
平成 27

【総合司会】

1）開会ご挨拶

2）ご挨拶  

   「徳島大学病院

第 1

3）肺がん  

「当科における肺癌治療の現状

4）乳がん  

「乳がんの最新治療と

5）胃がん  

「胃がんに対する

6）大腸がん

「大腸癌の最新化学療法

第

7）前立腺がん

「前立腺がんの最新治療

８）がん診療連携について

「当院のパスを使った連携の現状について

「書類手続きについて

9）徳島県鳴門病院におけるがん診療

「子宮頸がん検診における

10）閉会ご挨拶

                        

共催：徳島県

※ 薬剤師・看護師等医療関係者皆様方のご参加もお待ちしております。

27 年度臨床腫瘍地域医療学コース（インテンシブ）第

【総合司会】    徳島大学病院

挨拶 19:00～

徳島大学

板野郡医師会

  19:10～19:2

徳島大学病院 がん診療連携センター

1 部【座 長】 

  19:20～19:30

当科における肺癌治療の現状

  19:30～19:40

「乳がんの最新治療と

  19:40～19:5

胃がんに対する最新の低侵襲外科治療

がん  19:50～20:0

大腸癌の最新化学療法

第 2 部【座 長】

がん 20:00～20

前立腺がんの最新治療

）がん診療連携について

当院のパスを使った連携の現状について

「書類手続きについて

）徳島県鳴門病院におけるがん診療

子宮頸がん検診における

閉会ご挨拶  20:30

※

                       

共催：徳島県鳴門病院、鳴門市医師会、板野郡医師会、

＊本セミナーは、

薬剤師・看護師等医療関係者皆様方のご参加もお待ちしております。

年度臨床腫瘍地域医療学コース（インテンシブ）第

鳴門と板野と

日時：平成

場所：徳島県

（鳴門市撫養町黒崎字小谷

対象者：医師・看護師・コメディカルスタッフ

 

徳島大学病院 

～19:10  

徳島大学病院 

板野郡医師会   

20  

がん診療連携センター

徳島大学病院

       徳島大学病院

30  

当科における肺癌治療の現状」

徳島大学病院

19:40  

「乳がんの最新治療と県下統一パスによる病診連携

徳島大学病院

50 

最新の低侵襲外科治療

20:00  

大腸癌の最新化学療法」   徳島大学病院

長】      徳島大学病院

20:10  

前立腺がんの最新治療」   

）がん診療連携について  20:10～

当院のパスを使った連携の現状について

「書類手続きについて」     

）徳島県鳴門病院におけるがん診療

子宮頸がん検診における HPV

30～20:40  

※ セミナー修了後に情報交換会をご用意しております。（

                       乾杯

 主催：徳島大学病院がん診療連携センター

鳴門病院、鳴門市医師会、板野郡医師会、

＊本セミナーは、第

薬剤師・看護師等医療関係者皆様方のご参加もお待ちしております。

年度臨床腫瘍地域医療学コース（インテンシブ）第

板野とのがん診療連携

日時：平成 27 年 7 月 30

徳島県鳴門病院 

門市撫養町黒崎字小谷 32

対象者：医師・看護師・コメディカルスタッフ

 がん診療連携センター

  がん診療連携センター

        会長

がん診療連携センターについて

徳島大学病院  

徳島大学病院  

」 

徳島大学病院     

県下統一パスによる病診連携

徳島大学病院   食道・乳腺甲状腺外科

最新の低侵襲外科治療」 徳島大学病院

徳島大学病院

徳島大学病院    

    徳島大学病院

～20:20  

当院のパスを使った連携の現状について」

   徳島大学病院

）徳島県鳴門病院におけるがん診療  20:20～20:30

HPV 検査併用の意義について

徳島県

鳴門市医師会

セミナー修了後に情報交換会をご用意しております。（

乾杯    徳島県

主催：徳島大学病院がん診療連携センター

鳴門病院、鳴門市医師会、板野郡医師会、

第 21 回徳島大学病院がん診療連携セミナー

薬剤師・看護師等医療関係者皆様方のご参加もお待ちしております。

年度臨床腫瘍地域医療学コース（インテンシブ）第

診療連携 ～患者さんの安心のために～

30 日（木） 19

鳴門病院  大会議室（

門市撫養町黒崎字小谷 32 番地 TEL：088

対象者：医師・看護師・コメディカルスタッフ

がん診療連携センター がん診療連携・相談副部門長

がん診療連携センター 

会長                

について」 

 がん診療連携センター

  呼吸器･膠原病内科

   呼吸器外科

県下統一パスによる病診連携」 

食道・乳腺甲状腺外科

徳島大学病院

徳島大学病院     消化器内科

     泌尿器科

徳島大学病院     泌尿器科

」    徳島大学病院

徳島大学病院      医療支援課患者支援係

20:30  

検査併用の意義について

徳島県鳴門病院

鳴門市医師会        

セミナー修了後に情報交換会をご用意しております。（

徳島県鳴門病院   

主催：徳島大学病院がん診療連携センター

鳴門病院、鳴門市医師会、板野郡医師会、

回徳島大学病院がん診療連携セミナー

薬剤師・看護師等医療関係者皆様方のご参加もお待ちしております。

年度臨床腫瘍地域医療学コース（インテンシブ）第

～患者さんの安心のために～

19：00～ 

大会議室（3 階） 

088‐683‐0011（代）

対象者：医師・看護師・コメディカルスタッフ

がん診療連携・相談副部門長

  がん診療連携

                

がん診療連携センター センター長

呼吸器･膠原病内科    

呼吸器外科      助教

食道・乳腺甲状腺外科   

徳島大学病院 消化器・移植外科

消化器内科     

泌尿器科       

泌尿器科   

徳島大学病院    医療支援課

医療支援課患者支援係

検査併用の意義について」 

鳴門病院   産婦人科

        会長

セミナー修了後に情報交換会をご用意しております。（

      病院長

主催：徳島大学病院がん診療連携センター

鳴門病院、鳴門市医師会、板野郡医師会、中国・四国広域がんプロ養成コンソーシアム

回徳島大学病院がん診療連携セミナー

薬剤師・看護師等医療関係者皆様方のご参加もお待ちしております。

年度臨床腫瘍地域医療学コース（インテンシブ）第８回地域医療セミナー

～患者さんの安心のために～ 

（代）） 

対象者：医師・看護師・コメディカルスタッフ  

がん診療連携・相談副部門長

がん診療連携・相談部門長

                

センター長   

   准教授      

助教       

 教授           

・移植外科 助教

  講師      

       教授     

 講師      

医療支援課      

医療支援課患者支援係   

産婦人科   部長

会長            

セミナー修了後に情報交換会をご用意しております。（20：40～）

病院長          

主催：徳島大学病院がん診療連携センター 

中国・四国広域がんプロ養成コンソーシアム

回徳島大学病院がん診療連携セミナーを兼ねます。

薬剤師・看護師等医療関係者皆様方のご参加もお待ちしております。

回地域医療セミナー

 

がん診療連携・相談副部門長   福森 知治

・相談部門長  金山 博臣

              有住 基彦

        埴淵 昌毅

      埴淵 昌毅

       鳥羽 博明

           丹黒   

助教    吉川 幸造

          宮本 弘志

       金山 博臣

       福森 知治

      福田 直也

     小林 保数

部長    漆川 敬治

     福田 徹夫

～） 

      荒瀬 誠治

中国・四国広域がんプロ養成コンソーシアム

を兼ねます。 

薬剤師・看護師等医療関係者皆様方のご参加もお待ちしております。

回地域医療セミナー 

知治 先生 

博臣 先生 

基彦 先生 

昌毅 先生 

昌毅 先生 

博明 先生 

   章 先生 

幸造 先生 

弘志 先生 

博臣 先生  

知治 先生  

直也 MSW  

保数 係長  

敬治 先生  

徹夫 先生  

誠治 先生  

中国・四国広域がんプロ養成コンソーシアム 

薬剤師・看護師等医療関係者皆様方のご参加もお待ちしております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


