緩和ケア普及啓発に関する活動報告書
提出日

平成 29 年 4 月

10 日

緩和ケア普及啓発活動についての報告
実施団体
秋田県がん診療連携協議会

緩和ケア・教育研修部会

企画名
平成 28 年度 緩和ケア・がん関連の研修会/勉強会のご案内
事前告知、募集の方法について(ポスター、チラシの配布など)
県内 52 施設へポスター配布

秋田県がん診療連携協議会ホームページへの掲載など

当日の実施内容について
日 時 (期 間 )

別紙ポスター参照

実 施 場 所

別紙ポスター参照

参 加 人 数

合計 452 名

具体的な実施内容：
秋田県内のがん診療連携拠点病院等で開催する緩和ケア・がん関連の研修会の冒頭にお
いて、本動画を放映し、参加者へ「緩和ケア＝終末期」ではないことを正しく知ってもら
う。

効果について(アンケートの結果など)
「緩和ケアはがんと診断された時から受けられる医療」であると正しく回答したのは、動
画視聴前後で 66.3％⇒88％へと増加した。
「緩和ケアは終末期のみ受けられる医療」であると誤って回答したのは、動画視聴前後で
24.9％⇒5.5％へと減少した。

その他報告

※公式ホームページ（緩和ケア.net）への掲載について
( 掲載してもよい ・

掲載しないでほしい )

秋田県がん診療連携協議会加盟病院等主催

平成２８年度 緩和ケア・がん関連の研修会/勉強会のご案内
※平成２８年８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

大館市立総合病院

実施日時
9月7日(水)
11:00～12:00
9月23日(金)
11:00～12:00
10月5日(水)
11:00～12:00
10月19日(水)
11:00～12:00
11月2日(水)
11:00～12:00
11月16日(水)
11:00～12:00
11月12日(土)
14:00～

研修会・勉強会名

問い合わせ先

実施場所

内容

もっともっと知ろう緩和ケア2016

緩和ケアって何？・家族のつらさを和らげよう

もっともっと知ろう緩和ケア2016

身体の痛みを和らげよう・医療用麻薬って何？

もっともっと知ろう緩和ケア2016

☎0186-42-5370
Fax：0186-42-5367

もっともっと知ろう緩和ケア2016

院内ギャラリー

放射線治療と化学療法

相談支援センター
MSW古家

もっともっと知ろう緩和ケア2016

気持ちのつらさを和らげよう

リンパ浮腫のケア・がんリハビリテーション

もっともっと知ろう緩和ケア2016

がん療養における食事・社会保障制度
クラウンパレス
秋北

がん診療市民医学講座

胃がんに関する負担の少ないがん治療について内視鏡治療の最前
線を中心に講演します

能 代 ・ 山 本 医 療 圏
主催病院名
能代厚生医療センター

実施日時
研修会・勉強会名
2月10日(金) ワンポイントレッスン｢緩和ケアとは｣
10:00～10:15
2月24日(金) ワンポイントレッスン｢緩和ケアとは｣
10:00～10:15

問い合わせ先
☎0185-52-3111(内:1127)
がん相談支援センター

実施場所

内容

待ち時間を利用し、受診患者に向けた「緩和ケア」のお話
当院
エントランスホール
待ち時間を利用し、受診患者に向けた「緩和ケア」のお話

秋 田 周 辺 医 療 圏
主催病院名

秋田大学医学部附属病院

市立秋田総合病院

秋田赤十字病院

実施日時
9月8日(木)
14:00～15:00
9月13日(火)
14:00～15:00
9月24日(土)
14:00～16:30
10月4日(火)
14:00～15:00
11月15日(火)
14:00～15:00
11月17日(木)
14:00～15:00
1月17日(火)
14:00～15:00
2月9日(木)
14:00～15:00
3月(未定)
14:00～15:00
9月15日(木)
13:00～14:30
10月20日(木)
13:00～14:30
11月17日(木)
13:00～14:30

研修会・勉強会名

問い合わせ先

実施場所

がんの痛みの治療教室
｢がんによる気持ちのつらさ(臨床心理士編)｣

がん患者就労支援シンポジウム
がんの痛みの治療教室｢緩和ケアとは｣
がんの痛みの治療教室｢からだのつらさ｣

☎018-884-6039(直通）
医事課医療サービス室

ひだまり教室 ｢セカンドオピニオン｣
がんの痛みの治療教室
｢がんによる気持ちのつらさ(臨床心理士編)｣

ひだまり教室｢在宅往診医とのお話会｣
がんの痛みの治療教室
｢がんによる気持ちのつらさ(精神科医師編)｣

がんサポート教室｢前立腺がんのお話し｣
がんサポート教室｢乳がんのお話し｣

☎018-823-4171(代表）
緩和ケアチーム 石川

緩和ケアチームの医師が｢緩和ケアとは｣をテーマにお話しします
院内図書室
「ひだまり」

緩和ケアチーム医師/看護師/薬剤師が｢がんの痛みとは？痛い時はどうす
ればいい？｣｢緩和ケア｣｢医療用麻薬はどんな薬｣等についてお話しします
がん相談支援センターの医師・看護師が｢セカンドオピニオン｣についてお話
しします
緩和ケアチームの臨床心理士が、｢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｣等についてお話しします
がん相談支援センターの看護師・社会福祉士、および在宅医療連携外来担
当の在宅往診医とのお話し会を行います
緩和ケアチームの精神科医師が、｢がん治療に関わる精神的症状｣
｢家族の抱える不安｣などについてお話しします
医師：前立腺がんの疫学、症状、検査・治療、放射線技師：放射線治療につ
いて、看護師：術後の排尿障害に伴うセルフケア
市立秋田総合病院 医師：初期の自覚症状や検査・診断・治療方法
MSW：治療中に受けられる社会保障制度

がんサポート教室｢乳がんの治療と生活｣

11月6日(日) 秋田赤十字病院市民公開講座
13:30～15:30
－がん治療の最前線９－

内容
がん相談支援センター社会福祉士・看護師が｢介護保険制度｣についてお
話しします
緩和ケアチーム臨床心理士が｢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｣等についてお話しします
県内がん患者・家族の就労に関して抱える様々な課題やニーズを地域住
民、自治体、企業、医療機関等、社会全体での共有を目的として行います

ひだまり教室 ｢介護保険制度｣

医師：治療選択の考え方や乳房再建、看護師：治療に伴うケア
☎018‐829-5000(内:2061)
企画調査課(平日9時-17時)

秋田県
総合保健センター 医師、薬剤師が当院におけるがん治療の現状について講演します

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

実施日時
9月17日(土)
12:00～13:20
9月20日(火)
11:00～11:30
10月18日(火)
11:00～11:30
11月15日(火)
11:00～11:30
12月20日(火)
11:00～11:30
1月17日(火)
11:00～11:30
2月14日(火)
11:00～11:30
3月14日(火)
11:00～11:30
9月2日(金)
13:00～15:30
10月1日(土)
10:00～12:00
11月5日(土)
10:00～12:00

研修会・勉強会名
がん検診市民公開講座

問い合わせ先

実施場所

内容

由利本荘文化交流館
ブース設置による出張相談
カダーレ

もっと自分の体に興味をもとう～がん検診を受けませんか～

サロン｢おひさま｣専門家による学習会

がんと薬について（講師：薬剤師）

サロン｢おひさま｣専門家による学習会

口腔ケアの大切さについて（講師：歯科医師）

サロン｢おひさま｣専門家による学習会

☎0184-27-1200（代表）

サロン｢おひさま｣専門家による学習会

がん相談支援センター

手術後や治療中の食事について（講師：管理栄養士）
由利組合総合病院 がんと共に自宅で過ごすということについて（講師：緩和ケアチーム医
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

医療費や福祉サービスについて(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

緩和ケアって？（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

手術後のリンパ浮腫予防のセルフケアについて(講師:作業療法士)

患者支援教室 ｢オストメイト研修会｣

緩和ケアとは？ 緩和ケア活動の実際と利用法

☎0184-22-0111（代表）
8F研修ホール

がん大学

がん相談窓口

がん大学

開校式、がんの基礎、緩和ケアの基礎
がんの各論、緩和ケアの実例紹介

大 仙 ・ 仙 北 医 療 圏
主催病院名
大曲厚生医療センター

実施日時

研修会・勉強会名

3月25日(土)
大仙仙北地域緩和ケア市民公開講座
13:30～16:00

問い合わせ先
☎0187-63-2111（代表）
総務管理課 大川

実施場所

内容

大曲市民会館
小ホール

一般市民向けに緩和ケアチーム、緩和ケア外来、緩和ケア病棟での
緩和ケアの実際を紹介します

実施場所

内容
治療後の後遺症に対して、患者さんが自分でできる自己管理方法に
ついて
緩和ケアとは何か、当院における緩和ケアの取り組み、アクセス方法
などについて
がんになってもできる運動方法について理学療法士からお話しいただ
きます

横 手 医 療 圏
主催病院名

平鹿総合病院

実施日時
研修会・勉強会名
問い合わせ先
9月24日(土) 乳がん治療後の後遺症みんなどうしてる？
13:30～15:30
☎0182₋32₋5121（代表）
11月15日(火) 緩和ケアについて
がん相談支援センター
10:00～12:00
（内線5984）
2月21日(火) がんと運動
10:00～12:00

平鹿総合病院

湯 沢 ・ 雄 勝 医 療 圏
主催病院名
雄勝中央病院

実施日時

研修会・勉強会名

10月15日(土) 女性のがんについて
10:30～11:30

問い合わせ先
☎0183-73-5000（代表）
緩和ケアチーム 田村

実施場所
雄勝中央病院

内容
病院祭の行事の一つとして、「乳がん」「子宮がん」の診断と治療、予
防について外科医師・産婦人科医師の講演

【秋田県がん診療連携協議会 緩和ケア・教育研修部会 作成】

