
回数 年　度 テーマ 講　師 参加数 備　考

第1回 平成18年度 3月17日 14:00～16:00 乳がんの基礎知識、診断、術後の再建手術 外科医長　佐治 重衡、外科　有賀 智之、形成外科医長　寺尾 保信 110名

第2回 平成19年度 11月18日 14:00～16:00 肺がんの手術、化学療法、放射線療法 呼吸器内科部長　澁谷 昌彦、外科医長　堀尾 裕俊、放射線診療科部長　唐澤 克之 72名

第3回 11月15日 14:00～16:00 大腸がんの予防・早期発見・治療 外科部長　高橋 慶一 122名

第4回 2月21日 14:00～16:00 胃がん　～予防・早期発見・治療～ 外科部長　岩崎 善毅 89名

第5回 平成21年度 1月16日 14:00～16:00 肝がんの予防・早期発見・治療 内科部長　林 星舟 53名

第6回 平成22年度 1月22日 14:00～16:00 白血病と多発性骨髄腫　～最近の治療の進歩と成績～ 血液内科部長　秋山 秀樹、血液内科　小林 武 76名

第7回 平成23年度 3月24日 14:00～16:00 最近の放射線治療
診療放射線科部長　唐澤 克之、診療放射線科　小野澤 正勝、診療放射線科　待鳥 裕美子、
診療放射線科医長　二瓶 圭二

87名

第8回 平成24年度 3月30日 14:00～16:00 乳がんの早期発見・治療法 乳腺外科医長　山下 年成、診療放射線科医長　二瓶 圭二、福祉保健局　吉見 逸郎 73名

第9回 9月21日 14:00～16:00 早期からの緩和ケア 緩和ケア科医長　田中 桂子、がん性疼痛認定看護師　都築 あさお、医療SW　河野 正恵 78名

第10回 2月15日 14:00～16:00 がんで大切な人を失った方へ　～その悲しみを少しでも癒せたら～ 緩和ケア科心理療法士　栗原 幸江 0名 大雪にて中止

第11回 9月27日 14:00～16:00 いのちを考える　～がん患者さんから教わったこと～ 名誉院長　佐々木 常雄 103名

第12回 12月6日 14:00～16:00 グリーフケア 緩和ケア科心理療法士　栗原 幸江 122名

第13回 6月27日 14:00～16:00 肝硬変の予防と最新治療について 肝臓内科部長　木村 公則 86名

第14回 10月3日 14:00～15:30 知ってほしい！緩和ケア
緩和ケア科医長　田中 桂子、緩和ケア病棟師長　郡 由紀子、相談支援センターMSW　菊池
由生子、緩和ケア認定看護師　高橋 里江

120名

第15回 1月31日 14:00～15:30
グリーフケア ～大切な人を失った方へ～「悲しみとつきあう」と「今を生
きる」の両立

緩和ケア科心理療法士　栗原 幸江 139名

第16回 8月27日 14:00～16:00 わかりやすい抗がん剤治療 腫瘍内科医長・通院治療センター長   下山 達 123名

第17回 10月1日 14:00～15:30 知ってほしい！緩和ケア
緩和ケア科　鈴木 梢、緩和ケア病棟師長　河西 洋子、相談支援センターMSW　中石 有美、
緩和ケア認定看護師　高橋 里江

158名

第18回 2月25日 14:00～15:30 グリーフケア　～大切な人を亡くした「その後」を生きるために～ 緩和ケア科心理療法士　栗原幸江 145名

第19回 7月22日 14:00～16:00 わかりやすい抗がん剤治療 腫瘍内科医長・通院治療センター長   下山 達 149名

第20回 10月14日 14:00～15:30 知ってほしい！緩和ケア
緩和ケア科部長　田中桂子、緩和ケアセンター看護師長　郡由起子、患者サポートセンター
医療SW　菊池由生子、緩和ケア認定看護師　高橋里江

134名

第21回 2月17日 14:00～15:30 グリーフケア　～大切な人を亡くした「その後」を生きるために～ 緩和ケア科心理療法士　栗原 幸江 146名

第22回 7月14日 14:00～16:00 わかりやすい抗がん剤治療 腫瘍内科医長・通院治療センター長   下山 達 136名

第23回 10月6日 14:00～15:30 知ってほしい！緩和ケア
緩和ケア科部長　田中 桂子、緩和ケアセンター看護師長　郡由 起子、患者サポートセンター
社会福祉士　長谷川 尚子、緩和ケア認定看護師　高橋 里江

131名

第24回 2月16日 14:00～15:30 グリーフケア　～悲しみを抱える人が次の一歩を踏み出すために～ 緩和ケア科心理療法士　栗原 幸江 148名

第25回 7月13日 14:00～16:00 わかりやすい抗がん剤治療　－最先端のがん免疫療法編－ 腫瘍内科医長・通院治療センター長   下山 達 142名

第26回 10月12日 14:00～15:30
緩和ケアとの上手なつきあい方
～いつ、どこで、どのように受けたらいいの？にお答えします～

緩和ケア科部長　田中 桂子、緩和ケアセンター看護師長　郡 由起子、患者サポートセンター
社会福祉士　小嶋 道子、緩和ケア認定看護師　高橋 里江

0名 台風にて中止

第27回 1月11日 14:00～15:30 役に立つ放射線治療　－その基本から最新治療まで－ 放射線診療科（治療部）　清水口 卓也、待鳥 裕美子 119名

第28回 4月25日 14:00～15:30 グリーフケア　～その後を生きる〈次の一歩〉を踏み出すために～ 緩和ケア科心理療法士　栗原 幸江 0名 コロナ禍により延期→中止

第29回 8月8日 14:00～16:00 抗がん剤治療（仮） 腫瘍内科医長・通院治療センター長   下山 達 0名 コロナ禍により受付前に中止

第30回 7月10日 14:00～15:30 自分らしい乳房再建の選択　－Shared decision-making－ 形成再建外科部長　寺尾 保信 68名  Zoomを使用したオンライン開催

第31回 10月9日 14:00～15:30
緩和ケアとの上手なつきあい方
～いつ、どこで、どのように受けたらいいの？にお答えします～

緩和ケア科部長　田中 桂子、緩和ケアセンター看護師長　上垣 美江、患者サポートセンター
社会福祉士　小嶋 道子、緩和ケア認定看護師　高橋 里江

32名  Zoomを使用したオンライン開催

第32回 11月27日 14:00～16:00 消化器がん治療の最前線　～がんと闘う病院より～
内視鏡科部長　飯塚 敏郎、食道外科医長　三浦 昭順、胃外科医長　土田 知史、大腸外科医
長　中野 大輔、消化器内科部長　菊山 正隆、肝臓内科医長　今村 潤、肝胆膵外科医長　脊
山 泰治、遺伝子診療科部長　山口 達郎

121名
主催日本消化器病学会（第120回）＋
Zoomを使用したオンライン開催
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