします。本研修会に参加された方には厚生労働省、京
都府より「修了証」が交付されます。また、本研修会は「がん性疼痛緩和指導管理料」「が
ん患者指導管理料」等の施設基準の算定要件となっています。 
 内容は、日本緩和医療学会が厚生労働省の委託を受けて開発した、「緩和ケアおよび精神
腫瘍学の基本教育に関する指導者研修会」および「がん診療に携わる医師に対する緩和ケア
研修会」を組み込んだ教育プログラムである、「日本緩和医療学会 PEACEプロジェクト」に
準拠しています。 
 研修では誰にでもわかる研修を目指して、多彩な講師・ファシリテーターの方々のご協力
をいただけることになりました。 
 ２日間にわたる長時間の研修ですが、密度の濃い内容となるはずです。研修医をはじめ経
験豊富な先生方、また、地域でご活躍の開業医の方々まで多くのご参加をお待ちしています。 
 なお、２日間を通じての連続性のある内容ですが、研修区分単位での受講も可能です。  
 

記 
 

主  催  独立行政法人国立病院機構京都医療センター   
 

 日  程  平成 27年 10月 31日(土)  8:30～17:30 (研修区分 Ａ、Ｂ） 
       平成 27年 11月  1日(日)  8:30～17:30 (研修区分 Ｃ、Ｄ） 
        （各日とも 8:30から受付開始）                  
 
 会  場  独立行政法人国立病院機構 京都医療センター  

地域医療研修センター(多目的ホール) 
 
 募集人員  がん診療に携わる医師 36名  (事前登録が必要です) 
       医師以外のメディカルスタッフ 若干名 
 
 参 加 費 2,000円(昼食費用として 1,000円×2日分) 
 
 内  容  講義・ワークショップ・ロールプレイ等(がん性疼痛などの身体症状 
       および精神症状の緩和ケア、コミュニケーション技術 
 
 申込方法  (1) 別添の申込用紙に記入の上，ＦＡＸにてご送付下さい。 
          ＦＡＸ ： （０７５）６４３－４３２５ 
  
 申込期限  平成 27年 10月 16日(金)必着（ただし、定員になり次第締め切らせていただきます。） 
 
 注  意  (1) できる限り、各施設にて取りまとめのうえ、お申し込み下さい。    
       (2) 定員に達し次第、締め切ります。また、希望者多数の場合は、 
          人数調整をさせていただきます。 
       (3) 遅刻および途中退席等の場合、修了証書は発行致しません。 
       (4) 医師以外のメディカルスタッフの方々の参加もお待ちしています。         

 
連 絡 先  〒612-8555 京都市伏見区深草向畑町１－１ 

独立行政法人国立病院機構 京都医療センター  
緩和ケア研修会開催事務局（企画課 西川）    
ＴＥＬ ０７５－６４１－９１６１(代表) 

     e-mail ynishika@kyotolan.hosp.go.jp                          



研修
区分

開始
時間

終了時
間

所要
時間

研修項目等 会場 担当

8:30 9:00 30 受付け、プレテスト 多目的ホール 久保

9:00 9:20 20 M1a 開会・開催にあたって 多目的ホール 久保

9:20 10:00 40 M2a 緩和ケア概論-患者の視点を取り入れ
た全人的なケアを目指して

多目的ホール 下山

10:00 10:10 10 休憩

10:10 10:55 45 M2b つらさの包括的評価と症状緩和 多目的ホール 坂下

10:55 11:05 10 休憩

11:05 12:15 70 M3 がん疼痛の評価と治療 多目的ホール 石田

12:15 12:25 10 休憩

12:25 13:00 35 放射線治療・口腔ケア 多目的ホール 荒木・下郷

13:00 13:45 45 昼食（後に席並べ） 多目的ホール

13:45 14:00 15 M-1b アイスブレーキング　 多目的ホール 清水

14:00 15:30 90
M-4a がん疼痛事例検討(グループワーク) 多目的ホール 清水

15:30 15:40 10 休　憩

15:40 17:10 90 M-5 オピオイドを開始するとき(ロールプレ
イ)

多目的ホール 小山

17:10 17:30 20 ふりかえりとポストアンケート 多目的ホール

8:30 9:00 30 受付け、プレテスト 多目的ホール 土屋・久保

9:00 9:30 30 呼吸困難感 多目的ホール 坂本

9:30 10:00 30 消化器症状 多目的ホール 江坂

10:00 10:10 10 休憩

10:10 10:50 40 M-7a 精神症状(気持ちのつらさ) 多目的ホール 西原

10:50 11:30 40 M-7b 精神症状(せん妄) 多目的ホール 長内

11:30 11:45 15 休憩と席替え

11:45 12:45 60 M-9 地域連携と治療・療養の場の選択 多目的ホール 土屋

12:45 13:30 45 昼食 多目的ホール 川西

13:30 13:45 15 アイスブレーキング　 多目的ホール 小室

13:45 15:45 120 M-8 コミュニケーションロールプレイ 多目的ホール 小室

15:45 15:55 10 休憩

15:55 16:55 60 M-8 コミュニケーション講義 多目的ホール 小室

16:55 17:25 30 ふりかえりとポストアンケート/ポストテスト 多目的ホール 土屋・久保

Ｄ

Ｃ

B

平成27年11月1日(日)

タ イ ム テ ー ブ ル （案）

平成27年10月31日(土)

Ａ



FAX送信先　０７５－６４３－４３２５ 独立行政法人国立病院機構京都医療センター
緩和ケア研修会開催事務局行(企画課・西川)

独立行政法人国立病院機構京都医療センター　第８回 京都緩和ケア研修会　参加申込書
（申込期限：平成27年10月16日(金)必着まで）

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

臨床経験年
数

緩和医療
経験年数

連絡先（電話番号）
医籍登録番号
（医師のみ）

氏名及び所属を公開す
ることの本人の同意

年 年

※　すべての単位（研修区分Ａ～Ｄ）を取得された受講者には、医師については厚生労働省健康局長と京都府知事の連名による修了証書、その他の
　　　職種については京都府知事による修了証書が交付されます。

※　京都府内で実施している緩和ケア研修会は単位制となっております。京都府内で実施されている緩和ケア研修会から都合に合わせて単位を取得
　　　することが可能です。（但し、単位の有効期限は２年間となっておりますのでご注意下さい）
　　　他施設の研修会については京都府のホームページで確認してください。http://www.pref.kyoto.jp/gan/kenshuu.html

※　氏名及び所属の公開について・・・同意を得られた場合で、全ての研修（単位）修了された受講生の氏名・所属が厚生労働省のホームページで公開
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　されることになります。

【重要】　申込期限は平成27年10月16日(金)必着としておりますが、定員になり次第締め切らせていただきますのでご了承願います。

施設名

所在地

氏　　　名
(修了証書で使用しますので楷書でお願いします。)

フリガナ 職種 所属主要診療科

参加を希望される研修区分に
○を記入してください。

1日目(10/31) ２日目(11/1)

Ｅ－ｍａｉｌ
（研修会案内をメールで行う予定です。）

←同意する場合は○
　不同意の場合×



【京都緩和ケア研修会　会場案内図】

★病院までのアク セス
・ 京阪電車ご利用の場合 　 京阪電鉄「 藤森駅」 下車徒歩8分

・ 近鉄電車ご利用の場合

・ JRご利用の場合 　 京都駅から JR奈良線「 藤森駅」 下車徒歩12分

　 京都駅から JR奈良線｢東福寺」 下車、 京阪電車に乗り 換え、 ｢藤森駅｣下車徒歩8分

・ 自動車を ご利用の場合 　 名神高速道路の京都南イ ンタ ーから 7分

  阪神高速８ 号京都線の城南宮南出口・ 城南宮北出口から ７ 分

★会場へのアク セス 　救急夜間入口から病院内へ入っていただき、
　　のエレベーターで４階までお上がりください。

　 JR東海道新幹線または東海道本線「 京都駅」 下車、 近鉄電車に乗り 換え、 「 丹波橋駅」 で京阪電車に
  乗り 換え「 藤森駅」 下車徒歩8分

　ブルーの矢印

正面玄関 

救急夜間入口 

休日締め切り 
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