
 

平成 28 年度厚生労働省委託事業 コミュニケーション技術研修会テキスト 3.2 版（2016 年 10 月） 

平成 27 年度厚生労働省委託事業 コミュニケーション技術研修会テキスト 3.1 版（2015 年 10 月） 

平成 26 年度厚生労働省委託事業 コミュニケーション技術研修会テキスト 3.0 版（2014 年 10 月） 

   

【企画・編集・執筆】 那須 淳一郎 岡山済生会総合病院 内科 

 二宮 ひとみ 国立研究開発法人国立がん研究センター中央病院 消化管内科 

 藤森 麻衣子 国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター 精神保健研究所 

 佐野 智美 久留米大学医学部医学科 麻酔学講座 

 小室 龍太郎 独立行政法人国立病院機構金沢医療センター 緩和ケア内科・精神科 

 小林 範子 北海道大学病院 婦人科 

 下山 理史 独立行政法人国立病院機構名古屋医療センター 緩和ケア科 

 高橋 通規 独立行政法人国立病院機構仙台医療センター 緩和ケア内科・緩和ケアチーム 

 藤平 和吉 群馬大学医学部附属病院 精神科神経科 

 山田 祐 埼玉県立精神医療センター 精神科 

 釆田 志麻 熊本赤十字病院 血液腫瘍内科 

 間島 竹彦 独立行政法人国立病院機構渋川医療センター 精神腫瘍科 

 白井 由紀 あそかビハーラ病院 看護部 

 大庭 章 群馬県立がんセンター 精神腫瘍科・がん相談支援センター 

 内富 庸介 国立研究開発法人国立がん研究センター中央病院 支持療法開発センター 

【シナリオ協力者】 正印 克夫 独立行政法人国立病院機構金沢医療センター 脳神経外科 

 久保田 敏信 独立行政法人国立病院機構名古屋医療センター 眼科 

 江戸 雅孝 JA秋田厚生連能代厚生医療センター 耳鼻咽喉科 

 能崎 晋一 独立行政法人国立病院機構金沢医療センター 歯科口腔外科 

 淺野 理恵 独立行政法人国立病院機構静岡医療センター 耳鼻咽喉科 

 坂口 憲史 独立行政法人労働者健康安全機構中部ろうさい病院 外科 

 高久 秀哉 水戸済生会総合病院 消化器一般外科 

 山﨑 圭一 ベルランド総合病院 乳腺センター・緩和ケア科 

 間瀬 隆弘 大垣徳洲会病院 乳腺・内分泌外科 

 原田 敏之 独立行政法人地域医療機能推進機構北海道病院 呼吸器センター呼吸器内科 

 有岡 仁 独立行政法人労働者健康安全機構横浜労災病院 腫瘍内科・緩和支持療法科 

 藤澤 文絵 独立行政法人大阪府立病院機構大阪府立成人病センター 臨床腫瘍科 

 田中 俊行 独立行政法人国立病院機構高崎総合医療センター 外科・緩和医療科 

 大橋 洋平 JA愛知厚生連海南病院 緩和ケア内科 

 堀田 直樹 増子記念病院 肝臓内科 

 東 光久 公立大学法人福島県立医科大学 白河総合診療アカデミー 

 三村 卓司 金田病院 外科 

 佐藤 温 弘前大学大学院医学研究科 腫瘍内科学講座 

 野池 輝匡 相澤病院 がん集学治療センター緩和ケア科 

 長治 誠 鳥取市立病院 産婦人科 

 関口 勲 地方独立行政法人栃木県立がんセンター 婦人科 

 里見 裕之 福井県済生会病院 女性診療センター産婦人科 

 三輪 聰太郎 独立行政法人国立病院機構金沢医療センター 泌尿器科 

 吉田 稔 熊本赤十字病院 血液腫瘍内科 

 西島 千博 独立行政法人国立病院機構金沢医療センター 皮膚科 

 中村 あや 岡山済生会総合病院 泌尿器科 

 今井 洋介 新潟県立がんセンター新潟病院 血液腫瘍内科 

 大石 京介 金沢大学附属病院 皮膚科 

 林 寛之 市立砺波総合病院 整形外科 

 武内 章彦 金沢大学附属病院 整形外科 

 細川 浩 熊本赤十字病院 国際医療救援部 

 竹川 茂 富山県立中央病院 緩和ケア科 

 小林 千恵 筑波大学医学医療系 小児科 

 河村 淳史 兵庫県立こども病院 脳神経外科 

 大園 秀一 久留米大学医学部医学科 小児科学講座 

 小澤 美和 聖路加国際病院 小児科 

 佐藤 菊枝 つくば SP会 
 

 



 

 

 

平成 22年度厚生労働省委託事業 コミュニケーション技術研修会テキスト 2.1版（2010年 11月） 

執筆・作成・協力者一覧 

[企画・編集・執

筆］ 
小室 龍太郎 （国立病院機構金沢医療センター精神科（腫瘍精神担当）･緩和ケアチーム） 

 二宮 ひとみ （大阪医科大学神経精神医学教室） 

 近藤 享子 （国立がん研究センター東病院精神腫瘍学開発部） 

 藤森 麻衣子 （科学技術振興機構戦略的創造研究推進事業岡ノ谷情動情報プロジェクト） 

 白井 由紀 （東京大学大学院医学系研究科がんプロフェッショナル養成プラン） 

 伊東 美和 （国立がん研究センター東病院精神腫瘍学開発部） 

 大庭 章 （群馬県立がんセンター精神腫瘍科･総合相談支援センター） 

 内富 庸介 （岡山大学大学院医歯薬学総合研究科精神神経病態学教室） 

［シナリオ協力者］ 藤阪 保仁 （近畿大学医学部内科学教室腫瘍内科部門） 

 木下 明敏 （国立病院機構長崎医療センター呼吸器科） 

 那須 淳一郎 （岡山大学病院消化器内科） 

 下山 理史 （国立病院機構名古屋医療センター外科） 

 勝俣 範之 （国立がん研究センター中央病院乳腺内科） 

 野崎 善成 （富山赤十字病院外科） 

 坂本 雅樹 （名古屋市立大学病院緩和ケア部） 

 竹川 茂 （国立病院機構金沢医療センター外科） 

 片山 和久 （阿南医師会中央病院消化器外科） 

 小林 範子 （北海道大学病院産婦人科） 

 北折 健次郎 （愛知県赤十字血液センター技術部） 

 今井 洋介 （新潟県立がんセンター新潟病院血液腫瘍内科） 

 大園 秀一 （久留米大学病院小児科） 

 荒舘 宏 （国立病院機構金沢医療センター耳鼻咽喉科） 

 石浦 嘉之 （国立病院機構金沢医療センター泌尿器科） 

 能崎 晋一 （国立病院機構金沢医療センター歯科口腔外科） 

 正印 克夫 （国立病院機構金沢医療センター脳神経外科） 

 西島 千博 （国立病院機構金沢医療センター皮膚科） 

 藤巻 芳寧 （国立病院機構金沢医療センター整形外科） 

 小根山 隆浩 （日本歯科大学新潟病院口腔外科） 

 伊藤 英俊 （日本歯科大学新潟病院口腔外科） 

 高山 優 （群馬大学医学部附属病院歯科口腔外科） 

［企画協力］ 岸澤 進 （グリーンヒルズ若草病院精神科） 

 間島 竹彦 （群馬大学医学部附属病院精神科神経科･緩和ケアチーム） 

 山田 祐 （九州大学病院 外来化学療法室） 

 小川 朝生 （国立がん研究センター東病院精神腫瘍学開発部） 

 藤澤 大介 （国立がん研究センター東病院精神腫瘍学開発部） 

 清水 研 （国立がん研究センター中央病院精神腫瘍科） 

 加藤 雅志 （国立がん研究センターがん対策情報センターがん医療情報コンテンツ室） 

 

平成 19 年度厚生労働省委託事業 医療研修推進財団 コミュニケーション技術研修会テキスト 1. 2 版（2008 年 3

月） 

執筆・作成・協力者一覧 

 藤森 麻衣子 （国立がんセンター東病院臨床開発センター精神腫瘍学開発部） 
 白井 由紀 （国立がんセンター東病院臨床開発センター精神腫瘍学開発部） 

 鵜池 直邦 （独立行政法人国立病院機構九州がんセンター血液内科） 

 山田 祐 （国立がんセンター東病院臨床開発センター精神腫瘍学開発部） 

 伊東 美和 （国立がんセンター東病院臨床開発センター精神腫瘍学開発部） 

 内富 庸介 （国立がんセンター東病院臨床開発センター精神腫瘍学開発部） 

 高橋 通規 （独立行政法人国立病院機構仙台医療センター総合診療科、緩和ケアチーム） 

 藤阪 保仁 （大阪医科大学附属病院呼吸器内科） 

 二宮 ひとみ （大阪医科大学応用医学講座神経精神医学教室） 

 佐藤 愛子 （独立行政法人国立病院機構仙台医療センター内科） 

 久保田 馨 （国立がんセンター東病院呼吸器科） 

 大島 彰 （独立行政法人国立病院機構九州がんセンターサイコオンコロジー科） 

 大庭 章 （静岡県立静岡がんセンター精神科） 

 岸澤 進 （市立砺波総合病院(富山県砺波市)精神科兼緩和ケア科） 

 野崎 善成 （市立砺波総合病院(富山県砺波市)外科兼緩和ケア科） 

 勝俣 範之 （国立がんセンター中央病院乳腺グループ） 

 田中 桂子 （静岡県立静岡がんセンター緩和医療科） 

 秋月 伸哉 （国立がんセンター東病院臨床開発センター精神腫瘍学開発部） 

 浅井 真理子 （筑波大学大学院人間総合科学研究科） 

 梅澤 志乃 （国立がんセンター中央病院看護部）     



   
厚生労働省第３次対がん総合戦略事業第６分野「ＱＯＬ向上のための各種患者支援プログラムの開発研究」 

平成 18年度研究報告書コミュニケーション・スキル・トレーニングテキスト 1.0版（2006） 

［編集］ 国立がんセンター東病院臨床開発センター精神腫瘍学開発部 

［責任編集者］ 藤森 麻衣子 （国立がんセンター東病院臨床開発センター精神腫瘍学開発部） 

 内富 庸介 （国立がんセンター東病院臨床開発センター精神腫瘍学開発部） 

［執筆・作成者］ 藤森 麻衣子 （国立がんセンター東病院臨床開発センター精神腫瘍学開発部） 

 大庭 章 （静岡県立静岡がんセンター精神腫瘍科） 

 浅井 真理子 （筑波大学大学院人間総合科学研究科） 

 久保田 馨 （国立がんセンター東病院呼吸器科） 

 秋月 伸哉 （国立がんセンター東病院臨床開発センター精神腫瘍学開発部） 

 勝俣 範之 （国立がんセンター中央病院内科） 

 内富 庸介 （国立がんセンター東病院臨床開発センター精神腫瘍学開発部） 

［協力者］ 明智 龍男 （名古屋市立大学大学院医学研究科精神・認知・行動医学） 

 稲垣 正俊 （国立がんセンター東病院臨床開発センター精神腫瘍学開発部） 

 梅澤 志乃 （国立がんセンター中央病院看護部） 

 岡村 優子 （癌研有明病院腫瘍精神科） 

 木澤 義之 （筑波大学人間総合科学研究科） 

 木下 寛也 （国立がんセンター東病院緩和医療科） 

 栗原 幸江 （静岡県立静岡がんセンター緩和医療科） 

 小池 眞規子 （目白大学人間社会学部心理カウンセリング学科） 

 小早川 誠 （広島大学病院緩和ケアチーム） 

 嶋本 正弥 （国立がんセンター中央病院精神科） 

 清水 研 （国立がんセンター中央病院精神科） 

 鈴木 志麻子 （北里大学東病院精神科） 

 田中 桂子 （静岡県立静岡がんセンター緩和医療科） 

 谷口 幸司 （たにぐち皮フ科アレルギー科） 

 松岡 豊 （国立精神・神経センター精神保健研究所成人精神保健部） 

 村上 好恵 （聖路加看護大学成人看護学） 

 森田 達也 （聖隷三方原病院緩和支持治療科） 

 吉川 栄省 （静岡県立静岡がんセンター精神腫瘍科） 

 Baile FW （The University of Texas,M.D.Anderson Cancer Center） 

 Kissane DW （Memorial Sloan-Kettering Cancer Center） 

 Parker PA （The University of Texas,M.D.Anderson Cancer Center） 
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