2022 年度緩和ケアコース

2022 年度金沢医科大学病院がん看護イブニングセミナー：緩和ケアコース
参加募集要項
Ⅰ．研修目的：
がんの診断期から終末期まで必要である緩和ケアを、
「身体面・精神面・社会面・スピリチュアル面」
の全人的な視点で関わる知識を理解し、知識普及や看護実践に活用できる
Ⅱ．対象者：最少 5 名以上で開講（定員 25 名）※原則 先着順
１．金沢医科大学病院がん看護イブニングセミナーの基礎コース修了の認定を受けた者
２．所属上司に相談し、受講許可を得て勤務調整をしてもらうことができる者
※他専門コースとの併用は可能ですが、本コース単独希望者を優先します
※前年度未修了の受講希望者は補講を受け付けます
３．1 月の研修日までに研修内容を活用した伝達講習（または事例発表）を行うことができる者
Ⅲ．研修プログラム： （別紙１．２）
１．研修内容：
『年間プログラム』
（別紙１）
２．研修期間：全 9 回（別紙１）
３．研修時間：17 時 30 分～19 時（90 分程度） ※開始から 5 分遅れた場合、欠席となります
４．受講方法：
「対面」または「オンライン」
（別紙２）
※「対面」での受講は、金沢医科大学病院に勤務している看護師に限る
「オンライン」での受講は、金沢医科大学病院外の全看護師と、院内看護師の希望者
５．研修場所：
「対面」での受講は医学教育棟講義室、または病院中央棟会議室
６．研修証明：9 回全て受講し、自部署に於いて事例発表または伝達講習を行い、報告書（所属長承
認印要）を提出した際に修了証書発行
※補講で、前年度に伝達講習（または事例発表）の報告書を提出済の者は再提出不要
Ⅳ．申込み方法（別紙２）
１．金沢医科大学病院地域がん診療連携拠点病院ホームページ申込みフォームに入力してください
申込みフォーム URL： https://www.kanazawa-med.ac.jp/~center21/gankyoten/medical/form2/
※金沢医科大学病院看護師はナーススケジューラも入力が必要です
２．受講が確定しましたら、各自のメールアドレスに確定通知を配信いたします

締め切り日：5 月 9 日（月）
Ⅴ．その他
１．No3:「がんゲノム医療と看護」の受講前までの予備学習について、後日お知らせします
２．No5:「スピリチュアルケア」の受講前までに『看護に活かすスピリチュアルケアの手引き』
青海社（1,890 円）を一読し予備学習してご参加ください
主催：金沢医科大学病院看護部、がん診療連携拠点病院運営委員会、緩和ケア委員会
【問い合わせ】金沢医科大学病院（代表）076-286-3511
がん看護専門看護師 上埜（内線

4730）
、がん性疼痛看護認定看護師 道渕（PHS 8514）
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別紙１：『年間プログラム』
No.

講義テーマ

内容

講師

緩和医療の基礎知識

金沢医科大学病院

がん性疼痛治療

麻酔科学講師 本間恵子

1

緩和医療

2

身体症状への薬物療法

身体症状への薬物療法

3

がん遺伝子

がんゲノムに対する最新知識と看護

4

精神ケア

がん患者に出現しやすい精神症状

5

スピリチュアルケア

6

家族ケア

金沢医科大学病院
緩和薬物療法認定薬剤師 西川美香子
NTT 東日本関東病院
遺伝看護専門看護師 御手洗幸子
都立駒込病院
精神看護専門看護師 野村優子

開催日

会場

6/9

医学教育棟 5 階

（木）

E51 講義室

7/28

医学教育棟 4 階

（木）

E41 講義室

8/31

医学教育棟 4 階

（水）

E41 講義室

9/2

医学教育棟 4 階

（金）

E41 講義室

10/7

医学教育棟 4 階

スピリチュアルペイン

淀川キリスト教病院

アセスメントとケア

がん看護専門看護師 市原香織

（金）

E41 講義室

がん患者の家族の心理

社会医療法人 JMA 座間総合病院

11/25

医学教育棟 4 階

家族看護理論

家族支援専門看護師 関隆裕

（金）

E41 講義室

12/8

病院中央棟 4 階

（木）

橘ホール

1/17

病院中央棟 3 階

（火）

中会議室 3

2/2

医学教育棟 4 階

（木）

E41 講義室

やまと＠ホームクリニック
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在宅緩和ケア

在宅緩和医療とケア

医院長 大和太郎
あっとほーむな訪問看護ステーションやまと
緩和ケア認定看護師 太田華重子

8

ACP と意思決定支援

9

全人的アセスメント

アドバンス・ケア・プランニング

金沢医科大学病院

がん患者の意思決定の実際

がん看護専門看護師 上埜千春

全人的アセスメントの実際

金沢医科大学病院

事例検討

がん性疼痛看護認定看護師 道渕路子
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「がん看護イブニングセミナー申込みから受講まで」

別紙 2

がん看護イブニングセミナーは、新型コロナウィルス感染予防策を徹底して研修を開催しています。
本年度も、
「対面」または「オンライン」形式での研修を開催することとなりました。
【申込み方法について】
・各施設の所属上司に相談し、受講許可を得た上で、金沢医科大学病院ホームページ「申込みフォーム」
から申し込んでください。
申込みフォーム URL： https://www.kanazawa-med.ac.jp/~center21/gankyoten/medical/form2/
・申込み入力が完了しましたら、
「受付完了」通知が各自のメールアドレスに届きます。
・受講が確定しましたら、金沢医科大学病院管理課（Kanwa＠kanazawa-med.ac.jp）から各自のメールア
ドレスに通知いたします。
【受講方法について】
1. 院外受講者は、
「オンライン」のみでの受講となります。
2. 院内受講者は、
「オンライン」または「対面」のいずれか選択で受講となります。
※院内受講者は、次年度以降から、
「オンライン」のみでの受講となる予定です。
※院内受講者：ナーススケジューラの入力も必要です。
※院内受講者は、途中から、受講方法（対面・オンライン）の変更は可能ですが、一度変更したら
その後は変更できません。変更する場合は、受講日の 10 日前までにメールでご連絡ください。
【オンライン受講に必要なもの】
1. インターネット環境：会議システム Zoom を用いて実施するため、高速の通信環境が必要です。
（Zoom へのアクセスが制限されていないか必ずご確認ください）
2. パソコン、またはタブレット、スマートフォン（マイク・カメラ機能付き）
：画面共有、講義中の受
講状況確認のため
3. メールアドレス：URL の送信、資料の送付などに使用するため、gmail または yahoomail、病院内
のメールアドレスを使用。携帯電話のメールアドレスは使用不可です。
※尚、受講者の確認、講義終了後のアンケート送信のため、パソコン等は一人一台準備し接続して
下さい。
【接続方法について】
1. 各講義の 3 日前までに、受講者のメールアドレスに、各講義の資料とアンケート、URL、ミーティ
ング ID・パスワードを送信します。各講義当日は、URL、あるいは、Zoom アプリからミーティン
グ ID、パスワードを入力し入室して下さい。
※Zoom 使用方法が不明な方は、事前に使用方法を確認しておいて下さい。
2. 各講義当日、ZOOM 入室後に必ず「チャット機能」を使用して「〇〇〇〇（フルネーム）入室」と
チャットに記載して送信してください。事務局が出欠の有無を確認します。
3. 講義中は、受講状況を確認するため、必ずビデオの開始（顔出し）をして下さい
4. 開講日（6 月）は、機器の確認のため 16:30～17:00 までに入室し、そのまま待機して下さい。
5. 2 回目以降（7 月以降）は、17:00～17:15 までに入室し待機して下さい。
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【各講義前後のアンケート入力について】
・各講義終了後は、講義に関するアンケートに回答して頂きます。
・アンケートは、Google Forms より入力して頂きます。
・オンラインでの受講者は、講義終了後にそのままアンケートに回答し終了してください。
・対面での受講者は、必ず会場に携帯電話を持参し、講義終了後に、QR コードを読みとり、アンケート
に回答し終了してください。
・講義終了当日のアンケート提出をもって、受講とみなします。
【その他】
・申込みアドレスに、講義資料等が送信できない場合は、他のアドレスの取得が必要な場合があります。
その際は、金沢医科大学病院管理課（Kanwa＠kanazawa-med.ac.jp）から、メールで通知いたします。
・ご不明点があれば、各コース担当者にご確認ください。

※金沢医科大学病院のインターネットのセキュリティは厳重に保護されております。
皆様からお知らせ頂いたアドレスは、イブニングセミナーのみに使用、個人情報に留意し、
病院管理課で厳重に管理いたします。
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