がん診療に携わる医師に対する

緩

和

ケ

ア

研

修

会

開催予定日

大阪府内の緩和ケア研修会の御案内
「がん診療連携拠点病院等の整備について」（平成26年１月10日付け健発0110第7号厚生労働省健康局
長通知）にて、がん診療連携拠点病院の指定要件について、緩和ケアががんと診断された時から提供される
よう、がん診療に携わる全ての診療従事者により、緩和ケアが提供される体制を整備すること、当該２次医
療圏においてがん医療に携わる医師を対象とした緩和ケアに関する研修を毎年定期的に実施すること及び
施設に所属する初期臨床研修２年目から初期臨床研修修了後３年目までの全ての医師が当該研修を修了
する体制を整備することがあげられています。大阪府内でもがん診療連携拠点病院を中心に「緩和ケア研修
会」が下記のように開催されます。
※終日、二日間の研修になります。募集期間は概ね開催予定日の2、3ヶ月前から１ヵ月前迄となります。詳
しくは各医療機関にお問い合わせください。

主催病院

問合せ先

[平成29年]
11月 3 - 4日（祝・土）

国家公務員共済組合連合会 大手前病院

（多職種）

11月25-26日（土・日）

関西医科大学総合医療センター

（多職種）

12月 2 - 3日（土・日）

国立病院機構 大阪医療センター

（医師のみ）

地域医療連携室

12月 9-10日（土・日）

大阪大学医学部附属病院

（医師のみ）

医事課医事係

[平成30年]
1月 6 - 7日（土・日）

社会医療法人生長会 府中病院

（多職種）

医療情報課

1月13-14日（土・日）

堺市立総合医療センター

（多職種）

管理課

1月20-21日（土・日）

星ヶ丘医療センター

（多職種）

診療情報管理室

2月 3 - 4日（土・日）

大阪府済生会吹田病院

（多職種）

がん診療推進室

2月10-11日（土・日）

市立豊中病院

（多職種）

がん相談支援センター

2月17-18日（土・日）

多根総合病院

（多職種）

2月24-25日（土・日）

大阪医科大学附属病院

（医師のみ）

がんセンター

3月 3 - 4日（土・日）

市立岸和田市民病院

（多職種）

事務局医療マネジメント課

3月10-11日（土・日）

大阪市立大学医学部附属病院

（医師のみ）

庶務課庶務担当

3月17-18日（土・日）

大阪市立総合医療センター

（多職種）

医事課

3月24-25日（土・日）

北摂総合病院

（多職種）

4月14-15日（土・日）

大阪府済生会泉尾病院

（多職種）

経営企画室

4月21-22日（土・日）

大阪警察病院

（多職種）

総務課

5月12-13日（土・日）

近畿大学医学部附属病院

（医師のみ）

がんセンター

5月19-20日（土・日）

淀川キリスト教病院

（医師のみ）

地域医療連携センター

5月26-27日（土・日）

地方独立行政法人りんくう総合医療センター

（多職種）

医療マネジメント課 医事係

6月 2 - 3日（土・日）

大阪国際がんセンター

（医師優先）

がん対策センター 政策情報部

6月 9-10日（土・日）

岸和田徳洲会病院

（多職種）

6月23-24日（土・日）

大阪赤十字病院

（医師のみ）

診療情報管理課

6月30日- 7月1日（土・日）

市立ひらかた病院

（多職種）

医事課

7月 7 - 8日（土・日）

大阪急性期・総合医療センター

（多職種）

医事グループ

7月14-15日（土・日）

北野病院・大阪府済生会中津病院 （共催）

（多職種）

地域医療サービスセンター

7月21-22日（土・日）

東住吉森本病院

（多職種）

7月28-29日（土・日）

ＮＴＴ西日本大阪病院

（多職種）

医事担当

8月 4 - 5日（土・日）

大阪府済生会野江病院

（多職種）

医療情報管理運営課

関西医科大学附属病院

（医師のみ）

緩和ケア研修会事務局
（地域医療連携部）

地方独立行政法人市立東大阪医療センター

（多職種）

総務課

社会医療法人愛仁会 高槻病院

（多職種）

診療情報管理室

関西電力病院

（多職種）

医事課

9月 8 - 9日（土・日）

独立行政法人国立病院機構 大阪南医療センター

（多職種）

地域医療連携室

9月15-16日（土・日）

和泉市立病院

（多職種）

9月22-23日（土・日）

大阪労災病院

（多職種）

診療情報室

9月29-30日（土・日）

ベルランド総合病院

（多職種）

企画室

一般財団法人 住友病院

（多職種）

医事室

松下記念病院

（多職種）

がん相談支援室

医療法人徳洲会 八尾徳洲会総合病院

（多職種）

医師事務補助室

10月20-21日（土・日）

社会医療法人愛仁会 千船病院

（多職種）

医事科

10月27-28日（土・日）

八尾市立病院

（多職種）

事務局企画運営課

8月25-26日（土・日）

地域医療連携センター

9月 1 - 2日（土・日）

10月 6- 7日（土・日）
10月13-14日（土・日）

大阪府がん診療連携協議会・緩和ケア部会

電話：06‐6941‐0484（PHS8012）
FAX：06‐6966‐5336
電話：
FAX：
電話：06-6946-3516（直通）
FAX：06-6946-3517
電話：06‐6879‐5227（直通）
FAX：06-6879-5207
電話：0725‐43‐1234（内線7069）
FAX：0725‐40‐2174
電話：072-272-9958（直通）
FAX：072-272-9911
電話：072-840-2641（代）
FAX：072-840-2266
電話：06‐6382‐1521（内線2743）
FAX：06-6382-2498
電話：06-6843-0101（内線3126）
FAX：06‐6858‐3602
電話：
FAX：
電話：072‐684‐6613（直通）
FAX：072‐684‐6612
電話：072‐445‐1000（内線7749）
FAX：072‐441‐8820
電話：06‐6645‐2711（直通）
FAX：06‐6632‐7114
電話：06-6929-3633(直通）
FAX：06-6929-0886
電話：
FAX：
電話：06-6552-0091（内線7041）
FAX：06-6553-8512
電話：06‐6771‐6051（内線2424）
FAX：06‐6775‐2838
電話：072‐366‐0221（内線5192）
FAX：072‐365-7161
電話：0120‐364‐489
FAX：0120‐846‐489
電話：072‐469‐3111
FAX：072‐469‐7838
電話：06-6945-1181
FAX：06-6945-1909
電話：
FAX：
電話：06‐6774‐5111（内線2302）
FAX：06‐6774‐3239
電話:072-847-2821（内線2107）
FAX：072-849-2174
電話：06‐6692‐1201（内線2181）
FAX：06‐6606‐7003
電話：06-6131-2955（直通）
FAX：06-6312-8620
電話：
FAX：
電話：06-6773-7181
FAX： 06-6773-8017
電話：06-6932-0748（直通）
FAX：06-6932-7977
電話：072‐804‐2981（直通）
FAX：072‐804‐0113
電話：06‐6781‐5101（内線3180）
FAX：06‐6781‐2194
電話：072‐681‐3801（内線37１2）
FAX：072‐682‐3834
電話：06-6458-5821（内線4293）
FAX：06-6458-6994
電話：0721‐53‐5761（内線4413）
FAX：0721-50-4416
電話：
FAX：
電話：072‐252‐3561（内線3829）
FAX：072‐255‐3349
電話：072‐234‐2001
FAX：072‐234‐9122
電話：06‐6443‐1261（内線2450）
FAX：06‐6447‐3049
電話：06‐6992‐1231（内線3119）
FAX：06‐6992‐6697
電話：072-993-8501（内線2980）
FAX：072-993-7533
電話：06‐6471‐9541（内線1136）
FAX：06‐6474‐0069
電話：072‐922‐0881（内線2318）
FAX：072‐924‐4820

（問い合わせ先)大阪国際がんセンター がん対策センター 06-6945-1181 内線5502

