岡山県が主催、共催、後援するセミナー等行事予定（平成２９年度）
H29.11.17現在
№ 区分

開催日

行事名

中国・四国広域がんプロ養成コンソーシ
アム
2018年3月25日(日)
18 後援
市民公開講座
13:00～15:25
「最新・最適ながん治療～がん治療はこ
んなに多様化しています～」

17 後援

2018年3月4日(日)
13:30～16:00

市民公開講座
痛みに負けないカラダとこころの作り方

岡山大学病院
第11回岡山県がん診療連携拠点病院公開
2018年1月28日(日)
16 後援
講座
13:00～1５:３0
「その人らしさを支える在宅医療」（仮
題）
中国・四国広域がんプロ養成コンソーシ
アム
2018年1月21日(日) 市民公開講座
15 後援
13:00～16:05
「自分に合ったがん治療を受けるために
～ライフステージ、ライフスタイルに
沿った医療、福祉～」

会場

主催者

問い合わせ先

備考

三木記念ホール
（岡山市北区駅元町19番2号）

中国・四国広域がんプロ 086-235-7023
岡山大学学務課 中四
養成コンソーシアム
がんプロ事務局

申込受付（3月14
日締切）
参加無料

川崎医科大学現代医学教育博物館
（倉敷市松島577）

認定ＮＰＯ法人いたみ医
学研究情報センター、川 086-462-1111
川崎医科大学附属病院
崎医科大学附属病院麻
酔・集中治療科、岡山大 麻酔・集中治療科
学整形外科学教室

要申込 定員150
人
参加無料

岡山大学鹿田キャンパス内
Junko Fukutakeホール
（岡山市北区鹿田町2-5-1）

岡山大学病院

岡山コンベンションセンター３Ｆ
コンベンションホール
（岡山市北区駅元町14-1）

中国・四国広域がんプロ 086-235-7023
岡山大学学務課 中四
養成コンソーシアム
がんプロ事務局

申込受付（1月10
日締切）
参加無料

086-235-7072
岡山大学病院 医事課

参加無料

2017年11月11日
14 後援 (土)
14:00～15:30

第16回岡山赤十字病院がんセンター
市民公開講座

三木記念ホール
（岡山市北区駅元町19番2号）

岡山赤十字病院がんセン 086-222-8811
岡山赤十字病院
ター
医療情報管理課

参加無料

2017年10月28日
13 後援 (土)
9:00～17:15

岡山県がん看護セミナー2017
「がん看護の基礎を学びたいあなたへ」

岡山赤十字病院 南館1階研修室
（岡山市北区青江2-1-1）

岡山県がん診療連携協議 086-235-7072
岡山県がん診療連携協
会がん看護部会
議会事務局

要申込
(6/15～8/18)
参加無料

2017年10月8日(日) 市民公開講座「もっと知ってほしい胃が
13:00～16:00
んのことin岡山」

三木記念ホール
（岡山市北区駅元町19番2号）

認定ＮＰＯ法人キャン
サーネットジャパン

12 後援

03-5840-6072
キャンサーネットジャ
パン事務局

要申込
参加無料
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11 後援

2017年9月30日(土) 岡山医療センター
10:00～12:00
第12回がん市民公開講座

岡山シティミュージアム
（岡山市北区駅元町15-1）

岡山医療センター

086-294-9911
岡山医療センター
企画課

参加無料

10 後援

第15回岡山赤十字病院がんセンター
2017年9月23日(土)
市民公開講座
14:00～15:30
「乳がんについて」

岡山赤十字病院南館研修室
（岡山市北区青江2-1-1）

岡山赤十字病院がんセン 086-222-8811
岡山赤十字病院
ター
医療情報管理課

参加無料

岡山大学病院 総合診療西棟5階
（岡山市北区鹿田町2-5-1）

岡山大学病院

086-235-7948
岡山大学大学院保健学
研究科 山口そのえ

参加無料

川崎医科大学 校舎棟8階
ラウンジ
（倉敷市松島577）

川崎医科大学附属病院

086-462-1111
内線22612
川崎医科大学附属病院
患者診療支援センター

申込不要
参加無料

岡山大学病院
2017年9月23日(土) 第3回小児がんフォーラムin岡山
9 後援
13:00～15:00
「子どもと家族を支える医療・福祉・教
育の絆 ー復学・復園支援を考えるー」
2017 年9月16日
8 後援 (土)
13:30～15:00

川崎医科大学附属病院
第21回市民公開講座
「医療の今とこれから
化学療法までー」

2017年9月5日(火)
7 後援
18:30～20:15

倉敷成人病センター
第9回がん市民公開講座
「胃がん～胃がんの予防から治療まで
～」

倉敷成人病健診センター4階大会議
室
（倉敷市白楽町282）

一般財団法人倉敷成人病 086-422-2116
倉敷成人病センター
センター
地域連携室

要申込 先着100
人
（8月29日締切）
参加無料

岡山済生会総合病院
第15回市民公開講座
「いま、知ろう！大腸がん」

岡山済生会総合病院 管理棟4階
さいゆうホール
（岡山市北区国体町2-25）

岡山済生会総合病院

086-252-2211
岡山済生会総合病院
市民公開講座係

要申込 先着200
人
参加無料

倉敷成人病健診センター4階大会議
室
（倉敷市白楽町282）

一般財団法人倉敷成人病 086-422-2111
倉敷成人病センター
センター
医療連携部広報企画室

6 後援

2017年9月2日(土)
13:00～15:00

ー食事療法から

2017年7月26日(水) 倉敷成人病センター
5 後援
18:30～20:00
女性のための市民公開講座

2017年7月1日(土)
4 後援
13:00～15:00

岡山大学鹿田キャンパス内
第15回日本臨床腫瘍学会学術集会市民公
Junko Fukutakeホール
開講座
（岡山市北区鹿田町2-5-1）

15回日本臨床腫瘍学会
学術集会

要申込 先着100
人
（7月14日締切）
参加無料

086-259-5578
申込受付（6月26
「第15回ＪＳＭＯ学術
日締切）
集会市民公開講座」担
参加無料
当事務局
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倉敷成人病センター
2017年5月17日(水)
3 後援
第7回がん市民公開講座
18:30～20:00
「泌尿器科のがんと地域連携」

倉敷成人病健診センター4階大会議
室
（倉敷市白楽町282）

2017年4月23日(日) フォーラム がんと生きる
2 後援
13:00～15:30
～こころとからだ 私らしく～

NHK厚生文化事業団、
岡山シンフォニーホール 大ホール
NHKエンタープライ
（岡山市北区表町1-5-1）
ズ、読売新聞社

2017年4月5日(水)
1 後援
19:00～2０:00

問い合わせ先

一般財団法人倉敷成人病 086-422-2116
倉敷成人病センター
センター
地域医療連携室

倉敷中央病院
第39回地域がん診療連携拠点病院 医療
倉敷中央病院総合保健管理センター
従事者研修会
1階 古久賀ホール
倉敷中央病院
「当院リニアックのご紹介」
（倉敷市鶴形1-8-5）
「高精度放射線外部照射の最前線-脳腫
瘍、膵臓癌、前立腺癌-」

備考
要申込 先着100
人
（5月10日締切）
参加無料

03-5728-6633
ＮＨＫ厚生文化事業団
「フォーラムがんと生
きる」係

要申込 先着700
人
参加無料

086-422-5024
倉敷中央病院総合相
談・地域医療・入退院
支援センター

参加無料

