全人的医療を行う高度がん専門医療人養成

平成 30 年度高知県立大学 がん高度実践看護師コース

～Cancer Trajectory をたどる人のニーズに応える
高度実践を創造する看護師養成～

高齢がん患者の治療とケア
募集要項
１. 概

要

本コースは、文部科学省平成 29 年度 多様な新ニーズに対応する「がん専門
医療人材（がんプロフェッショナル）」養成プラン採択にされた、中国・四国
の大学による「全人的医療を行う高度がん専門医療人養成」の事業のなかで
高知県立大学が企画する教育コースです。
小児から高齢者までライフステージやがんの特性を考慮して、がんとともに
生きる人とその家族の健康と生活に関わるニーズに応えられる、専門性の高
い実践ができる看護師の養成を目的としています。
平成 30 年度は、上記の目的のもと、
“高齢がん患者の治療とケア”をテーマ
に、高齢がんの診断や治療に関する知識、高齢がん看護に関する専門的な知
識と技術を学び、がんをもつ高齢者のニーズに対応することのできる専門性
の高い看護実践力を育成します。

２. 履修期間

平成 30 年 8 月 25 日（土）
、26 日（日）、9 月 15 日（土）
、16 日（日）
平成 31 年 2 月 2 日（土）
、3 日（日）、16 日（土）
、17 日（日）

３. 開催場所

高知県立大学池キャンパス 看護学部棟 3 階 C313 他

４．対

専門看護師
大学院修士課程修了者
がん看護、老年看護に関連する認定看護師

象

５. 履修科目

4 単位 60 時間 （授業科目参照）

６. 受講費用

無料
但し、受講に要する交通費、食費、宿泊費等は自己負担とします
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７.授業科目
科目名
１．高齢がん看護
基盤論
1 単位 15 時間

授業の概要
高齢者の身体的、心理的かつ社会的な特徴を理解すると共に、健康な高齢
者の加齢に伴う成り行きとそれに関わる要因を踏まえ、高齢がん患者への
看護実践の基盤となる諸理論と、高齢者の権利擁護および倫理的思考につ
いて学修する。
＜達成目標＞
② 高齢者の加齢に伴う身体的、心理的かつ社会的な特徴を理解する
②高齢がん患者への看護の基盤となる諸理論、ならびにその活用法につい
て理解する
③高齢者の権利擁護について理解し、倫理的思考に基づく看護の役割につ
いて説明できる（含：高齢者を取り巻く医療環境が抱える課題と戦略）

２．高齢がん診断
治療学
1 単位 15 時間

高齢がん患者の特徴を踏まえたがん治療および診断の実際について理解
し、高度実践看護師として、エビデンスに基づいて高齢がん患者への看護
のアプローチを提供する能力を獲得する。また認知症に関わる診断および
治療についての理解を深め、認知症を持つ高齢がん患者の看護実践への適
応について考察する。
＜達成目標＞
①高齢者の加齢に伴う諸問題を医学的な観点から理解する
②認知症の診断・治療のプロセスとそれに伴う患者の反応および支援につ
いて説明できる
③高齢がん患者の治療過程における看護援助について説明できる

３．高齢がん看護
実践論
1 単位 15 時間

認知症をはじめとする高齢者特有の機能および病態の理解を踏まえ、高齢
がん患者の生涯を視野に入れた、生活の質向上を目指す高度な看護実践に
応用するための基盤を学修する。
＜達成目標＞
①高齢者の特徴を踏まえ、高齢がん患者と家族を包括的にアセスメントで
きる
②高齢がん患者の家族の特徴を理解し、看護援助を提案することができる
③高齢者の社会的な支援・施策を理解し、質の高い生活を支援する方策を
考案できる

４．高齢がん看護
展開論
1 単位 15 時間

科目 1～3 の学修を踏まえて、高度な看護実践を展開できる能力を獲得し、
高齢がん患者への看護援助モデルを考案する。
＜達成目標＞
①高齢がん患者の治療及び生活の場の特性を踏まえた看護援助を考案で
きる
②高齢がん患者と家族の意思決定を支える看護について説明できる
③複雑な課題を抱える高齢がん患者に対して、既習した理論を活用した看
護援助モデルを考案できる
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８. 日程表
日程

時間

8 月 25 日（土） 9:00-9:30

講義内容

講師

オリエンテーション

藤田佐和
(高知県立大学看護学部教授)

9:30-12:30

1．高齢がん看護基盤論
・老年学と老年看護学における
諸理論

竹崎久美子
(高知県立大学看護学部教授)
渡邊美保
(高知県立大学看護学部講師)

13:30-15:00

・高齢者の健康生活/心理・社会
的機能評価およびアセスメ
ントと看護援助

15:10-16:40

・複雑な健康問題（心不全、COPD
を含む）をもつ高齢者への包
括的アセスメントと看護援
助

8 月 26 日（日） 9:00-12:00
13:00-14:30

・高齢者への看護にまつわる倫
理的課題とアプローチの実
際

百瀬由美子
(愛知県立大学副学長
学部教授)

看護

・継続した高齢者看護における
課題と戦略
9 月 15 日(土)

9 月 16 日(日)

9:00-12:00

2．高齢がん診断治療学
・高齢がん患者への治療の現状
と課題

島田安博
(高知県・高知市病院企業団立
高知医療センター 病院長)

13:00-14:30

・高齢者の薬物療法

佐藤博俊
(はりまやばし診療所 院長)

14:40-16:10

・認知症における診断

永野啓輔
(医療法人永野会ながの内科
クリニック 院長)

9:00-12:00

・高齢者への緩和医療とチーム
医療

13:00-16:00

・高齢者に対する心理社会的支
援

村上 あきつ
（ 香川大 学医学 部附属病 院
腫瘍内科 緩和ケアチーム専
従医師）
吉岡 佐知子
（松江市立病院 副看護局長
老人看護専門看護師）
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日程

時間

講義内容

講師

3．高齢がん看護実践論
・高齢がん患者の看護における
現状と課題

藤田佐和
(高知県立大学看護学部教授)

10:40-12:55

・高齢がん患者の家族への看護
援助

森下幸子
(高知県立大学看護学部特任
准教授)

14:00-15:30

・高齢者への社会的支援、最新
の施策の実際と課題

竹崎久美子
(高知県立大学看護学部教授)

15:40-17:10

・終末期の高齢がん患者への看
護と課題

田代真理
(JCHO 東京新宿メディカルセ
ンター がん看護専門看護師)

・高齢がん患者の全人的アセス
メントと看護援助：身体的側
面

今井芳枝
(徳島大学大学院医歯薬学研
究部 保健科学教育部看護学
専攻 准教授)
森本悦子
(高知県立大学看護学部教授)

2 月 2 日（土） 9:00-10:30

2 月 3 日（日） 9:00-12:00

13:00-14:30

14:40-16:10

2 月 16 日(土)

2 月 17 日(日)

・高齢がん患者の全人的アセス
メントと看護援助：心理社会
的側面
4．高齢がん看護展開論
・高齢がん患者の療養生活を支
援する看護実践Ⅱ(在宅緩
和)

田代真理
(JCHO 東京新宿メディカルセ
ン ター がん看 護専門看 護
師)

10:30-12:00

・高齢者がん患者の療養生活を
支援する看護実践Ⅰ（外来看
護、移行支援）

門田麻里
(高知県立大学看護部 がんプ
ロ特任助教）

13:00-16:00

・治療期にある高齢がん患者へ
の看護実践

9:00-10:30

・高齢がん患者と家族の意思決
定支援

藤田佐和（看護学部教授）
森本悦子(看護学部教授)
庄司麻美(看護学部助教)
門田麻里(がんプロ特任助教)
庄司麻美
(高知県立大学看護学部助教)

10:40-12:10
13:10-14:40

・複雑な課題を抱える高齢がん
患者への看護介入モデル

14:50-15:50

修了式

藤田佐和(看護学部教授)
森本悦子(看護学部教授)
庄司麻美(看護学部助教)
門田麻里(がんプロ特任助教)
藤田佐和
(高知県立大学看護学部教授)
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9. 修了要件
・コースで定める 60 時間のうち各科目 8 割以上履修すること。
修了要件を満たした者には、高知県立大学からの「コースを修了したことの証書」を交付し
ます。
１０. 受講申請に関すること
１）受講条件
・全コース（4 科目 60 時間）受講できる方
２）募集スケジュール
・平成 30 年 5 月 28 日（月）～ 募集開始
受講申請書（所定様式）の提出
・平成 30 年 7 月 31 日（火） 応募締め切り
・平成 30 年 8 月 25 日（土） 開講日
３）申請手続
（１）提出書類
・受講申請書
（２） 提出方法および提出先
・郵送、メールによる提出、もしくは持参してください。
〒781-8515 高知県高知市池 2751-1
高知知県立大学大学院看護学研究科 藤田 佐和
TEL/FAX：088-847-8751
E-mail：ocns_wg@yahoo.co.jp
１１. 個人情報の取り扱い
・提出された申請書等に記載された氏名、性別、生年月日、電話番号等の個人情報は、責任
を持って管理します。
・受講修了後は、この個人情報を利用することはなく、第三者に開示することもありません。
１２. 参加にあたっての注意事項
・学内図書館での図書の貸出には、貸出カードが必要です。貸出カードはカウンターで交付
します。
・当コースの受講生は、本学の学生の身分は保証しませんので、学生として受けられる特典
などは受けることができません。
・受講日は自家用車での来学が可能です。駐車許可書を発行いたします。
お問い合わせ先
高知県立大学大学院看護学研究科
藤田 佐和
〒781-8515 高知県高知市池 2751-1
TEL：088-847-8704
E-mail：fujita@cc.u-kochi.ac.jp
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会場案内
＜ＪＲ高知駅から＞
◎車・タクシーをご利用の場合／約 25 分
◎バスをご利用の場合／約 30 分
「高知駅バスターミナル」
（5 番のりば）から「望海ヶ丘」「十津団地」行きバスに乗車
→「高知県立大学」下車（運賃：400 円）
＜はりまや橋から＞
◎車・タクシーをご利用の場合／約 20 分
◎バスをご利用の場合／約 25 分
「はりまや橋」
（デンテツターミナルビル前）から「望海ヶ丘」「十津団地」行きバスに乗車
→「高知県立大学」下車（運賃：340 円）
＜高知龍馬空港から＞
◎バスをご利用の場合／池キャンパスまで乗り換え１回 約１時間
空港連絡バス（とさでん交通株式会社・高知駅前観光）を利用して、
「はりまや橋」または「JR
高知駅」までお越しいただき、上記のとおり乗り換えください。

高知県立大学池キャンパス地図

EV

C313

副門 2






駐車場は青丸の位置です。
青い矢印に沿って「副門２」からお入りください。
「看護学部棟」への入り口は赤い矢印です。
入り口を入ってすぐ左手にあるエレベーターに乗り、
３階で降りて右手にお進みください。廊下の途中左手
にＣ３１３があります。
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全人的医療を行う高度がん専門医療人養成

平成３０年度高知県立大学 がん高度実践看護師コース
高齢がん患者の治療とケア

受講申請書
平成

年

月

日

ふりがな

性別

氏 名
生年月日

西暦

年

月

日生

□男

年齢

□女
歳

□専門看護師 （専門分野：

）

□認定看護師 （専門分野：

）

資格

〒
現住所
TEL：
所属施設：
連絡先

〒
TEL：

受講動機
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