
がんサポートチーム 

廣常秀人 

がんサポートチームは、医師、看護師、薬剤師、MSW、心理士、栄養士など多職種から構成さ

れ、急性期病院における緩和ケアの診療支援を行っている。緩和ケアチームとして発足して、7 年

が経過し、全国的に他施設と比べて介入症例数が多く、活動が活発であることから、急性期病院で

の緩和ケアチームのあり方を情報発信している。 

 

A-2 

青野奈々 18章 がん患者におけるスピリチュアルケア「がんの統合医療」監訳 伊藤壽記／上島

悦子 p.382-389 メディカル・サイエンス・インターナショナル、2010年 

 

A-3 

松山和代、三嶋秀行、上野裕之、梶原絹代、森岡亜希子、森本茂文、山内一恭、本田芳久、小森勝

也、辻仲利政：Oxaliplatin末梢投与における血管痛の原因と対策、癌と化学療法、第 38巻第 3号 2011

年 3月 

 

A-6 

兵頭一之介、三嶋秀行、松山和代、仁科智裕、森ひろみ、石倉久嗣、組橋由記：XELOX 療法の副

作用「血管痛」はこうして乗り切ろう！がんサポート 2010 Vol.91 P64-71 

 

B-3 

（座長）里見絵理子：パネルディスカッション３「緩和ケアにおいて内科治療をどこまでやるか」

第１５回日本緩和医療学会学術大会、東京、2010年 6月 

 

B-4 

松山和代、森本茂文、里見絵理子、井上敦介、上田純子、梶原絹代、山内一恭、本田芳久、北村良

雄、辻仲利政、小森勝也：固形癌骨転移に対するゾレドロン酸の投与間隔に関する検討、第 15 回

日本緩和医療学会学術大会、東京、2010年 6月 

 

上田純子、梶原絹代、四方文子、森岡亜希子、道川綾加、立花泉、徳永尚美、渡辺真弓、岡本学、

里見絵理子：がん看護相談における現状と課題。第 15 回日本緩和医療学会学術大会、東京、2010

年 6月 

 

井上敦介、松山和代、里見絵理子、上田純子、尾池真理、上野裕之、山内一恭、本田芳久、廣常秀

人、辻仲利政、小森勝也： 当院におけるフェンタニルMT パッチ 2.1mgの使用状況について。 第

15回日本緩和医療学会学術大会、東京、2010年 6月 

 

神山智秋、青野奈々、宮部貴識、日保ヒサ、松田能宣、小杉孝子、山中政子、川口知哉、所昭宏：



悪性胸膜中皮腫患者の臨床的諸課題の検討 3～支持・緩和療法チームへの依頼患者の看護実践内容

の分析～ 第 15回日本緩和医療学会、東京、 2010年 6月 

 

宮部貴識、青野奈々、神山智秋、日保ヒサ、松田能宣、小杉孝子、山中政子、川口知哉、田伏成行、

所昭宏：悪性胸膜中皮腫患者の臨床的諸課題の検討 2～支持・緩和療法チーム依頼患者の疼痛治療

薬に関する薬学的分析～ 第 15回日本緩和医療学会、東京、2010年 6月 

 

尾池真理、上田純子、梶原絹代、四方文子、森岡亜希子、立花泉、徳永尚美、里見絵理子、辻仲利

政 ：がん患者カウンセリング料算定に向けた取り組みと今後の課題。第 7 回関西がんチーム医療

研究会、大阪、2010年 9月 

 

松山和代、上野裕之、梶原絹代、山内一恭、本田芳久 、増田慎三、森本茂文、北村良雄、 小森勝

也：FEC100療法における好中球減少症への対応について、第 20回日本医療薬学会年会、幕張、2010

年 11月 

 

青野奈々、宮部貴識、神山智秋、日保ヒサ、松田能宣、山中秀樹、小川陽子、小杉孝子、山中政子、

川口知哉、所昭宏：悪性胸膜中皮腫患者の臨床的諸課題の検討～支持・緩和療法チーム依頼データ

分析より～ 第 51回日本肺癌学会総会、広島、2010年 11月 

 

赤澤結貴、内田純二、青野奈々、奥山貴子、藤原綾子、徳永俊照、前田純、岡見次郎、西野和美、

熊谷融、東山聖彦、児玉憲、今村文生：CD-DSTに基づいた肺癌術後補助化学療法の安全性・有効

性についての検討 第 51回日本肺癌学会総会、広島、2010年 11月 

 

B-6 

楠木重範、手取屋智未、吉田寿雄、橋井佳子、太田秀明：脊髄内に再発した神経芽腫の一女児例 ～

疼痛管理からグリーフケアまで～。第4回大阪小児緩和ケア研究会、和泉、2010年6月 

 

B-7 

楠木重範、太田秀明、吉津紀久子、岡田紫甫：小児血液腫瘍患者の造血幹細胞移植ドナーとなった

家族の意志決定と心理社会的適応に関する研究。成人がん患者と小児がん患者の家族に対する望ま

しい心理社会的支援のあり方に関する研究班（平井班）平成22年度第1回班会議、豊中、2010年6月 

 

楠木重範、岡田紫甫、太田秀明、吉津紀久子：小児血液腫瘍患者の造血幹細胞移植ドナーとなった

家族の意志決定と心理社会的適応に関する研究。成人がん患者と小児がん患者の家族に対する望ま

しい心理社会的支援のあり方に関する研究班(平井班)平成 22 年度第 2 回班会議、大阪、2010 年 11

月 

 

B-8 

里見絵理子  呼吸困難：マイクロティーチング 第１回大阪府緩和ケア指導者のためのスキルア

ップ講習会 大阪 2010年 5月 



 

青野奈々 非小細胞肺癌における S-1/Paclitaxel併用化学療法の検討 第 6回肺癌治療カンファレン

ス、大阪、2010年 5月 

 

里見絵理子 緩和ケアチームとしてのがん性疼痛治療の支援について  国立病院機構姫路医療

センター緩和ケアセミナー 姫路 2010 年 6 月 

 

上田純子、尾池真理、梶原絹代：政策医療（がん看護）ネットワーク近畿ブロック主催がん看護ス

テップⅡ 2010年 6、7，9，10、11、12月 

 

上田純子、尾池真理：大阪府看護協会がん性疼痛看護認定看護師研修「非薬物療法の実際」、大阪、

2010年 7月 

 

里見絵理子 上田純子 松山和代 緩和ケアチームの運営 神戸市立中央市民病院緩和ケア講演

会 神戸 2010年 7月 

 

井上敦介 がん性疼痛の薬物療法  2010 年度 第 1 回がんサポートチームセミナー 大阪 

2010年 7月 

 

松山和代 がん性疼痛の薬物療法（服薬指導）  2010年度第 1回 がんサポートチームセミナー 

大阪 2010年 7月 

 

里見絵理子  オピオイドを開始するとき。 淀川キリスト教病院緩和ケア研修会 大阪 2010

年 8月 

 

里見絵理子 がん性疼痛治療とチーム医療 社会医療法人慈泉会相澤病院緩和医療講演会 松本 

2010年 9月 

 

里見絵理子 緩和ケアについて 大阪歯科大学医療安全講演会 大阪 2010年 9月 

 

里見絵理子  教育技法。 厚生労働省委託事業日本緩和医療学会緩和ケア基本教育のための指導

者講習会 大阪 2010年 9月 

 

里見絵理子  がん疼痛の評価と治療。 大阪警察病院緩和ケア研修会 大阪 2010年 9月 

 

廣常秀人  コミュニケーションスキル。 大阪警察病院緩和ケア研修会 大阪 2010年 9月 

 

里見絵理子  がん疼痛の評価と治療。 日生病院緩和ケア研修会 大阪 2010年 10月 

 

里見絵理子  緩和ケアチームの立ち上げ方。 国立がん研究センター主催 緩和ケアチーム研修



会 大阪 2010年 10月 

 

松山和代：XELOX療法における血管痛対策： Colotal Cancer Symposium in OSAKA、大阪、2010

年 10月 

 

上田純子、尾池真理、梶原絹代：政策医療（がん看護）ネットワーク近畿ブロック主催がん看護ス

テップⅠ 2010年 10～12月 

 

里見絵理子 教育の実践「グループ分けの方法」 厚生労働省委託事業日本緩和医療学会緩和ケア

基本教育のための指導者講習会 船橋 2010年 11月 

 

里見絵理子  オピオイドを開始するとき：運営方法。 第 2回大阪府緩和ケア指導者のためのス

キルアップ講習会 大阪 2010年 12月 

 

井上敦介 最近のがん性疼痛治療薬～経皮吸収型 持続性癌疼痛治療剤 フェントステープ～  

2010年度第 3回がんサポートチームセミナー 大阪 2010年 12月 

 

尾池真理 最近のがん性疼痛治療薬～モルペス～  2010 年度第 3 回がんサポートチームセミナ

ー 大阪 2010年 12月 

 

松山和代 最近のがん性疼痛治療薬～トラマール～  2010 年度第 3 回がんサポートチームセミ

ナー 大阪 2010年 12月 

 

里見絵理子 オピオイドを開始するとき。 厚生労働省委託事業日本緩和医療学会緩和ケア教育の

ための指導者講習会 船橋 2011年 1月 

 

里見絵理子 緩和ケアチーム紹介・アイスブレーキング 第 2回大阪府緩和ケアチーム研修会 大

阪 2011年 3月 

 

上田純子：近畿ブロックチーム医療「緩和ケアチームにおけるアロマセラピーを用いた症状緩和」、

大阪、2011年 2月 

 

里見絵理子  オピオイドを開始するとき。 第 3 回大阪医療センター緩和ケア研修会 大阪 

2011年 2月 

 

廣常秀人  コミュニケーションスキル講義。 第 3 回大阪医療センター緩和ケア研修会 大阪 

2011年 2月 

 

上田純子、尾池真理、梶原絹代：大阪医療センター附属看護学校「がん看護」、大阪、2011年 3月 

 



尾池真理：退院調整における患者・家族のニーズを考える～がん性疼痛看護認定看護師の立場から

～：大阪医療センター地域連携プロジェクト主催地域連携シンポジウム 大阪 2011年 3月 

 

 

 


