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1 長引く咳には要注意！

咳が続いても、喫煙のせいとか風邪の後だからと軽く考えていませんか。
３週間以上続く咳では、肺がん、肺結核、咳ぜんそくなどの病気が原因の
ことがあります。長引く咳では、どのような病気が疑われるのか、検査と
治療についても併せてご説明します。

2 肺がんの最新の薬物治療

肺がんと診断されても、手術ができなければ、よい治療法はないと思われ
ていませんか。抗がん剤の副作用を心配される患者さんも多いでしょう。
近年、肺がんに対する薬物治療は、副作用を軽くする薬剤の開発も含め、
大きな進歩をとげています。分子標的治療薬を中心に、最新の薬物治療に
ついてご説明します。

3
食道がんになりやすい人と
は？
あなたはお酒飲みですか？

食道がんになりやすい生活は何か、ならないためにはどうするか、生活の
ヒントをお知らせいたします。

4 「胃がん」ってどんな病気？

戦後からずっと日本人がかかるがんの中で患者数と死亡者数でダントツの
１位が「胃がん」です。世界的に観ても欧米や他の国と比べても圧倒的に
多いのが現状です。ではなぜ、日本人が先進国だけでなく発展途上国も含
めて他の国よりも圧倒的に胃がんになる人が多いのでしょうか？がんの専
門病院の専門医がこの胃がんという病気を分かり易く解説します。

5
「胃がん」の治療
～ウソ？ホント？～

日本人が一番かかりやすい胃がん。胃がんの原因については近年の様々な
研究の成果によってわかってきてはいるものの完全に解明された訳では有
りません。一般に信じられていることの中にも迷信や都市伝説のようなウ
ソがあります。がんの専門病院の専門医がこの胃がんという病気を分かり
易く解説します。

6
「胃がん」の治療
～からだに優しい腹腔鏡手術
～

腹腔鏡手術では従来の手術に比べ、小さなきずで手術を行うため、術後の痛みが
軽くなります。このように腹腔鏡手術とは、腹腔鏡というカメラと特殊な道具を
用いて行う『からだに優しい、きずの小さな手術』の事です。わたしたちが早期
の胃がんに対して行っている腹腔鏡手術を分かり易く解説します。

7
胃を切った人の食事と栄養～
手術後の栄養～

胃がんの手術を受けると、胃の容量が減り通常量の食事がとりにくくなり
ます。退院後の食事アドバイス、栄養バランスのケアについてがんの専門
病院の専門医が分かり易く解説します。

8
胸焼け、のどのつまり
ー胃酸の話ー

胃酸が食道に逆流することによる胃食道逆流症、最近、増えています。そ
の症状や注意点などをお話しします。

9 ピロリ菌と胃がん
胃がんの原因にもなるピロリ菌。その他いろいろな胃の病気との関わり、
治療法などについてお話します。

10 肝硬変の治療について 肝硬変について原因から治療まで説明いたします。

11 NASHをご存知ですか？
NASH(非アルコール性脂肪肝炎）は最近増加しており、肝硬変、肝がんの
原因にもなります。その原因から治療について説明します。
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12 大腸がんの成り立ちと治療
「大腸がん」ってひとつじゃないんです。一口に「大腸がん」といっても
いろいろな種類があります。その違いと治療・展望についてご説明しま
す。

13
知っておきたい！
遺伝性大腸がん

遺伝性大腸がんは、ポリポーシスだけではありません。通常の大腸がんと
区別がつきにくいものもあります。そんな遺伝性大腸がんでは、胃がんや
婦人科系・泌尿器系のがんなどが多く発生します。患者さんを見逃さない
方法とフォローアップについてご説明します。

14
遺伝性腫瘍
～がん家系のはなし～

「わたし、がん家系なんでしょうか？」と患者さんに聞かれても困らない
ために。日頃避けがちな「遺伝」のお話です。

15
大腸がん
～いまの標準治療は？～

近年、「大腸がん」治療は著しく進歩しています。日々変わりゆく「大腸
がんの標準治療」について、最新のデータをもとに手術と化学療法につい
てお話いたします。

16
大腸がんの早期診断と内視鏡
治療

大腸がんになりやすい環境、遺伝体質、生活と検診、早期診断の流れ、内
視鏡治療についてお話します。

17
知っておきたい！
肝がんのこと

５大がんである肝がんに関する正しい知識を学んでいただけるようにお話
しします。

18
知っておきたい！
膵がんのこと

膵がんに関する、正しい知識、治療などについて理解していただけるよう
にお話しします。

19 肝胆疾患のプライマリケア 胆のう、胆管、膵臓の働きと病気についてのお話です。

20
いろいろあります、乳がんの
種類と治療

乳がんにはいくつかの種類があることを御存知ですか？乳がんはその特徴
によっていくつかに分類され、その特性に合った治療が選択されます。ど
うやって分類し、どんな弱点をどうやって攻めるのかについてお話しいた
します。

21 新しい薬と治療ができるまで

新しい薬、新しい治療は現在根治の難しい進行乳がん治療における希望の
扉です。このような新しい薬や治療はどうやって生まれるのか、今度期待
される新しい乳がん治療にはどのようなものがあるのかをお話しいたしま
す。

22 解ってきました乳がんの遺伝
有名米国女優の予防的乳房切除で一躍注目度があがった遺伝性乳がん。世
界、日本、当院における遺伝性乳がんへの取り組みと今後の展望、課題に
ついてお話しいたします。
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23 乳がん手術について
乳がん手術後の乳房補正やリハビリテーションについて乳がん看護認定看
護師わかりやすくお話します。

24
明日からできる！乳がん術後
の乳房補整ケア

乳がん手術による乳房の変形や喪失は、患者さんの身体的な変化だけでな
く、ＯＱＬにも影響を及ぼします。患者のニーズを把握し、その人に合っ
た乳房補整の提案ができる方法について、乳がん看護認定看護師が分かり
やすくお話します。

25
知っておきたい！
子宮がんのこと

子宮がんに関する不安や悩みをお持ちの方に、正しい知識を学んでいただ
けるようお話します。

26
がんの骨転移（転移性骨腫
瘍）について

日本人の寿命が延びてがんに罹患する人が増えています。がんが骨に転移
することがありますが、そのために、骨が痛くなったり折れたりすること
があります。その結果、動くことができなくなり、痛みを感じながら寝た
きりの状態になることがあります。その症状や予防法についてご説明しま
す。

27 骨・軟部腫瘍とは？

骨や軟部組織（筋肉、脂肪組織など）に発生する腫瘍についてご説明しま
す。これらには、そもそも骨や軟部組織に発生する原発性腫瘍と、他の内
臓器に発生したがんが骨や軟部組織に転移する転移性腫瘍があります。原
発性腫瘍には良性腫瘍と悪性腫瘍とがあります。これらの腫瘍の概念と症
状、治療法などについてご説明します。

28
抗がん剤治療中の生活のヒン
ト

抗がん剤治療の副作用や日常生活のポイントについてわかりやすくお話し
ます。

29 明日からできる！脱毛ケア
抗がん剤や放射線療法による頭皮・体毛の脱毛について、脱毛のメカニズ
ムから患者支援まで分かりやすく紹介します。また、脱毛後の頭皮のケア
やウィッグについてもご説明します。

30
知っておきたい！
緩和ケアのこと

がんになっても、前向きに、自分らしく生活できるよう、緩和ケアの多職
種チームが応援します。緩和ケアとは何か、どこで受けられるかについ
て、わかりやすくご紹介いたします。

31
考えてみませんか？　あなた
のACP（アドバンスケア・プ
ランニング）

人の命には限りがあります。もしもの時、あなたは何を一番大切だと思う
のでしょうか？　最期の時に周りに大事にしてもらいたいこと（ACP）に
ついて、講義形式ではなくワークショップ形式で学びます。他の参加者の
方とも交流しながら、ご自身の価値観を確認してみましょう。

32
がんの痛みは怖くない！
～痛みどめの上手な使い方～

がんになっても、痛みをがまんする必要はありません。痛み止めを上手に
使っていくことで、自分らしい生活が続けることができます。痛みどめの
使い方とその副作用対策についてご紹介します。

33
医療従事者のための緩和ケア
講座(基礎編)

老健・介護施設、訪問看護ステーション等に勤務される看護・介護・リハ
ビリ職の方などを対象に、がん患者の緩和ケアについて、基本的なことを
わかりやすくお話します。
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34
医療従事者のための緩和ケア
講座（中級編）

訪問看護ステーション、調剤薬局等に勤務される看護師、薬剤師の方など
を対象に、オピオイドの使用法など苦痛症状の緩和について、わかりやす
くお話します。

35
流行している感染症から身を
守ろう！

インフルエンザ、ノロウイルス感染症など様々な感染症が毎年のように流
行している中で、知っておきたい情報をわかりやすくお話します。

36
大丈夫ですか？
海外へ行く前に知っておきた
いワクチンの知識

海外では日本では少ない感染症が流行していることがあります。海外渡航
前に知っておきたいワクチンについてわかりやすくお話します。

37
打っておけばよかった…
防げる感染症から身を守る

肺炎球菌感染症など、ワクチンを接種することで重症化や発症を予防する
ことが出来る感染症について、わかりやすくお話します。

38
耐性菌を減らそう！
抗菌薬を大切にするには？

日本だけではなく、世界的な問題として扱われている耐性菌の問題と向か
いあうために、抗菌薬を大切にすることの重要性についてお話します。

39
耐性菌って何？
正しく理解するために

専門用語が多く、理解が難しい耐性菌。そもそも何が問題になっているの
かについて、わかりやすくお話します。

40
○×△って何？
感染症のトピックを知る

デング熱などの聞きなれない感染症。その時々でトピックとなっている感
染症について、わかりやすくお話します。

41
知っておきたい！
糖尿病合併症のこと

今や国民の4人に1人が糖尿病もしくはその予備軍と言われています．初め
のうちは自覚症状の乏しい糖尿病ですが，様々な合併症は生活の質を落と
す原因になります．ここでは糖尿病の合併症について具体的に解説し，そ
の予防についても考えてみたいと思います．

42
いわゆる「脱腸」について～
鼠径ヘルニアについて～

ヘルニアとは、体の組織が正しい位置から出張った状態をいいます。鼠径
（そけい）部とは腹部と太ももの境目の部分をいいますが、この部分から
本来ならお腹の中にあるはずの腹膜や腸の一部が、皮膚の下に出てくる下
腹部の病気のことです。とくに４０代以降の成人男性に多くみられる良性
疾患で、根治には外科的手術が必要です。この病気、手術について専門医
が分かり易く解説します。

43 放射線治療ってなあに？
がんの３大治療のひとつである放射線治療について、基本的なことをわか
りやすく解説いたします。

44
もしもあなたが手術を受ける
ことになったら・・・

もしも、あなたやご家族が手術を受けることになったら・・手術前の準備
は？手術に関するあれこれを手術室看護認定看護師がわかりやすくお話し
ます。
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45 口は何をしているところ？
口は食べる、話す、呼吸をするなどさまざまな機能を持っています。あら
ためて口は何をしているところなのかについてお話します。

46 誤嚥性肺炎と口腔ケア
肺炎の中でも誤嚥性肺炎は口腔内の細菌との関係もあります。口のケアを
行い、上手に肺炎予防を行いましょう。

47 虫歯と歯槽膿漏は細菌が原因
甘いものを食べたら虫歯になるの？歯磨きをしないとなぜ虫歯になるの？
歯槽膿漏ってなぜ起きるの？といった疑問を解決します。

48
がん治療における口腔ケアの
重要性

がんの治療では口の中にも様々な副作用を起こします。食事がとりにくく
なったり、会話がしづらいなど生活の質（QOL)に大きく影響します。が
ん治療における口腔内のトラブル予防について一緒に考えたいと思いま
す。

49 口とたばこの深い関係
喫煙をすると肺の病気になるという印象が強いと思います。実は、お口の
中にもいろいろな害が発生します。口へのたばこの影響を考えてみます。

50 口にもがんができるの？
口腔がんはがん全体の１～２％ですが、人口の高齢化とともに増加傾向に
あります。口腔がんについて診断、最新の治療法などをお話します。

51 歯科口腔外科ってなあに？
歯科と歯科口腔外科は同じ歯科医師ですが、虫歯や歯周炎、入れ歯は歯
科。では歯科口腔外科ではどのような口の病気を治療しているのかご紹介
します。

52
知っておきたい！
くすりの正しい基礎知識
～くすりと上手につきあうために～

くすりを飲む時間や飲み合わせなど正しく理解して使用しないと、効果が
でないばかりか副作用がでることもあります。くすりと上手につきあうた
めに、基礎知識をわかりやすくお話します。

53
知っておきたい！
抗がん剤の主な副作用

がんの治療の一つである抗がん剤治療について、理解を深めましょう！
主な抗がん剤（飲み薬・注射薬）の副作用について、いつどのような副作
用がでやすいのか、どのような対処をするとよいのか、そのような疑問点
をわかりやすくお話します。

54
知っておきたい！
くすりと食物の飲み合わせ
～くすりと上手につきあうために～

くすりと食物との飲み合わせを知らないで飲んでしまうと、効果がでない
ばかりか副作用がでることもあります。くすりと上手につきあうために、
食物との飲み合わせについての基礎知識をわかりやすくお話します。

55
知っておきたい！
病院にある相談窓口

病気になって症状やケアの方法について聞きたい、不安や悩みを聞いてほ
しい、退院後の生活が心配などの相談に、看護師、心理士、ソーシャル
ワーカーが相談にのる窓口があることをご案内します。
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56
素敵な健康長寿の食事
～骨・筋肉を大切に～

長寿を支える「健康な食事」のあり方について、駒込病院の食事を紹介し
てお話します。とりわけ、骨・筋肉の重要性を栄養の面から一緒に考え、
家庭でも簡単にできる料理と調理方法を紹介します。

57
健康にいい食品とは
～食事の情報は確かめてから
～

いわゆる健康食品や保健機能食品や○○は身体にいいなどとの情報があふ
れている時代です。普段使っている食品のみでも十分食事がバランスよく
とれます。しかし、食事が十分にとれなかったり、食事療法が必要な疾患
の傾向がある場合は気になりますね。普段使っている食品のみで健康的な
食事のとり方、栄養機能食品を使った方がいいとき、宅配食の選び方など
をご紹介します。

58
かんたん高血圧予防
薄味でも美味しく食べよう

高血圧予防・改善はまず減塩から。どうしたら薄味でも美味しく食べら
れ、無理なく続けられるでしょうか？
簡単に薄味でも美味しく、効果が期待できる方法を駒込病院の食事を参考
にお話しします。特に家庭向きの料理とそのレシピを紹介します。

59
バランス食でヘルシー
～メタボを改善しましょう～

メタボ（特定）健診で気になる数値が出てしまったとき、糖尿病、脂質異
常症、高血圧症は、循環器疾患の大きなリスクとなります。まず、肥満を
予防・解消することで高血糖、脂質異常、高血圧も改善します。そのため
には、食生活を見直し、生活のリズムを整え、栄養のバランスのよい食事
にすることが大切です。外食や昼食をとる場合も含めて、バランスの良い
食事のとり方をお話しいたします。

60
がん予防の食事
～ヒント満載～

がんを防ぐための新１２か条（国立がんセンター提唱）を参考に、１日の
食事バランス、食事のとり方などをお話しします。また、がん治療中の症
状別（味覚障害・臭覚障害等）に困ったときの食事対応についても捕捉し
ます。

61
ためしてみて！
咀嚼・のみこみが難しい方
～食べやすい工夫～

何らかの原因で、咀嚼、のみこみが難しい方に、食べやすい食品、調理方
法を駒込病院の治療食を紹介して具体的にお話しします。また、栄養補助
食品についても、上手な利用方法を一緒に考えていきます。

62
自宅にある食材で簡単に調理
を　～簡単レシピのご紹介～

独居の方、お料理が苦手な方でも、ご自宅にある食材や、市販食品を短時
間でアレンジしてつくれて、栄養のバランスがよく飽きない料理や季節の
献立などをご紹介します。病院の治療食に準じた食事がご家庭でもできる
ように、生活にあわせた食品の組み合わせ方を説明いたします。

63 ストーマケアのノウハウ
ストーマ（人工肛門）についての正しい知識とケア方法や合併症の管理や
皮膚障害のケアを実践に即したケアをわかりやすくお伝えします。

64
がん治療を続ける患者のスキ
ンケア

がん化学療法・放射線治療・GVHD などの皮膚が脆弱になる原因や皮膚障
害を予防するスキンケア方法や終末期の褥瘡予防や自壊のケアについてお
話しします。

65 足のキズには要注意！
巻き爪・・魚の目・・困っていませんか？足のケアについて正しい知識を
学んでいただけるようお話します。

66
IAD（失禁関連皮膚炎）ってな
に？スキンケアやオムツの選
択

失禁によるスキントラブルやケア方法、おむつの選択や正しい使用方法を
わかりやすくお話します。



申込
番号

講座名 講座概要

67 抗がん剤から皮膚を守ろう
抗がん剤治療による皮膚トラブルの対処方法についてわかりやすくお話し
ます。

68
明日から出来る！皮膚障害へ
のケア

抗がん剤や分子標的治療薬による皮膚の乾燥・皮疹・手足症候群、放射線
治療による皮膚炎など、がん治療中の患者さんには様々な皮膚障害が発生
します。これから治療を始める患者さんへの皮膚障害予防の指導、治療中
の患者さんの皮膚症状出現時の対処方法などについてお話します。

69
明日からできる！がん治療中
の爪のケア

抗がん剤や分子標的治療薬により、治療中の患者さんには爪の変色、変
形、剥離、爪囲炎等の症状を伴うことがあります。爪の障害は見た目の変
化だけでなく、日常生活にも様々な影響を及ぼします。これから治療を始
める患者さんへの爪障害予防の指導、治療中の患者さんの爪のトラブル発
生時の対処方法などについてお話します。

70 リンパ浮腫ってなあに？
リンパ浮腫についての正しい知識とケア方法を学んでいただけるようお話
します。

71
手話で語る
糖尿病ってどんな病気？

聴覚障害のある方に、糖尿病とはどんな病気であるかのお話をします。ま
た、手話通訳者対象に糖尿病勉強会も開催します。

72
脳腫瘍の最新の治療
―脳機能温存を目指して―

脳腫瘍の中でも比較的頻度が高い腫瘍に絞って、どのような腫瘍なのか、
どのような症状で発症するのかをわかりやすく説明します。その後、脳機
能を守るための様々な方法を駆使した、脳腫瘍に対する最新の治療を紹介
します。

ＮＥＷ 73 白内障の理解と対応

眼球の中のレンズが濁る白内障は、80歳になると皆さん生じます。治療は
手術が必要ですが、眼の手術は誰もが怖いものです。しかし医療技術の進
歩によって、安全で痛みが少ない手術が可能となっています。白内障につ
いて正しい情報をわかりやすく解説します。

ＮＥＷ 74 緑内障の理解と対応

「眼の成人病」と言われる緑内障は、成人の20人に一人に生じます。緑内
障は様々な病型があり、自覚症状がなく静かに進行する病型が多い一方
で、急激に発症して緊急の対応が必要となる場合もあります。失明の原因
第一位の緑内障について、わかりやすく解説します。

ＮＥＷ 75 飛蚊症について

視界にごみや虫のようなものが飛んでいるように見える症状を飛蚊症（ひ
ぶんしょう）と呼びます。ほとんどが年齢変化による心配ないものです
が、網膜剥離や糖尿病網膜症など、ほおっておくと失明に至る病気が隠さ
れていることがあり、正しい理解が必要です。

ＮＥＷ 76 流涙症の治療

流涙症（涙目）の原因として多いのは涙道閉塞です。これは涙の通り道が
つまってしまった状態です。ほとんどの場合、内視鏡を用いて治療できる
ようになりました。抗癌剤などの薬の副作用で涙目になった場合、涙に血
がまじる場合、めやにが増えた場合など、早めの受診が必要な状態につい
ても説明します。


