
委員会名簿

（1）改訂委員会 ◎は委員長（以下 50音順）

第 1 回委員会

日時：令和元年 7月 12 日（金）14：00〜16：00

議事：1）厚生労働省あいさつ

2）本年度の事業計画

3）テキスト改訂作業について

4）都道府県への支援希望調査の結果報告と支援先・支援内容の検討、実施マニュア

ルの作成について

第 2 回委員会

日時：令和 2年 2月 4日（火）10：00〜12：00

議事：1）あいさつ

2）報告

①三重県ピアサポーター養成研修会 準備状況報告

②がんサポートグループ企画の手引き 改訂作業報告

3）検討

①意見交換会概要の報告、まとめ方について

②事業報告書について

第 3 回委員会

日時：令和 2年 2月 21 日（金）10：00〜12：00

議事：1）あいさつ

2）報告

①三重県ピアサポーター養成研修会 開催報告

②「ピアサポーター養成テキスト」、スライド、開催マニュアル 検討状況

③がんサポートグループ企画の手引き 検討状況報告

3）検討

①事業報告書について
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氏名 所属・役職

◎小川 朝生 国立がん研究センター先端医療開発センター精神腫瘍学開発分野 分野長

天野 慎介 一般社団法人グループ・ネクサス・ジャパン 理事長

石川 睦弓 静岡県立静岡がんセンター研究所 患者家族支援研究部 部長

佐々木 治一郎 北里大学病院集学的がん診療センター センター長

松本 陽子 NPO法人愛媛がんサポートおれんじの会 理事長

若尾 文彦 国立がん研究センターがん対策情報センター センター長



（2）ピア・サポート養成研修ワーキンググループ ●はWG委員長（以下 50音順）

第 1 回WG委員会

日時：令和元年 9月 21 日（土）14：00〜16：00

議事：1）あいさつ

2）今年度の事業方針

3）ピアサポーター養成テキスト、スライドの改訂の検討

4）三重県ピアサポーター養成研修会に向けた検討

4）次回までにやるべき事、今後の予定の確認

第 2 回WG委員会

日時：令和 2年 1月 24 日（金）19：00〜20：00

議事：1）三重県 ピアサポーター養成研修会に向けての検討

2）研修会開催マニュアルの検討

3）今後の予定の確認

第 3 回WG委員会

日時：令和 2年 3月 5日（木）19：00〜20：00

議事：1）研修会開催マニュアルの検討

2）「ピアサポーター養成テキスト」 テキスト改訂の検討

3）今後の予定の確認

三重県 ピアサポーター養成研修会

日時：令和 2年 2月 8日（土）（事前打合せ 18：00〜20：00）

令和 2年 2月 9日（日）、16 日（日）（研修会 9：30〜16：30、反省会 16：30〜18：00）
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氏名 所属・役職

●秋月 伸哉 がん・感染症センター 東京都立駒込病院 精神腫瘍科・メンタルクリ

ニック 部長

倉田 明子 広島大学病院 精神科 診療講師

齋藤 円 市立ひらかた病院 精神科 副部長

桜井 なおみ 一般社団法人 CSRプロジェクト 代表理事

野田 真由美 NPO法人 支えあう会 「α」 副理事長

吉田 稔 日本赤十字社熊本健康管理センター 副所長



（3）短期サポートグループワーキンググループ ●はWG委員長（以下 50音順）

第 1 回WG委員会

日時：令和元年 8月 14 日（水）13：00〜18：00

議事：1）事業内容の確認

2）ワーキングの方向性の検討

3）今後の予定の確認

第 2 回WG委員会

日時：令和元年 10 月 19 日（土）13：00〜18：00

議事：1）事業内容の確認

2）「ピアサポーター養成テキスト」との整合性の確認

3）改訂作業

4）今後の予定の確認

第 3 回WG委員会

日時：令和 2年 3月 16 日（月）15：00〜19：00

議事：1）改訂作業の確認

2）次年度に向けた方向性の確認
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氏名 所属・役職

●平井 啓 大阪大学大学院人間科学研究科 准教授

市原 香織 京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻 がん看護専門看護師

松向寺 真彩子 市立豊中病院 臨床心理士

古谷 浩 精巣腫瘍患者友の会 J-TAG 共同代表

山田 麻記子 東京医科歯科大学医学部附属病院 がん相談支援センター

医療ソーシャルワーカー



令和元年度 厚生労働省委託事業

がん総合相談に携わる者に対する研修事業

〈改訂委員会〉

［委員長］ 小川 朝生 国立がん研究センター先端医療開発センター精神腫瘍学開発分野 分野長

［委 員］ 佐々木治一郎 北里大学病院集学的がん診療センター センター長

［委 員］ 若尾 文彦 国立がん研究センターがん対策情報センター センター長

［委 員］ 石川 睦弓 静岡県立静岡がんセンター研究所 患者家族支援研究部 部長

［委 員］ 天野 慎介 一般社団法人グループ・ネクサス・ジャパン 理事長

［委 員］ 松本 陽子 NPO法人愛媛がんサポートおれんじの会 理事長

〈ピア養成研修ワーキンググループ〉

［グループ長］ 秋月 伸哉 がん・感染症センター 東京都立駒込病院 精神腫瘍科・メンタルクリニック 部長

［グループ員］ 桜井なおみ 一般社団法人 CSRプロジェクト 代表理事

［グループ員］ 倉田 明子 広島大学病院 精神科 診療講師

［グループ員］ 齋藤 円 市立ひらかた病院 精神科 副部長

［グループ員］ 野田真由美 NPO法人支えあう会「α」副理事長

［グループ員］ 吉田 稔 日本赤十字社熊本健康管理センター 副所長

〈短期サポートグループワーキンググループ〉

［グループ長］ 平井 啓 大阪大学大学院人間科学研究科 准教授

［グループ員］ 松向寺真彩子 市立豊中病院 臨床心理士

［グループ員］ 市原 香織 京都大学大学院人間科学系専攻 博士後期課程/がん看護専門看護師

［グループ員］ 山田麻記子 東京医科歯科大学医学部附属病院 医療ソーシャルワーカー

［グループ員］ 古谷 浩 精巣腫瘍患者の会J-TAG共同代表

令和元年度 厚生労働省委託事業

がん総合相談に携わる者に対する研修事業 事業報告書
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