関西サイコオンコロジー研究会 開催一覧
月 日

場 所

特別講演

テーマ
座長

第1回 平成14年11月8日（金）

一般演題
演者

座長

演者

がん医療における心の医学

所 昭宏 先生

緩和ケアチームにおける臨床心理士の活動」
～がんサポートプログラムを中心に～

ディグニティ・セラピーが終末期がん患者の
精神的苦痛の軽減に効果的であった一例

国立がんセンター東病院 臨床開発センター
精神腫瘍学開発部 部長 内富 庸介 先生

平井 啓 先生

市立豊中病院 中央診療局 臨床心理士
金井 菜穂子 先生

京都府立医科大学附属病院 疼痛緩和医療部
精神神経科 羽多野 裕 先生

ディスカッション

小山 敦子 先生

心理士への教育をどうするか？心理士に期待される役割に
関する実態調査の結果から

ＰＥＡＣＥ研修：精神腫瘍医師による教育的取り組み

サイコオンコロジーにおける教育体制の
あり方について：全国的取り組み

現場で困っていること、教育に関するニードから
今後の教育体制を考える

金井 菜穂子 先生

大阪大学大学院人間科学研究科 人間行動学講座
平井 啓 先生

大阪府立成人病センター 心療・緩和科 部長
柏木 雄次郎 先生

国立がんセンター東病院 精神腫瘍科
小川 朝生 先生

がん医療における気持ちのつらさ

四宮 敏章 先生

否認機制が強い終末期がん患者に
緩和ケアチームが関わった一例

がん患者にみられる認知機能障害
～否認機制と絡めて～

東京医科歯科大学大学院 医歯学総合研究科
心療・緩和医療学分野 准教授 松島 英介先生

二宮 ひとみ 先生

独立行政法人 国立病院機構 南和歌山医療センター
主任臨床心理士 厚坊 浩史 先生

大阪大学大学院医学系研究科 精神医学教室
谷向 仁 先生

がん患者の睡眠不全に睡眠医療ができること

所 昭宏 先生

眠気に対する評価とケアの目標設定に難渋した１例

せん妄に付随した不眠のため治療に難渋した１例

谷向 仁 先生

高見 陽子 先生 市立岸和田市民病院 看護師
松岡 弘道 先生 近畿大学医学部 腫瘍内科 助教

中嶋 真一郎 先生 彩都友紘会病院 緩和ケア
松田 能宜 先生 近畿中央胸部疾患ンター 心療内科

乳がん患者におけるグループ療法

がんサポートプログラムについて
グループ療法の役割を振り返っての報告

京都ノートルダム女子大学 中村 千珠 先生

豊中市立病院 精神科 臨床心理士
松向寺 真彩子 先生

住友クラブ

第2回
第3回

第4回

第5回

第6回

平成17年2月25日(金)

平成20年11月7日(金)

平成21年11月20日(金)

平成22年11月12日(金)

住友クラブ

中之島センター

中之島センター

中之島センター

中井 吉英 先生

サイコオンコロジーの最前線へ
貢献する教育体制のあり方

がん医療における気持ちのつらさ
～否認機制を含めて～

福居 顯二 先生

がん患者にみられる様々な
睡眠の問題を考える

所 昭宏 先生
谷向 仁 先生

がん患者（家族）の
グループ療法について

福永 幹彦 先生

第9回 平成25年11月22日（金） 中之島センター

がん患者のサバイバーシップ

柏木雄次郎先生

第10回 平成26年10月31日（金） 中之島センター

診断期からの緩和ケア
-がん患者の意志決定支援-

小山 敦子 先生

第11回 平成27年11月6日（金） 中之島センター

がん医療におけるせん妄

谷向 仁 先生

第7回

第8回

平成23年11月11日(金)

平成24年11月2日(金)

中之島センター

中之島センター

大阪大学医学部附属病院 睡眠医療センター
准教授 足立 浩祥 先生
がん患者のグループ療法で見えるもの
京都ノートルダム女子大学 心理学部心理学科
教授 河瀬 雅紀 先生

國澤 正寛 先生

「診断・治療の『その後』を支える医療について」
国立がん研究センターがんサバイバーシップ支援研究部
部長高橋都先生

四宮 敏章 先生

「がん医療における心身相関」
東京大学医学部附属病院 心療内科
准教授・科長 吉内 一浩 先生

和田 信 先生

「せん妄、認知症、抑うつの違いがわかるコツ」
市立札幌病院 精神医療センター
副医長 上村 恵一 先生

四宮 敏章 先生

「がん患者の精神症状の早期発見・評価とマネジメント」
第12回 平成28年11月4日（金） 中之島センター

苦痛のスクリーニング

福永 幹彦 先生

大谷 恭平 先生
名古屋市立大学大学院医学研究科
精神・認知・行動医学分野 教授 明智 龍男 先生

第13回 平成28年11月24日（金） 中之島センター

第14回 平成30年11月9日（金） 中之島センター

第3期がん対策推進基本計画を
見据えたサイコオンコロジー

柏木 雄次郎先生
所 昭宏先生

「改正がん対策基本法と次期がん対策推進基本計画
における緩和ケア・サイコオンコロジーの役割」
元厚生労働省 健康局 がん・疾病対策課
課長補佐 濵 卓至 先生

「がん療養での社会生活を支える看護」

「がん相談員から見たがん患者のサバイバーシップ」

奈良県立医科大学附属病院がん看護専門看護師
梅岡京子先生

大阪府立成人病センター相談支援センターＭＳＷ
斎当 美佳 先生

「がん患者指導管理料の算定に向けての取り組み」

「がん患者指導管理料を算定してわかったこと」

西神戸医療センター がん総合診療部
副部長 がん看護専門看護師 御園 和美 先生

神戸市立医療センター中央市民病院 薬剤部
副部長代行 森本 茂文 先生

「せん妄患者に対するチーム医療と看護」

「せん妄における治療者の心理」

大阪南医療センター 看護部・緩和推進室
副看護師長 村口 さつき 先生

西神戸医療センター 精神神経科
医長 大谷 恭平 先生

「苦痛のスクリーニングの結果と緩和ケアチーム
へのコンサルテーションの現状と課題」

「苦痛のスクリーニング～身体とこころ、
生活のつらさに関する問診票～の定期的実施から見えてき
たこと」

京都第一赤十字病院 看護部・緩和ケアチーム
中満 順子 先生

大阪市立総合医療センター 緩和ケアセンター
がん看護専門看護師 北田 なみ紀 先生

「統合失調症の概念および治療」

「がん診療にけるコミュニケーションスキルの実践」

浅香山病院 精神科 泉本 高之 先生

堺市立総合医療センター 大腸肛門科
低侵襲手術担当部長 中田 健 先生

四宮 敏章 先生

近畿大学医学部堺病院における
心療内科医によるサイコオンコロジーの実
践
近畿大学医学部堺病院 心療内科
小山 敦子 先生

