資料１０
平成３０年度 佐賀県・地域がん診療連携拠点病院研修一覧(H31.3.31現在）
区分
県民・市民講座

佐賀大学医学部附属病院
県民公開講座
テーマ「がんゲノムって何？」
①「佐賀大学がんセンターの仕組み」
佐賀大学医学部附属病院がんセンター長 荒金尚子
②「当院におけるがんゲノム診療の実際」

開催日

佐賀県医療センター好生館

唐津赤十字病院

開催日

H30.9.1 がん県民公開講座
テーマ「男性のがん・女性のがん」
①前立腺がん-ダヴンチ-

開催日

H31.2.2

佐賀県医療センター好生館泌尿器科医長 諸隈太先生

佐賀大学医学部附属病院副がんセンター長 中尾佳史

佐賀県医療センター好生館乳腺外科部長 白羽根健吾先生

③サガハイマットにおける前立腺癌に対する重粒子線治療

九州国際重粒子線がん治療センター 戸山真吾先生
④がん生殖医療～若い患者さんの妊娠能力を守るために～
佐賀県医療センター好生館婦人科部長 安永牧生先生

公開講演会

公開シンポジウム・ダイアローグカフェ
①特別講演「がんと向き合う私の１冊～本が語りかけてくれたこと～」

佐賀県立図書館職員 波多江伸子先生

開催日

H30.10.20
嬉野医療センタ－がん市民公開講座
講演テーマ「肝がん、消化器がんの成り立ちと治療」
①「生活習慣病とがん」
嬉野医療センター総合診療科 牧尾 成二郎先生
②「胃がんがでてくる理由 その予防と治療」
嬉野医療センター消化器内科医長 森﨑 智仁先生
③「消化器がんの外科治療について」
嬉野医療センター消化器外科医長 黨 和夫先生
④「肝がんがでてくる理由 その予防と治療」

②わかりやすい最新の乳がん薬物治療のはなし

③「プレシジョンメデｲシン（精密医療）の時代に向けて
京都大学医学部附属病院腫瘍内科教授 武藤学先生

嬉野医療センタ－

嬉野医療センター消化器肝臓内科医長 有尾 啓介先生

H30.10.30 第２６回地域がん診療連携拠点病院公開講演会
特別講演「ここまで進んだがん薬物療法～免疫療法の
光と影～」

②がんと向き合い手にした１冊～それぞれの立場から～

H31.2.1

帝京大学医学部附属病院腫瘍内科病院教授 関順彦先生

公開講習会
研修会

H30.10.20 「緩和ケア研修会」

緩和ケア研修会
外来化学療法コアミーティング

R1.6.2
R1.6.3

病理カンファレンス

1回／月 緩和ケア研修会

緩和ケア研修会

H30.8.25 病理・放射線・内科・外科・がん合同カンファレンス
H30.8.26
第１金曜日／月

緩和ケアにおける症例検討会
2か月に1回

臨床腫瘍班・外来化学療法室運営委員会合同会議
2か月に1回第3木曜日
化学療法プロトコール審査委員会
2か月に1回第3木曜日
第２２回佐賀胃腸懇話会（マリターレ創世）
後援（都道府県・地域がん診療連携拠点病院）
特別講演「知っておきたい腸内細菌の基礎知識～消化
器疾患との関連～」
福岡大学医学部消化器内科学講座准教授
竹田津 英稔先生
第１回佐賀県肺がん対策医会セミナー (マリトピア)
後援（都道府県・地域がん診療連携拠点病院）
一般演題 「診断に苦慮した肺腫瘤の１例」
佐賀大学医学部放射線科 吉永優先生
「関節リウマチ患者に発生した多発肺結節の１例」
佐賀大学医学部放射線科 福井修一先生
第２３回佐賀胃腸懇話会(佐賀大学医学部)
ミニレクチャー 「妊娠とIBD」

H31.1.26

隔月１回
H30.6.5 内科・外科・がん症例検討カンファレンス
地域がん診療連携拠点病院特別講演会
H30.12.22 特別講演「泌尿器科癌の診断と最新治療」
毎週
教育講演「介護施設での看取りを広げるために～緩和ケア
佐賀大学医学部泌尿器科教授 野口満先生
病棟での看取り研修～」
がん化学療法レジメン審査委員会
佐賀県医療センター好生館緩和ケア科部長 小杉寿文先生
地域がん診療連携拠点病院緩和ケア勉強会
H31.2.25
第４金曜日／隔月
講演「ADLが低下した末期がん患者の『家に帰れる』
H31.2.22 という希望を支える～多職種で想いに寄り添った退院
2018.5.23
第２６６回佐賀小児プライマリーケアカンファレンス
嬉野医療センタークリニカルセミナー
H30.4.6
「佐賀でも少しずつ始まった小中学校でのがん教育～
支援～」
講演 「最近の肺癌化学療法の動向」
なぜ必要？その内容は？～」
唐津赤十字病院泌尿器科部長 明利浩行先生
嬉野医療センタ-呼吸器内科医長中富克己先生
佐賀県医療センター好生館小児科部長 稲田浩子先生
唐津赤十字病院看護師 古賀悠記子氏
2018.6.13
嬉野医療センタークリニカルセミナー
H31.3.9 唐津東松浦医師会学術講演会
第２７回好生館医学会総会
H31.2.26 講演 「消化器がんに対する抗がん剤について」
研究支援課題「膵がんの病理診断（生理組織・細胞診）に
Session1「唐津東松浦地区の胃癌内視鏡検診の現状
嬉野医療センタ-消化器内科 山口大輔先生
K-ras点突然変異の検索を加えることにより正診率が上昇
と課題」
H30.5.11 するか？」
2018.8.3
唐津赤十字病院第一内科部長 野田隆博先生
地域がん診療連携推進セミナー
講演「免疫チェックポイント阻害剤の使用経験」～実臨床で
佐賀県医療センター好生館病理部長 森大輔先生
チェックすべきポイント～
佐賀大学医学部附属病院呼吸器内科診療教授／
がんセンター長 荒金尚子先生
日本緩和医療学会第１回九州支部学術大会

H30.5.17

嬉野医療センタークリニカルセミナー
講演「粘膜下腫瘍ってなんですか？」
嬉野医療センタ-外科医長 黨 和夫先生

H30.8.8

嬉野医療センタークリニカルセミナー
講演「腎癌治療の変遷」
嬉野医療センター泌尿器科部長 谷口啓輔先生

H31.1.23

佐賀県医療センター好生館消化器内科 富永直之先生

後援（都道府県・地域がん診療連携拠点病院）
佐賀産業保健総合支援センター産業医講座
講義「健康経営に直結する肝炎対策～職域から肝がんを
減らすために～佐賀県独自の対策、ウィルス性肝炎から

脂肪肝炎まで」
佐賀大学医学部附属病院肝疾患センター
特任教授 江口 有一郎先生
第２１回日本高齢消化器病学会総会(第151回佐賀県胃癌

H30.8.1
H30.8.7
H30.8.9
H30.8.21
H30.8.28

H31.3.13
嬉野医療センタークリニカルセミナー
講演「乳癌について=病理学的観点から=」
嬉野医療センター病理診断科部長 内藤慎二先生

H30.8.4

・大腸癌検診医会研修会)
特別講演「地域ぐるみで取り組む佐賀県肝がん死亡率ワ

ースト１位汚名返上」
佐賀大学肝疾患センター 江口 有一郎先生
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区分

佐賀大学医学部附属病院
平成３０年度第１回がんプロセミナー

開催日

佐賀県医療センター好生館

唐津赤十字病院

開催日

H30.9.19

講演「自分らしく生きることを支える意思表明支援としてのケア」

東京女子医科大学老年看護学教室教授 長江弘子先生
講演「小児・AYA世代の白血病・リンパ腫治療と感染症管理」

札幌北楡病院小児思春期科医長 佐野弘純先生
地域がん診療連携推進セミナー

H30.10.11

講演「がん診療における人工知能活用の現況と近未来」
佐賀大学医学部内科学講座皮膚科教授 成澤 寛先生

生活習慣病とＰＳＡ検診を考える会
講演Ⅰ「前立腺癌における(循環器)内科医の役割」

H30.11.22

佐賀大学医学部循環器内科特任講師 田中 敦史先生

講演Ⅱ「前立腺がん検診と薬物治療について」
佐賀大学医学部泌尿器科学講座講師 有働 和馬先生

学会参加報告
第６０回小児血液・がん学会
Speaker 西 眞範先生 古賀大介 先生

H30.12.11

H30.12.25
佐賀小児クリニカルカンファレンス
「重症心身障害者における悪性主要合併について」
Speaker 前田真紀子先生 Moderator 石井清久先生
平成３０年度佐賀県がんピアサポーター・フォローアップ研修 H31.2.24

講義「ピアサポーター"がん"と向き合う」
佐賀大学医学部附属病院助教 松島 淳先生
第７６回佐賀ﾌﾞﾙｰトアーベント

H31.2.15

特別講演「消化器癌における内視鏡治療の進歩-新規
内視鏡開発/AI診断から網羅的解析による大腸癌診断

まで-」
朝日大学病院消化器内科教授 八木信明先生
平成３０年度佐賀県がん登録研修会
第８回「UICCTNM分類第8版について」
佐久総合病院 西本寛先生
第９回「慢性期病院の、全国がん登録の情報を使った
統計等情報活用について」他
国立がん研究センター 松田智大先生
第１０回「多重がんルールの基礎」他
佐久総合病院 西本寛先生
第１１回「全国がん登録の安全措置」他
国立がん研究センター 松田智大先生

H30.5.19

H30.8.17

H30.12.1
H31.2.15
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開催日

嬉野医療センタ－

開催日

