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令和 3年度 がん総合相談に携わる者に対する研修事業 委員会名簿

（1）改訂委員会 ◎は委員長（以下 50 音順）

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

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 がん対策研究所 事業統括

渡邉 眞理 湘南医療大学 保健医療学部 看護学科 教授

（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）

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 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 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）

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 ファミリー・ホスピス京都北山ハウス がん看護専門看護師

齋藤 円 市立ひらかた病院 精神科 部長

松向寺 真彩子 市立豊中病院 臨床心理士

福井 里美 東京都立大学 人間健康科学研究科看護科学域 准教授

認定NPO法人 がんサポートコミュニティ

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

吉田 稔 日本赤十字社熊本健康管理センター 所長
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〜御礼〜

2021年 11 月 3 日、2022年 2 月 11 日開催の「がんサポートグループ企画・運営者のための研

修会」を実施するにあたり、研修会の運営には下記の皆様にご協力いただきました。多大なご

協力を賜りましたことを厚く御礼を申し上げます。

・日本赤十字大学さいたま看護学部 遠藤 公久様

・認定NPO法人 がんサポートコミュニティ 間瀬 志津乃様

・認定NPO法人 がんサポートコミュニティ 西野 明樹様

・市立ひらかた病院 西村 知子様

・大阪医科薬科大学病院 若林 暁子様

・神戸大学医学部附属病院 酒見 惇子様

・友愛医療センター 上原 弘美様

・聖路加国際病院 橋本 久美子様

・京都大学医学部附属病院 出雲路 祥子様



令和 3年度 厚生労働省委託事業
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〈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］ 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］ 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］ 松本 陽子 NPO法人愛媛がんサポートおれんじの会 理事長

［委 員］ 若尾 文彦 国立がん研究センター がん対策研究所 事業統括

［委 員］ 渡邉 眞理 湘南医療大学 保健医療学部 看護学科 教授

〈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 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 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 精巣腫瘍患者友の会J-TAG 共同代表

［グループ員］ 齋藤 円 市立ひらかた病院 精神科 部長

［グループ員］ 吉田 稔 日本赤十字社熊本健康管理センター 所長

［グループ員］ 福井 里美 東京都立大学大学院 人間健康科学研究科看護科学域 准教授/認定NPO法人がん

サポートコミュニティ

令和 3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

［発 行］ 2022 年 3 月 25 日

［発行元］ 一般社団法人日本サイコオンコロジー学会

がん総合相談に携わる者に対する研修事業 担当事務局

〒 277-8577 千葉県柏市柏の葉 6-5-1

国立研究開発法人 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内

TEL：04-7134-6986 FAX：04-7134-7026

［製作者］ 株式会社 青海社 ［DTP/印刷］ 株式会社 真興社


