
 

2019 年度  がん看護実務研修  講義内容一覧  

 

 科目 ねらい 内容 講師 

 

 

 

 

がん医療・ 

看護の動向 

がん登録制度

の意義と動向 

がんの政策、がん医療や

看護の動向がわかる。 

最近のがん医療をふまえたがん看護の動向を学習し、広い

視野でがん看護をとらえます。その上で、自己の施設におけ

る看護の役割を考えることができる目を養います。 

院長； 吉村 雅裕 

副院長兼看護部長； 

診療情報管理士； 

山口 真理子 

 がん相談支

援センターの

役割と実際 

兵庫県のがん診療連携

拠点病院における相談

支援センターの役割と

実際の活動がわかる 

がん相談支援センターの役割を理解するとともに、実際の相

談内容や就労支援、アピアランスケアの実際がわかります。 

がん相談支援センター 

看護師長補佐； 

岩城 淳子 

 がんの手術

療法と看護 

がんの手術療法の特徴

をふまえ、周術期の看

護がわかる。 

がんの手術療法の特徴についてわかりやすく解説します。 

看護では、周術期や術前・術後ケアの看護について病棟に

おいても活かせるポイントを押さえた講義です。周術期の

看護に関わる方だけでなく病棟看護師の方にもとても参考に

なります。 

副院長兼消化器外科部長； 

富永 正寛 

手術看護認定看護師； 

村上 貴子 

 フィジカル 

アセスメント 

フィジカルアセスメントが

わかる。 

臨床で必要な呼吸・循環・神経系のフィジカルアセスメントを

学びます。心電図の読み方や聴診の仕方などがん患者のみ

ではなくすべての臨床に役立ちます。 

集中ケア認定看護師； 

山本 智代 

 がん患者の 

リハビリテー

ション 

がん患者のリハビリテー

ションに必要な知識が 

わかる。 

退院後のＱＯＬを考えた生活者としての支援が必要です。 

がん患者の生活をベースに考えたリハビリテーションを学び

ます。 

作業療法士； 稲本 貴大 

 がんの化学

療法と看護 

抗がん剤の特性や治療

を理解し、副作用対策や

具体的な指導について

わかる。 

抗がん剤ってそもそもどうして癌に効くの？？抗がん剤の特

性がわかり、集学的治療の観点からがん化学療法を学びま

す。有害事象とケアの実際、安全な抗がん剤の取り扱いが

わかり、外来で化学療法を継続する患者の副作用対策など

具体的な患者をイメージした講義になっています。 

腫瘍内科医長； 

尾上 琢磨 

がん化学療法看護認定 

看護師； 山本 有佳子 

 

 症状マネジ 

メントとケア 

がん患者に多くみられる

苦痛症状の治療とケア

がわかる。 

症状マネジメントの考え

方と具体的な支援方法

がわかる。 

痛み・吐き気・呼吸苦・倦怠感・不眠・不安など、厚生労働省委

託事業の日本看護協会『看護師に対する緩和ケア教育テキス

ト』の症状のメカニズムとそれらに対する薬物療法について学

習します。午後からは大阪大学大学院医学系研究科荒尾教授

にお越しいただき、オレムのセルフケア理論をベースに、看護

が行う症状マネジメントのための統合的アプローチや非薬物療

法などを学びます。 

緩和ケアセンター長； 

池垣 淳一 

大阪大学大学院医学系 

研究科教授； 

 荒尾 晴惠 

 臨床倫理 倫理的感受性を高め、

倫理上のジレンマに  

陥った場合の対策が 

わかる。 

看護の規範でもある「看護の倫理綱領」、質の高い看護を行う

上で重要となる看護倫理。倫理とは何か、なぜ重要かを事例を

用いて理解し、倫理的感受性を高め、倫理上のジレンマに対処

できる！ 皆さんの悩みにもお答えします。 

がん看護専門看護師； 

日下 咲 



 

 科目 ねらい 内容 講師 

 地域における

緩和ケアの 

提供 

地域への連携や地域に

おける患者家族の問題

と看護師の役割につい

てわかる。 

地域包括ケアの推進が言われる中、がん患者さんの療養の場

所も多様化しています。がん患者の療養支援に必要な基礎知

識とスキルをふまえて、地域における緩和ケアの実際について

学びます。退院支援に役立つこと間違いなし！また、訪問看護

のスペシャリストから在宅におけるエンド・オブ・ライフケアの実

際について学びます。 

北須磨訪問看護・リハビリ

センター所長； 

 藤田 愛 

地域医療連携室看護師； 

貫田 公子 

 がん患者の

心理的サポ

ート 

がん患者におこる心の

動きを理解し援助の仕

方がわかる。 

理論を軸にがん患者の心理過程、意思決定プロセスにおける

精神的支援など、明日から使える精神面のアセメント力がアッ

プする研修です。 

臨床心理士； 大城 典 

 家族の心理

サポート 

家族アセスメントの視点

や方法がわかる。 

家族の捉え方、アセスメントの視点がわかり、どのように支援

すれば家族が本来の力を最大限発揮できるのか理解できま

す。家族看護のパイオニア、神戸市看護大学学長の鈴木志津

枝先生の講義です。 

神戸市看護大学学長； 

鈴木 志津枝 

 放射線療法と

看護 

放射線療法の特性や 

治療を理解し、副作用

対策や具体的指導に 

ついてわかる。 

放射線療法の「今」が理解できる人気の講座です。集学的治

療の観点からも放射線治療を学びます。入院だけでなく外来

で放射線治療を継続する患者の支援や放射線を過去に受

けた患者の晩期障害など臨床で役に立つ講義です 

放射線治療科部長； 

太田 陽介 

がん放射線療法看護認定

看護師； 西村 美穂 

 事例検討 

手法 

事例検討の手法を学

び、事例検討の方法が

わかる。 

効果的な事例検討ができる、事例の分析方法を学びます。

事例検討におけるプレゼンテーションの基礎や、どのように

展開していくかなど、事例の分析の仕方がわかります。実際

に役立つ事例検討手法です。 

がん看護専門看護師； 

 伊藤 由美子 

 

 

 科目 ねらい 内容 講師 

 最新の 

トピックス 

最新の診断・治療・看護

についての情報を知る。 

今話題の最新のがん治療のトピックスを、今年度はさらに 

充実のラインナップ！テレビでおなじみの里内先生の講義や、

最新の遺伝・ゲノム医療をわかりやすくお伝えします。 

スペシャルな 1日ですのでお見逃しなく！ 

＜免疫チェックポイント阻害剤＞ 

＜遺伝性腫瘍総論＞ 

＜ゲノム医療総論＞ 

＜遺伝・ゲノム看護＞ 

副院長兼ゲノム医療・臨床

試験センター長・呼吸器 

内科部長； 

 里内 美弥子 

腫瘍内科医長； 

松本 光史 

研究部長兼婦人科部長・

ゲノム医療・臨床試験 

センター次長； 

 須藤 保 

がん看護専門看護師； 

日下 咲 



 

 

 科目 ねらい 内容 講師 

 実践できる 

リンパ浮腫 

ケア 

ジェネラリストができる 

リンパ浮腫ケアやセルフ

ケア指導が理解でき、 

実践できる。 

そのむくみは本当にリンパ浮腫？リンパ浮腫の病因・病態、

複合的治療について学習します。 

ジェネラリストの看護師ができるセルフケア指導や、ケアに 

ついて実践できるようになります。 

医療リンパドレナージ 

セラピスト； 

楠 倫子 

松本 樹里  

 実践できる 

高齢者看護 

栄養管理 

摂食嚥下障

害看護 

高齢者の栄養管理や  

摂食嚥下障害に必要な 

知識を学ぶとともに、 

誤嚥を起こさないポジシ

ョニングと嚥下指導が 

実践できる。 

がん患者には治療をするだけではなく、退院後のＱＯＬを考

えた生活者としての支援が必要です。がん患者も高齢化して

います！ 高齢者の発達段階や栄養療法、摂食嚥下障害の

基礎を押さえた上で、実際の嚥下指導の演習を行います。 

管理栄養士； 尼子 恵理子 

栄養サポートチーム 

看護師； 岩城 淳子 

認知症看護認定看護師； 

吉田 夕希子 

摂食・嚥下障害看護認定 

看護師； 水野 裕恵 

皮膚・排泄ケア認定看護師； 

山本 佳子 

 ELNEC-Jコア

カリキュラム 

エンド・オブ・ライフ・ケア

（EOLケア）や緩和ケア 

を提供する看護師に   

必須とされる能力が    

修得 できる。 

エンド・オブ・ライフ・ケアにおいて必要な知識や技術をモジュー

ルに沿って講義・演習を通して学び、スキルを獲得できます。 

2日間の受講で「ELNEC-J コアカリキュラム看護師教育プロ

グラム」の修了証が発行されます。 

相談支援センター看護師長 

がん看護専門看護師 

 伊藤 由美子 

緩和ケアセンター看護師長 

緩和ケア認定看護師； 

西村 晴美 

教育担当看護師長 

緩和ケア認定看護師； 

野木 幸子 

緩和ケアセンター看護師長補佐 

緩和ケア認定看護師； 

西海 嘉能 

 ファシリテー

ションとリーダ

ーシップ 

ファシリテーションにつ

いての理解を深め、現

場での変革や人材育成

に活かすことができる。 

ファシリテーションの意味、手法、ファシリテーションによるエン

パワーしあえる関係性づくりなど、自施設での多職種協働に

も活かせる大人気の浦山絵里先生を迎えての２日間です。

『うらりんワールド』全開の、講義と演習を巧みに取り入れた、

現場でのチャレンジに明日から活かせる研修です。 

ひとづくり工房 esuco 

代表； 浦山 絵里 

 実践できる 

スキンケアと 

ストーマケア 

がん治療とスキンケアの

知識とスキルを習得し、 

ストーマケアができる。 

がん患者は疾患や治療により、皮膚が脆弱となっています。 

患者の QOLにも大きく影響するスキンケア。スキンケアの  

必要性と対策を理解し、明日からできるスキンケア・ストーマ 

ケアの方法を身につけます。 

皮膚・排泄ケア認定看護師； 

山本 佳子 

 

 


