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「北陸がんプロ」 平成２８年度運営協議会

平成２８年６月１９日（金沢大学医学類Ａ棟 大会議室）

統括コーディネーター 並木 幹夫

平成２８年度事業計画について

「北陸がんプロ」とは

・北陸がんプロフェッショナル養成プログラム（平成19年度～）

・北陸高度がんプロチーム養成基盤形成プラン（平成24年度～）

（金沢大学医薬保健研究域医学系 特任教授）

（医療法人社団 長谷川病院 名誉院長）

運営
協議会

総務
委員会

教務
委員会

CB運営
委員会

広報・ICT
委員会

備品調達
委員会

標準的治療
小委員会

北陸がんプロ運営体制

外部評価
委員会

NPOがんプロ
認定機構

ＦＤ
委員会

eクラウド
小委員会

矢野委員長

矢野委員長 並木委員長

前川理事長 岩田委員長

並木 統括コーディネーター
各拠点コーディネーター

原田委員長

共通 金沢大 富山大 福井大 医科大 看護大 合計

補助金 16,476 13,139 11,911 14,443 5,752 5,964 67,685

自己負担 2,997 1,703 2,571 1,256 1,473 10,000

事業額 16,476 16,136 13,614 17,014 7,008 7,437 77,685

平成28年度予算

がんプロフェッショナル養成基盤推進プラン（平成24～28年年度） 文部科学省

− 77 −



2017/3/10

2

地域のがん医療人のためのがん生涯教育コース
～本コースは、地域でがん医療に携わる医師の職能を高めるコース～

地
域
で
が
ん
医
療
に

携
わ
る
医
師

「地域がん医療人のための
がん生涯教育コース」受講

・がんプロe-Learning（３科目受講）
①腫瘍薬物学特論
②腫瘍放射線医学特論
③がん緩和医療学特論

・がんプロCB症例検討会（２回受講）

「がん臨床経験５年以上」

が
ん
プ
ロ
認
定
機
構

北
陸
が
ん
プ
ロ
エ
キ
ス
パ
ー
ト
医

資
格
取
得
申
請

資
格
付
与

米国がん学会、欧州がん学会、臨床腫瘍学会の
臨床腫瘍医養成コアカリキュラムに準拠

共通知識ジュークボックス 専門知識ジュークボックス

University of Tsukuba

合計612コンテンツ

→39
→29
→76
→93
→31
→31

→76
→96
→42
→38
→13
→20
→28→299
→313

現講義数 現講義数

全国eクラウドシステム

1. 正規のがんプロ学生
大学院でのe-learning単位化手続きが済んでいる大学で（＝大学院便覧掲載）、

がんプロ学生として大学院教務に届け出をした学生
全
国e-

learn
in

g

ク
ラ
ウ
ド
へID

登
録

2. e-learning単位取得学生
大学院でのe-learning単位化手続きが済んでいる大学で、がんプロコース
生ではないが、がんプロe-learningクラウドで単位取得を目指す学生

3. 大学院生、単位関係なく参考視聴
大学院でのe-learning単位化手続きが済んでいない大学で、がんプロ

e-learningクラウドの視聴を希望する大学院生

４. インテンシブコース
クラウド教材コンテンツによるインテンシブコース提供予定

e-learningクラウドによる教材の受講資格
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一般の方・患者様のがん関連知識の啓発

「がんプロ.com」、がんプロ市民公開講座による
がん関連情報の発信

★患者様・その家族のがん知識レベルが向上し、
最適な治療の選択の一助となった

★がんプロ.com へのアクセス数は1日5,000ページ
更なる改良、認知が必要

平成２７年度がんプロ市民公開講座

16

17 18
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19

平成２６年度 外部評価（中間評価）および内部評価実施（文科省中間評価）

⇒ 中間評価の実施による本プログラム教育効果等の検証

評価プロセス（外部評価、内部評価）の実施による
教育効果の検証及び改善

20

平成２８年度 最終評価（外部評価、内部評価）実施予定

⇒ 中間評価の指摘事項の是正の検証

平成２７年度 中間評価（外部評価、内部評価）の指摘事項の是正

平成21年2月成立

がんプロ資格認定状況

がんプロ認定資格 取得者数
H19～H26

取得者数
H27

合計

がんプロ認定医 ８ ８

がんプロエキスパート医 ４ 4

がんプロ認定上級看護師 7 1 8

がんプロ認定看護師 5 3 8

がんプロエキスパート看護師 ２７ ２７

がんプロエキスパート薬剤師 ４ 3 7

がんプロ認定診療放射線技師 ６ ６

がんプロ認定臨床検査技師 １ １

合 計 ６２ 7 ６９

今後とも、ご支援、ご協力を
宜しくお願い致します。

24
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北陸がんプロ 平成２８年度運営協議会

日時：平成28年6月19日（日曜日）

場所：金沢大学附属病院宝ホール

松下 良

薬学系

活動報告

「北陸がんプロ」とは

・北陸がんプロフェッショナル養成プログラム（平成19年度～）

・北陸高度がんプロチーム養成基盤形成プラン（平成24年度～）

北陸高度がんプロチーム
がん専門薬剤師養成コース

本コースは、薬剤師のがん薬物治療の職能を高めるコースです。

北陸高度がんプロチーム養成基盤形成プラン
金沢大学医薬保健総合研究科

富山大学医学薬学教育部薬学専攻

薬剤師教育を取り巻く最近の変化

• 平成24年3月 薬学6年制第1期生の卒業

• 平成24年4月 4年制大学院が設置

• 平成24年4月 北陸高度がんプロチーム

基盤形成プラン開始

• 平成25年4月～ 北陸高度がんプロチーム

がん専門薬剤師養成

およびインテンシブコース開講

• 平成25年12月～ 薬学教育モデル・コア

カリキュラムの改訂

各大学におけるカリキュラムの改訂

平成27年4月から 改訂薬学教育モデル・コア

カリキュラムに準拠したカリ
キュラムの開始

–チーム医療の推進

病棟、地域連携

–薬物療法の実践的能力

化学療法、レジメンの作成、評価

–地域の保健・医療における実践的能力

在宅医療等

募集コース名
北陸高度がんプロチームがん専門薬剤師養成コース
（インテンシブ）
１ 概要

本コースは、大学院で実施する講義および実習、演習は、がん専門薬剤師に
関わる職能を修得しようとする人たちのために開講されるものです(本科）。
そのコースを広く一般の薬剤師を対象に開放し、受講生のがん薬物療法に関す
る専門性を高める事をめざすものです。

２ 開講期間 平成２8年４月～平成２9年３月

３ 募集定員 ４名程度

４ 出願資格、出願手続
１） 出願資格

北陸三県の薬剤師でがん薬物治療について
専門的に学びたい者

２） 出願期間
随時、受け付けております。

５ 受講費用 1,000円

５ 受講科目

授業科目の名称
必修 選択

分子腫瘍学特論 1 e-ラーニング、テレビ会議
臨床統計学特論 1 e-ラーニング、テレビ会議
臨床栄養学特論 1 e-ラーニング、テレビ会議
腫瘍薬物学特論 1 e-ラーニング、テレビ会議
がん緩和医療学特論 1 e-ラーニング、テレビ会議
腫瘍放射線医学特論 1 e-ラーニング、テレビ会議
腫瘍病理学特論 1 e-ラーニング、テレビ会議
臨床腫瘍学特論 1 e-ラーニング、テレビ会議
分子生物学入門 1 e-ラーニング、テレビ会議
がん薬物治療副作用
モニタリング演習

0.5 スクーリング

臨床統計学演習 1 e-ラーニング、テレビ会議
実習
科目

がんリスクマネジメント実習
0.5 スクーリング

備考
科目
区分

単位数

基礎
科目

演習
科目
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北陸高度がんプロチーム

がん専門薬剤師養成コース（インテンシブ）の特徴

• e-ラーニングによる講義の受講

• スクーリングによる
– トレーニングキットにより抗がん剤混合調製の

基本的手技を学ぶ．

– 器材を用いて薬剤の投与ルートについて学
ぶ．

– 聴診器，血圧計の使い方を理解し，実践する
他に，心拍数，呼吸数などバイタルサインの
測定法を理解する．

– 病院薬剤部内見学と病院薬剤師との討論

• など、初心者にも経験者にも興味深い体

験ができます。

北陸高度がんプロチーム

がん専門薬剤師養成コース（インテンシブ）の特徴

• e-ラーニングによる講義の受講

• スクーリングによる
– トレーニングキットにより抗がん剤混合調製の

基本的手技を学ぶ．

– 器材を用いて薬剤の投与ルートについて学
ぶ．

– 聴診器，血圧計の使い方を理解し，実践する
他に，心拍数，呼吸数などバイタルサインの
測定法を理解する．

– 病院薬剤部内見学と病院薬剤師との討論

• など、初心者にも経験者にも興味深い体

験ができます。

薬学系内の施設を利用

北陸高度がんプロチーム

がん専門薬剤師養成コース（インテンシブ）の特徴

• e-ラーニングによる講義の受講

• スクーリングによる
– トレーニングキットにより抗がん剤混合調製の

基本的手技を学ぶ．

– 器材を用いて薬剤の投与ルートについて学
ぶ．

– 聴診器，血圧計の使い方を理解し，実践する
他に，心拍数，呼吸数などバイタルサインの
測定法を理解する．

– 病院薬剤部内見学と病院薬剤師との討論

• など、初心者にも経験者にも興味深い体

験ができます。

保健学類の施設を利用

暴露予防

抗癌剤の暴露対策について

閉鎖式調製器具 ～PhaSeal®システム～

PhaSeal® Lコネクタ

市販のスピルキットの例

簡易スピルキット CONVEX-SPL（（株）日本医化器械製作所） ¥14,000

市販のスピルキットの例
簡易スピルキット CONVEX-SPL（（株）日本医化器械製作所） ¥14,000
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市販のスピルキットの例
簡易スピルキット CONVEX-SPL（（株）日本医化器械製作所） ¥14,000
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適切な器具の選択と使用方法

ドリップアイ

自然落下型輸液

コントローラー

利点：何かしらの圧がかかるとすぐ知らせてくれる

欠点：血管の状態・高さや圧で滴下数が容易に変化

薬剤の性質や薬液量によっては使用不可

（または補正が必要）

注点滴投与に用い
る器械の取り扱
いに関する体験
（輸液ポンプ、ドリップア
イ）入機器等の活用

平成25,26,27年度
第1,2,3回実習・演習履修者

金沢大学にて

1-6) 抗がん剤の混合調製実践・体験
7-16)バイタルサイン・フィジカルアセスメント
17-19)点滴投与に用いる器具の取り扱いに関する体験
20-21)臨床研究と統計解析に関する概論
22) 外来化学療法室における薬剤師業務の見学
23) 症例検討とSGD
24-28)副作用発見のための補足講義
29) フィジカルアセスメントの実践における法的注意点に関する講義
30) 全プログラム終了後の振り返りと情報共有

受講者アンケート結果から(1/2)

受講者アンケート結果から(2/2)

1-6) 抗がん剤の混合調製実践・体験
7-16)バイタルサイン・フィジカルアセスメント
17-19)点滴投与に用いる器具の取り扱いに関する体験
20-21)臨床研究と統計解析に関する概論
22) 外来化学療法室における薬剤師業務の見学
23) 症例検討とSGD
24-28)副作用発見のための補足講義
29) フィジカルアセスメントの実践における法的注意点に関する講義
30) 全プログラム終了後の振り返りと情報共有

理解度

がん専門薬剤師養成コース
（本科、インテンシブ）受入実績

• 目標人数を充足

• より多くの履修希望あり

• 受入体制の拡充と整備をはかり、より多くの履修希望者に
対応が必要

年度 25 26 27 28
本科生 予定 募集人員 4 4 4 4

受入人数 2 2 3 3
実績 e-ラーニング 5 2 4 募集

実習・演習 3 4 4 3

インテンシブ 予定 募集人員 4 4 4 6
受入人数 3 3 3 6

実績 e-ラーニング 4 8 6 募集
実習・演習 4 4-5 4 募集
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「北陸がんプロ」
平成２８年度運営協議会

平成２８年６月１９日（金沢大学医学類Ａ棟 大会議室）

キャンサーボード運営委員会

矢野 聖二

平成２７年度活動報告

キャンサーボード症例検討会について

がん診療連携拠点病院等との診療連携ネットワーク

大学 ５拠点、
がん診療連携拠点病院等 ２１拠点
参加総数 ８，２３０人（Ｈ19～Ｈ27）

3

平成２７年度の開催実績(1/2)
回数 開催日

担当校
（発信校）

症例テーマ

第157回 26.4.14(火) 富山大学 「非典型的な転移形式で再発し治療に難渋した大腸癌の１例」（第３内科）

第158回 26.4.27(月) 金沢医科大学
「IPMN経過観察中に通常型膵癌が発生した1例」(一般・消化器外科学)

「化学放射線療法で治療後に肝転移を認めた局所進行膵癌の1例―局所進行膵癌の治療方針を巡って－」(肝胆膵内科)

第159回 26.5.7(木) 金沢大学
「肺腺癌と肺癌肉腫による多発癌の一例」（呼吸器内科）

「腰椎に限局したPhiladelphia染色体陽性Bリンパ芽球性リンパ腫の一例」（血液内科）

第160回 27.5.26（火） 福井大学
「根治切除不能な頭頸部癌に対するCDDP＋DOC＋放射線療法の経験」（耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

「切除不能と考えられた膠芽腫 ２症例」（脳脊髄神経外科）

第161回 27.6.16（火） 富山大学
「肝転移を伴った腹部腫瘍の１例」(第３内科)

「尾状葉原発のＣＣＣの1例」(第２外科)

第162回 27.6.29（月） 金沢医科大学

「乳癌肺転移の１例」（乳腺・内分泌外科）

「右腋窩扁平上皮癌の１例」（乳腺・内分泌外科）

ミニレクチャー「Metastatic breast cancer: とくにoligometastasesの治療」（乳腺・内分泌外科）

第163回 27.7.8（水） 金沢大学

ミニレクチャー「泌尿器癌におけるペグフィルグラスチムの適応」(泌尿器科）

「泌尿器癌に対する持続型Ｇ－ＣＳＦ製剤ジーラスタ[ペグフィルグラスチム（遺伝子組み換え）]の使用経験」（泌尿器科）

「腎・肺にのみ病巣を認めた転移性絨毛癌の一例」（産科婦人科）

第164回 27.7.28（火） 福井大学
「急性腹症で発症した骨盤腔腫瘍症例」（小児科）

「上縦隔原発高リスク横紋筋肉腫症例」（小児科）

第165回 富山大学

第166回 27.8.27（木） 金沢医科大学
金沢医科大学病院における子育て中のがん患者とその子どもの支援：CLIMBプロジェクト経過報告

フェンタニル貼付剤とフェンタニル舌下錠との組み合わせでは疼痛コントロールが困難だったがん性疼痛の1例

第167回 27.9.15（火） 金沢大学
多発性食道原発悪性黒色腫の1切除例

乳癌術後経過観察中に発見された肺孤立性腫瘍の2例

4

平成２７年度の開催実績(2/2)

回数 開催日
担当校

（発信校）
症例テーマ

第168回 27.928（月） 福井大学
巨大脾腫および二血球減少を認め、発熱が持続した一例

治療に苦慮している原発不明がんの一例

第169回 富山大学

第170回 27.10.19（月） 金沢医科大学
治療に苦慮している胸髄血管周皮腫の１例

硬膜の血管周皮腫と孤立性線維性腫瘍の最近の知見について

第171回 27.11.11（水） 金沢大学
フェンタニルからメサドンへの変更により良好な鎮痛が得られた一症例

終末期に病状説明が入っていかず、面会が減ってしまった中での急変の事例

第172回 27.12.3（木） 金沢医科大学
維持透析中に発症した鎖骨吸収病変が悪性腫瘍と鑑別困難であった一例

重症肺炎により自然寛解した化学療法抵抗性急性骨髄性白血病の一例

第174回 27.12.11（金） 福井大学 急性腹症を契機に発見された卵巣未分化胚細胞腫を伴う性分化疾患の1例

第173回 27.12.14(月) 富山大学
集学的治療により良好な経過を得ている悪性腹膜中皮腫の１例

レンバチニブが著効した甲状腺乳頭癌の１例

第175回 28.1.13(水) 金沢大学
小児脳幹部悪性神経膠腫に対するベバシズマブ使用経験

左側頭葉神経膠腫再発に対する覚醒下手術の1例

第176回 28.1.28(木) 福井大学
早期より在宅緩和ケア地域連携パス「やわらぎ日記」を導入したことで、効果的な地域連携が可能となった事例

AYA世代の心理・社会的特徴をふまえ、多職種で関わることで本人家族を支えた事例（がん診療推進センター）

第177回 28.2.15(月) 富山大学

第178回 28.2.18(木) 金沢医科大学
潰瘍性大腸炎を背景に発生したcolitic cancerの1例

腹腔鏡内視鏡合同手術で切除した胃GISTの1例

第179回 28.3.11(金) 金沢大学
レンバチニブにより著明な腫瘍縮小がみられた甲状腺未分化癌の一例」（がん高度先進治療センター）

胃癌術後胸腺癌の一例（呼吸器外科）

平成27年度参加状況 がんプロＣＢ症例検討会 平成27年度参加状況 がんプロＣＢ症例検討会
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がんプロ平成25年度運営協議会プロ
グラム
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1

インテンシブコース名 担当 コース概要 対象

在宅緩和医療（医師・スタッフ）
養成コース

福井大

身体疼痛と障害の緩和、終末期医療、栄養治療、精
神緩和その他、全人的緩和について学びます。また、
在宅移行を目的とした入院治療から実際の在宅緩和
ケアまで学びます

がんに関わる医師、
在宅医療に関わる看護師、
薬剤師、栄養士

再就業に向けたがん看護実践サ
ポートコース

看護大
看護師の資格をお持ちで今後復職を考えている方を
対象としたコース

看護師

地域がん看護師養成コースⅠ 看護大 がん看護実践力を高めるコース ＣＮＳを目指す看護師

地域がん看護師養成コースⅡ 看護大 最新のがん看護の知識習得コース 看護師

看護師インテンシブＡコース 看護大 ＣＮＳ取得、更新のフォローアップコース
ＣＮＳ申請予定、または
更新予定の看護師

看護師インテンシブＢコース 金沢大
臨床のがん看護の質が向上することをねらいとする
コース

がん看護に関心がある
看護職（看護師、保健師、
助産師）

地域がん看護師養成コース 富山大
看護師・保健師・助産師のチーム医療実践力を高め
るコース

がん看護に関心のある，
富山県の医療機関等の
看護師・保健師・助産師

がん専門薬剤師養成コース
金沢大
富山大

薬剤師のがん薬物治療の職能を高めるコース 薬剤師

地域がん医療人養成コース 金沢大
看護師、臨床検査技師、診療放射線技師、理学療法
士、作業療法士のがん医療に実践力を高めるコース

看護師、臨床検査技師、
診療放射線技師、
理学療法士、作業療法士

がんプロ・インテンシブコース一覧

詳細は、募集要項をご覧ください。

インテンシブコースの紹介と活動報告 ①
石川県立看護大学での取り組み
１ がん教育改革によるがん専門医療人養成に重点を置くコース

【取組例】多職種連携教育、初期研修と大学院の両立、連携大学との単位互換、全国規模のE-learning など

「がん看護専門看護師養成コース」 平成27年度 1名、平成28年度 3名入学
従来の教育手法とは違い、全国規模のe-learningの活用や医学診断を含む実習によって、より広い知識の修得を図る。

26単位→38単位履修へ
「共通科目Ｂ」 ６単位 ； 「フィジカルアセスメント」（２単位）、「病態生理学」（２単位）、「臨床薬理学」（２単位）
「がん看護学実施Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ」（実習）； 10単位（300時間）

２ 地域がん医療に貢献するがん専門医療人養成に重点を置くコース
地域医療機関との連携等により、地域のがん医療の質向上や医師等の確保など、地域がん医療に貢献する優れたがん専門医療

人の養成を主目的とするコース。

「地域がん看護師養成コース」 9名修了
① 『地域がん看護師養成コースⅠ』（大学院科目等履修）
・がん看護師教育課程への入学を予定している看護師に、大学院の科目履修を目的とする。

【活動報告】：平成27年度修了者 3名
② 『地域がん看護師養成コースⅡ』（修了証取得）
最新のがん看護の知識を得たい人（3年以上のがん看護師、認定看護師、がん看護専門看護

師）に修了証を発行。

【活動状況】：平成27年度修了者 6名
「地域がん看護活性化コース」 8名修了

・休職中の看護師を復帰教育することを目的とした『再就業に向けたがん看護実践サポート』

【活動報告】：平成27年度修了者 8名

平成27年度から、福井県・富山県の2大学で、がん看護専門看護師コースが！
福井大学大学院医学系研究科看護学専攻（０ 名）、

富山大学 医学部看護学科（ ３名）

平成24～27年度の実績
本科生

Ｈ27 Ｈ28 合計
実績 募集 募集

金沢大学 がんチーム医療リーダ養成コース 教育改革 Ｈ24.10 ⓪　2 ②　　3 ④　3 ⑤  3 3 14
金沢大学 がん専門薬剤師養成コース 教育改革 Ｈ25.04 ④　　2 ②　2 ⑨  2 2 8
金沢大学 がん専門放射線技術・医学物理コース 教育改革 Ｈ25.04 ②　　2 ②　2 ⑥  2 2 8
金沢大学 がん研究者養成のための卒前・卒後一貫

教育コース
研究者

Ｈ25.04 ③　　1 ②　2 ②  3 3 9

富山大学 がん専門医療人リーダー養成コース 教育改革 Ｈ25.04 ⓪　　3 ①　3 ②  3 3 12
富山大学 がん専門薬剤師養成コース 教育改革 Ｈ25.04 ①　　2 ①　2 ⑥　2 2 8
富山大学 がん研究者養成コース 研究者 Ｈ25.04 ⓪　3 ⓪　3 ②　3 3 12
福井大学 がん専門医療リーダ養成コース 教育改革 Ｈ25.04 ①　2 ①　2 ⓪　2 2 8
医科大学 がんプロフェッショナルがん専門医リーダー

養成コース
教育改革

Ｈ25.04 ④　3 ③　3 ⑤  3 3 12

看護大学 がん看護専門看護師養成コース 教育改革 Ｈ25.04 ①　3 ③　3 ①　3 3 12

計 ⓪　2 18　24 ⑲　25 ㊱　26 26 103

インテンシブ

大学名 コース名 分類
開始　　時

期
Ｈ24受入
実績

Ｈ25受入
実績

Ｈ26受入
実績

Ｈ27実績 Ｈ28募集 合計募集

金沢大学 地域医療人のためのがん生涯教育コース 地域貢献 Ｈ24.10 ⓪　3 ⑤　6 ⑥　6 ①  6 6 27

金沢大学 がん専門薬剤師養成コース 地域貢献 Ｈ25.04 ④　2 ⑤　2 ⑥  4 4 12

金沢大学 地域がん医療人養成コース 地域貢献 Ｈ25.04 ⑩　10 ⑦　10 ⑯ 10 10 40

富山大学 地域がん専門医師養成コース 地域貢献 Ｈ24.10 ⓪　3 ⓪　5 ①　5 ①  5 5 23

富山大学 がん専門薬剤師養成コース 地域貢献 Ｈ25.04 ①　2 ②　2 ②  2 2 8

富山大学 地域がん看護師養成コース 地域貢献 Ｈ25.04 ④　4 ⑤　4 ⑦  4 4 16

福井大学 在宅緩和医療医師養成コース 地域貢献 Ｈ24.10 ⓪　3 ⓪　5 ⑥　5 ⑦  5 5 23

福井大学 在宅緩和医療スタッフ養成コース 地域貢献 Ｈ24.10 ⓪　5 ②　10 ⑲　10 ⑲ 10 10 45

医科大学 がんプロフェッショナル専門医養成系コース 地域貢献 Ｈ24.10 ①　3 ⓪　3 ①　3 ①  3 3 15

看護大学 地域がん看護師養成コース 地域貢献 Ｈ25.04 ④　8 ⑨　8 ⑮　8 ⑨　8 8 40

看護大学 地域がん看護活性化コース 地域貢献 Ｈ25.04 ②　4 ③　4 ③　4 ⑧　4 4 20

計 ⑦　29 38　59 69　59 75　61 61 269

Ｈ26受入
実績

大学名 コース名 分類 開始時期
Ｈ24受入
実績

Ｈ25受入
実績

石川県立看護大学大学院修了生から、11名のがん看
護専門看護師が誕生しました！！ インテンシブコースの紹介と活動報告②

金沢大学、富山大学、福井大学での取り組み

２．地域がん医療に貢献するがん専門医療人養成に重点を置くコース

①金沢大学； 地域貢献「地域がん医療人養成コース」

・看護師、臨床検査技師、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士
のがん医療に実践力を高めるコース

【活動報告】； 平成26年度 7名、 平成27年度 16名

②富山大学； 地域貢献「地域がん看護師養成コース」
・看護師・保健師・助産師のチーム医療実践力を高めるコース

【活動報告】； 平成26年度 5名、 平成27年度 5名

③福井大学； 地域貢献「在宅緩和医療スタッフ養成コース」
・身体疼痛と障害の緩和、終末期医療、栄養治療、精神緩和その他、
全人的緩和、在宅移行を目的とした入院治療から実際の在宅緩和
ケアまで学ぶコース。

【活動報告】； 平成26年度 19名、平成27年度 15名
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がんプロ平成25年度運営協議会プロ
グラム

2013/6/23
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開催月
参加施設
（施設）

参加者数
（人）

5月 11 135
6月 11 105
7月 11 81
10月 11 105
11月 11 71
12月 11 81
2月 11 171
3月 11 82

平成27年度

平成28年度

831名／年

開催月
参加施設
（施設）

参加者数
（人）

5月 11 154
6月

平成27年度

8月21日、10月9日
がん看護専門看護師およびその候補
生のみを対象としたスキルアップ事例

検討会を行った。
（参加者17名、15名）

参加者数：44名

プログラム内容

・「臨床倫理の考え方の基本、事例検討の
仕方」についての講義

・検討事例におけるグループワーク
検討内容の発表

・「看護実践の倫理」についての講義

平成２１年度から毎年実施

がん看護専門看護師、
老年看護専門看護師、
精神看護専門看護師

が、複雑な問題を検討する。

医師、薬剤師、放射線技師、
MSWなど

他職種の方にも是非ご参加を。

平成27年度 参加者数：54名

～研修目標～

・体液循環の基本について理解する

・がん治療を受けた患者のリンパ還流の変化
について理解する

・リンパ浮腫を発症した患者の治療法について
理解する

・リンパ浮腫に関連した診療報酬制度について
理解する

・術後リンパ浮腫のリスクのある患者の
アセスメントと予防教育の具体的方法を理解する

・浮腫のある進行・終末期がん患者の

病態アセスメントと看護について理解する

平成２１年度から毎年実施
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