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がん看護研修概要 

1. 目的 

当院はがん診療連携拠点病院として、県内のがん医療に携わる看護師を対象にがん看護に関する研修

を行うことにより、地域におけるがん看護の質向上に寄与することを目的とします。 

2. 概要 

 本研修は看護経験や看護師のニーズに合わせて、がん看護を段階的に学ぶことができるようにⅠ～Ⅲ

にステップアップできる研修構成になっています。がん看護研修Ⅰはがん看護の基本を学ぶ研修内容で

す。がん看護研修Ⅱは、緩和ケアコースまたはがん化学療法看護コースを選択でき、それぞれのコース

における専門的な知識を学ぶ研修内容です。がん看護研修Ⅲは実習を中心とした研修内容となります。 

今年度も COVID-19 感染予防対策としてがん看護研修Ⅰは e-ラーニング研修（オンデマンド配信）

とします。がん看護研修Ⅱは緩和ケアコースのみを開催します。ご案内は後日、改めてお送りいたしま

す。がん看護研修Ⅱがん化学療法看護コースとがん看護研修Ⅲは中止いたします。 

 

研修名 配信期間 対象者 申込期間 定員 受講料 

がん看護研修Ⅰ 

7 月 1 日 正午 

～ 

8 月 25 日 正午 

・ 実務経験１年以上 

・ ラダーレベルⅠ以上※ 

・ e-ラーニングによる受
講環境が可能 

5 月 17 日 正午 

～ 

5 月 31 日 正午 

100 名 

先着順 

無料 

(通信料は
自己負担) 

がん看護研修Ⅱ 

緩和ケアコース 

2021 年度開催 

詳細は後日、ご案内します 

がん看護研修Ⅱ 

がん化学療法看護コース 
2021 年度は中止 2022 年度は未定 

がん看護研修Ⅲ 2021 年度は中止 2022 年度は未定 

※ラダーレベルは「看護師のクリニカルラダー（日本看護協会版）」に基づいたレベルⅠ～Ⅴの 5段階 

 

3. 研修方法 

e-ラーニングによるオンデマンド配信 

 

4. 研修内容 

研修内容は別紙の研修計画書、研修科目を参照ください。 

 

5. 受講推奨環境 

1）ハードウェア  

・ CPU: Pentium 1.0GHz 以上 

・ メモリ: 1GB 以上 (推奨は 2GB 以上)  

・ ビデオカード: 1280×800 ドット以上  

2）ソフトウェア  

［PC］ 

・ OS: Windows 8.1、Windows 10 ブラウザ: Google Chrome （推奨）Internet Explorer 11 

［スマートフォン］ 

・ OS：iOS ブラウザ: Mobile Safari  

・ OS：Android ブラウザ: Google Chrome  



6. 申込方法 

2021 年度がん看護研修申し込みフォーム（下記 URLまたは QR コード）より、申込期間内にお申込み

ください。 

 2021 年度がん看護研修申し込みフォーム 

 https://forms.gle/vcad9vAxKhXe58rUA 

 

7. 受講可否の送付 

応募者全員に施設代表者を通して、受講の可否を郵送でご連絡いたします。 

6 月 30 日までに通知がない場合は、下記の問合せ先にご連絡ください。 

 

8. 問合せ先 

名古屋大学医学部附属病院 医事課医事係 浜崎 電話（052）741－2111（内線 2852  ） 

https://forms.gle/vcad9vAxKhXe58rUA


 

2021 年度 がん看護研修Ⅰ 研修計画書 

 

名古屋大学医学部附属病院 

 

研修目的 多様な状況にあるがん患者の QOL の維持・向上のために、がん看護の基盤となる考え方

を理解できる。 

一般目標 1. がん看護の基盤となる考え方を理解し、多様な状況にあるがん患者を支援するための

基本的知識を習得する。 

2. がん患者の QOLの維持・向上のための看護援助を理解することができる。 

行動目標 1. がんとがん医療について基本的知識を習得できる。 

2. がん患者のこころの変化を理解して基本的なｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽｷﾙを理解できる。 

3. 患者の権利を尊重した意思決定支援について理解できる。 

4. がん患者の退院支援や在宅療養支援に必要な看護を理解し、QOL の維持・向上のため

の看護援助を理解できる。 

対象者 以下の要件に全て該当する看護師 

1. がん医療に携わる看護師で実務経験 1 年以上 

2. ラダーレベルⅠ以上 

3. e-ラーニングによる受講環境が可能 

募集人数 100 名（先着順） 

研修方法 e-ラーニングによるオンデマンド配信 

配信期間 2021 年 7 月 1 日（木）正午～2021 年 8 月 25 日（水）正午 

講師 がん看護専門看護師、がん看護領域の認定看護師、医師など 

修了要件 講義 e-ラーニング 100% 受講（受講歴を確認） 

  



2021 年度 がん看護研修Ⅰ 研修科目 

名古屋大学医学部附属病院 

e-ラーニング配信期間：2021年7月 1日（木）正午～2021年8月25日（水）正午 

科目 内容 時間 講師 

オリエンテーション 
研修目的・目標について 

e-ラーニングによる受講の注意点 5分 
がん看護専門看護師 

山本陽子 

腫瘍学概論 
がん細胞の特徴（発がん過程、がん関連遺伝子など） 

がんの疫学、がんの予防と検診 
60分 

化学療法部 

森田佐知医師 

がん医療政策と社会的支援 

がんの医療政策 

がん医療に伴う経済的問題（治療費、就労問題など） 

がん患者・家族が活用できる社会資源 

50分 
がん化学療法看護認定看護師 

山田里美 

がん医療と看護倫理 
倫理の基本的な知識 

がん看護における倫理的課題について 
60分 

がん看護専門看護師 

山本陽子 

がん患者の意思決定支援 

患者・家族へのインフォームド・コンセント 

がん治療・療養過程における患者・家族の意思決定支

援 

70分 
がん看護専門看護師 

山本陽子 

がん患者との 

コミュニケーションⅠ 

がん看護実践におけるコミュニケーション 

基本的なコミュニケーションスキル 
50分 

がん看護専門看護師 

原万里子 

がん看護学概論Ⅰ 

がんの病のプロセスを通して、がん患者が遭遇する

喪失や危機的状況を理解する 

喪失ががん患者に及ぼす影響について 

60分 
がん看護専門看護師 

原万里子 

がん治療と看護 

手術療法と看護 30分 
手術看護認定看護師 

小島和明 

放射線療法と看護 30分 
副看護師長 

杉田淳美 

がん化学療法と看護 30分 
がん化学療法看護認定看護師 

森田まゆみ 

緩和ケア 30分 
がん性疼痛看護認定看護師 

宮嶋真理 

がん患者の退院支援 

退院支援の特徴とプロセス 

退院支援・在宅療養支援に必要なアセスメント 

活用できる診療報酬と社会福祉資源 

30分 
看護師長 

竹下真由美 

がん患者の在宅療養支援 

がん患者の在宅医療と訪問看護、在宅ケアの特徴 

在宅療養におけるチームアプローチ 

事例紹介 

50分 

訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ太陽・高蔵寺 

訪問看護認定看護師 

丹波ちひろ 
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