秋田県がん診療連携協議会加盟病院等主催

平成２９年度 緩和ケア・がん関連の研修会/勉強会のご案内
※平成２９年７月時点の情報です。日時・内容等は変更になる可能性があります。

大 館 ・ 鹿 角 医 療 圏
主催病院名

実施日時

研修会・勉強会名

未定

もっともっと知ろう緩和ケア

未定

がん診療市民医学講座

内容

実施場所
大館市立総合病院

外来・入院患者を対象とした緩和ケアについて知ってもらう会（全６回）

大館市立総合病院
未定

市民を対象に、様々ながんについて知識を深めてもらう会

問い合わせ先
☎0186-42-5370
地域連携室

能 代 ・ 山 本 医 療 圏
主催病院名

実施日時

研修会・勉強会名

実施場所
能代厚生医療センター
講堂

8月7日（木）

がんサロン

11月（未定）

外来患者向け ワンポイントレッスン

2月（未定）

外来患者向け ワンポイントレッスン

能代厚生医療センター
外来ホール

能代厚生医療センター

未定

緩和ケア市民公開講座

未定

内容

問い合わせ先

栄養科「食事に困ったときのヒント」
リンパ浮腫について

☎0185-52-3111
がん相談支援センター
(内線1127)

緩和ケアについて
未定

秋 田 周 辺 医 療 圏
主催病院名

秋田大学医学部附属病院

秋田厚生医療センター

実施日時
8月31日(木)
14:00～16:30
9月19日(火)
14:00～15:00
9月27日(水)
14:00～15:00
10月26日(木)
14:00～15:00
11月16日(木)
14:00～15:00
11月22日(水)
14:00～15:00
12月5日(火)
14:00～15:00
平成30年2月
（未定）
8月25日（金）
13：00～15：00
9月22日（金）
13：00～15：00
10月14日（土）
10：00～11：30
11月24日（金）
13：00～15：00
12月22日（金）
13：00～15：00
1月26日（金）
13：00～15：0
2月23日（金）
13：00～15：00
3月23日（金）
13：00～15：00
10月19日(木)

研修会・勉強会名
ひだまり教室 （がん相談支援センター主催）
「がん治療に伴う外見の変化に対するサポート」
ひだまり教室 （緩和ケアセンター主催）
「がんによる気持ちのつらさへの対処について知ろう」
ひだまり教室 （がん相談支援センター主催）
「社会保障制度について」
ひだまり教室 （がん相談支援センター主催）
「高額療養費制度について」
ひだまり教室 （がん相談支援センター主催）
「介護保険って知っていますか？」
ひだまり教室 （緩和ケアセンター主催）
「がんの痛みと医療用麻薬について知ろう」
ひだまり教室 （がん相談支援センター主催）
「セカンドオピニオンについて」

市立秋田総合病院

中通総合病院

「がん患者さんが抱える不安や気分の落ち込み」「家族の抱える不安」等（臨床心理士）
「社会保障制度について」（医療ソーシャルワーカー）
院内図書室
「ひだまり」

「高額療養費制度について」（医療ソーシャルワーカー、看護師）

☎018-884-6039(直通）

「介護保険について」（看護師、医療ソーシャルワーカー）

医事課
医療サービス室

｢がんの痛みとは？｣｢緩和ケア｣｢医療用麻薬はどんな薬｣等 （医師/看護師/薬剤師）
「セカンドオピニオンについて」（医師、看護師）
「在宅医療連携外来について」について訪問診療医と訪問看護師のお話しとお話し会

サロン「きずな」

勉強会と患者さん、ご家族の交流会（講師：未定）

サロン「きずな」

勉強会と患者さん、ご家族の交流会 （講師：がん化学療法看護認定看護師）

サロン「きずな」：病院祭

患者さん、ご家族の交流会

サロン「きずな」

秋田厚生医療センター
がん情報コーナー

サロン「きずな」

勉強会と患者さん、ご家族の交流会（講師：感染管理認定看護師）

☎018-880-3001

勉強会と患者さん、ご家族の交流会（講師：未定）

医療福祉相談室

サロン「きずな」

勉強会と患者さん、ご家族の交流会（講師：未定）

サロン「きずな」

勉強会と患者さん、ご家族の交流会（講師：未定）

サロン「きずな」

勉強会と患者さん、ご家族の交流会（講師：未定）

平成２９年度 秋田赤十字病院緩和ケア講演会

秋田赤十字病院
2階多目的ホール
中央市民サービス
センター「センタース」

秋田赤十字病院 市民公開講座

長期療養者の方のための就労支援について（仕事を辞めないための支援、各施設での取り組みなど）
講師：ハローワーク秋田 就労支援ナビゲーター 館岡保子
秋田産業保健総合支援センター 両立支援促進員 高橋めぐみ

・産婦人科医師から子宮頸がんの疫学、検査・診断、治療について
・リンパドレナージセラピストから、術後のリンパ浮腫について

タオル帽子作りの会

・こごみの会の方を講師に、タオル帽子作りを体験

乳がんのお話し

・リンパドレナージセラピストからリンパ浮腫の原因やケアについて講義を行った後に、上肢、
下肢に分かれて、実際にセルフマッサージを体験
・医師から膵臓がんの疫学、検査・診断、治療について
・理学療法士から、術前・術後のリハビリについて
・医師から乳がんの疫学、検査・診断、治療について ・看護師から術後の生活について
・社会福祉士から社会保障制度について

8月5日(土)

抗がん剤治療中の過ごし方

講話と患者さんご家族の交流会 講師：がん化学療法看護認定看護師 嵯峨千春

8月19日(土)

がん診断後！仕事のことをどうしましょうか？

9月2日(土)

がん治療が難しくなったとき～在宅医療やホスピスの紹介から～

実施日時
8月8日(火)
11:00～11:30
9月12日(火)
11:00～11:30
10月10日(火)
11:00～11:30
11月14日(火)
11:00～11:30
12月12日(火)
11:00～11:30
1月9日(火)
11:00～11:30
2月13日(火)
11:00～11:30
3月13日(火)
11:00～11:30

研修会・勉強会名

市立秋田総合病院
講堂（２Ｆ）

膵臓がんのお話し

中通総合病院
西棟７階会議室

☎018-829-5000(代表）
企画調査課

がんの早期発見や予防に関して、がん治療についての内容と併せて講演を行います（詳細未定）

子宮頸がんのお話し

リンパ浮腫のお話し

問い合わせ先

「がん治療に伴う外見の変化に対するサポートについて」（看護師、医療ソーシャルワーカー）

ひだまり教室 （がん相談支援センター主催）
「在宅医療連携外来」「訪問診療医・訪問看護師さんとのお話会」

秋田赤十字病院
11月5日(日)
13:30～15:30
8月23日(水)
13:00～14:30
8月31日(木)
13:00～14:30
9月21日(木)
13:00～14:30
10月27日(金)
13:00～14:30
11月16日(木)
13:00～14:30

内容

実施場所

講話と患者さんご家族の候仲介 講師：医療福祉相談員 塩谷行浩
講話と患者さんご家族の交流会 講師：緩和ケア認定看護師 舩水裕子

☎018-823-4171(代表）
緩和ケアチーム 石川

☎018-833-1122
（病院代表）
相談支援センター
平日14時～16時

由 利 本 荘 ・ に か ほ 医 療 圏
主催病院名

由利組合総合病院

本荘第一病院

内容

実施場所

サロン｢おひさま｣専門家による学習会

がんの治療薬について（講師：薬剤師）

サロン｢おひさま｣専門家による学習会

皮膚障害について（講師：化学療法室看護師）

サロン｢おひさま｣専門家による学習会

困っていませんか～治療中の食事について～（講師：管理栄養士）

サロン｢おひさま｣専門家による学習会
サロン｢おひさま｣専門家による学習会

由利組合総合病院
がん相談支援センター

がん治療と口腔ケアについて（講師：歯科医師）

☎0184-27-1200（代表）

がんと共に自宅で過ごすについて（講師：医師）

がん相談支援センター

サロン｢おひさま｣専門家による学習会

医療費と社会資源について（講師：医療ソーシャルワーカー）

サロン｢おひさま｣専門家による学習会

「アドバンス・ケア・プランニング」って何ですか？（講師：緩和ケア認定看護師）

サロン｢おひさま｣専門家による学習会

リンパ浮腫について（講師：理学療法士）

9月（予定）

患者支援教室 ｢オストメイト研修会｣

オストメイト交流会・講演会

10月7日(土)

がん大学

がんに関するあれこれを一緒に学ぶ

12月2日(土)

がん大学

2月3日(土)

がん大学

がんに関するあれこれを一緒に学ぶ

3月3日(土)

がん大学

がんに関するあれこれを一緒に学ぶ

本荘第一病院
８階 研修センター

問い合わせ先

☎0184-22-0111（代表）

がんに関するあれこれを一緒に学ぶ

がん相談窓口

横 手 医 療 圏
主催病院名
平鹿総合病院

実施日時
8月26日(土)

研修会・勉強会名

さろんバンビ（乳がん患者対象）

内容

実施場所
平鹿総合病院
会議室

アドバンス・ケア・プランニング、最新の乳がん治療について

問い合わせ先
☎0182-32-5121（代表）
がん相談支援センター
（内線5984）

湯 沢 ・ 雄 勝 医 療 圏
主催病院名

雄勝中央病院

実施日時
10月7日（土）
14：00～16：00
3月（未定）

研修会・勉強会名

内容

実施場所

市民公開講座 「湯沢・雄勝医療講演会」

湯沢文化会館

「この２０年間の大腸癌治療の進歩」・「賢くがんとつきあう方法」 講師：平塚市民病院 消化器外科部長 山本聖一郎
「雄勝中央病院のがん治療について」 講師：雄勝中央病院 外科科長 中津敏允
「あなたらしく生きるための緩和ケア～雄勝中央病院での取り組み～」 講師：雄勝中央病院 緩和ケア認定看護師 田村智美

サロン おがち

雄勝中央病院

がんサロン

【秋田県がん診療連携協議会 緩和ケア・教育研修部会 作成】

問い合わせ先

☎0183-73-5000（代表）
がん相談支援センター

