全人的医療を行う高度がん専門医療人養成

2021 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～

AYA 世代がん患者のケアとキュア
アドバンスト編
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。
2021 年度は、上記の目的のもと、
“AYA 世代がん患者のケアとキュア アドバンス
ト編”をテーマに、AYA 世代がんの診断や治療に関する知識、AYA 世代がん看護に関す
る専門的な知識と技術を学び、AYA 世代がん患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

2021 年 9 月 4 日(土)、5 日(日)、10 月 16 日(土)、17 日（日）
、
11 月 13 日(土)、14 日(日)、2022 年 2 月 5 日(土)、6 日(日)

３. 開催場所

高知県立大学池キャンパスより Web 配信（Zoom）

４．対

専門看護師
大学院修士課程修了者
がん看護、小児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、受講に要する電子機器、通信費等は自己負担とします
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７.授業科目
科目名
1．AYA 世代がん
看護基盤論
1 単位 15 時間

授業の概要・e-learning
AYA 世代の身体的、心理的かつ社会的な特徴を理解すると共に、A 世代と YA 世代で異
なる発達課題や性や生殖機能など世代特有の課題を踏まえ、AYA 世代がん患者への看
護実践の基盤となる諸理論と、AYA 世代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＞
①AYA 世代の身体的、心理的かつ社会的な特徴を理解する
②AYA 世代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
③AYA 世代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：国内外の AYA 世代を取り巻く医療環境が抱える課題と戦略）

2.AYA 世代がん
診断治療学
1 単位 15 時間

AYA 世代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 AYA 世代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。多種多様のがん種からなる AYA 世代がんにかかわる診断、
治療および、晩期合併症など治療後の長期的・継続的な診療についての理解を深め、
看護実践への適応について考察する。
＜達成目標＞
① AYA 世代特有の諸問題を医学的な観点から理解する
② AYA 世代がんの診断・治療のプロセス、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 AYA 世代がん患者の社会的な支援・施策を理解し、看護実践と繋げることができる
【e-learning】
・小児 AYA 世代がんの妊孕性温存：総論
AYA 世代特有の課題および AYA 世代がんの病態の理解を踏まえ、A 世代と YA 世代の異
なる発達課題を踏まえた意思決定支援や、患者の将来を見通し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 AYA 世代の特徴を踏まえ、AYA 世代がん患者と家族を包括的にアセスメントできる
② AYA 世代がん患者の家族の特徴を理解し、意思決定支援を含めた看護援助を提案す
ることができる
③ AYA 世代がん患者の就学、就労、性や生殖機能に関する課題や社会的な支援・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
【e-learning】
・AYA 世代患者のがん看護
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、AYA 世代が
ん患者への看護援助を考える。
＜達成目標＞
① AYA 世代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 AYA 世代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 AYA 世代がん患者に対して、既習した理論を活用した看護援
助を考える

3.AYA 世代がん
看護実践論
1 単位 15 時間

4.高齢がん看護
展開論
1 単位 15 時間
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８. 日程表
日程
9 月 4 日（土）

9 月 5 日（日）

時間
13:00-13:30
（30 分）

講義内容
オリエンテーション

13:30-17:15

1．AYA 世代がん看護基盤論
・AYA 世代がん患者の看護に活用でき
る諸理論と実践への適用
発達理論、移行理論 家族看護理論
１．AYA 世代がん看護基盤論
・複雑な健康問題を持つ AYA 世代が
ん患者への包括的ケア
・国内外の AYA 世代がん患者への看
護における課題と戦略

9:00-12:00

13:00-14:30

14:40-16:10

10 月 16 日(土)

12:00-15:00

15:15-16:45

10 月 17 日（日） 9:00-12:00

13:00-14:30

14:40-15:30
11 月 13 日（土） 13:00-16:00

16:10-17:00

講師
藤田佐和
(高知県立大学看護学部教授)

有田直子
（高知県立大学看護学部講師）

丸光惠
（兵庫県立大学教授）

1．AYA 世代がん看護基盤論
・AYA 世代がん患者への看護にまつわ 有田直子 三浦由紀子
る倫理的課題とアプローチの実際
（高知県立大学看護学部）
A 世代（1 コマ）
渡邊知映
YA 世代(1 コマ）
（昭和大学保健医療学部
教授）
・課題学習
2．AYA 世代がん診断治療学
・AYA 世代がんの治療の現状と課題
高畠大典
・AYA 世代がんの診断、治療法
(高知医療センター乳腺・
(ゲノム医療・遺伝性腫瘍及び診断治
甲状腺外科 科長 )
療と妊孕性、生殖機能等の問題を含
む)
光岡妙子
・AYA 世代がん患者の緩和医療
（高知医療センター
（終末期における緩和ケアを含む）
緩和ケア内科 科長）

2．AYA 世代がん診断治療学
・AYA 世代がんの治療の現状と課題
・AYA 世代がんの診断、治療法
長期フォローアップ(二次がん、治療
による晩期合併症などの管理など)を
含む
・AYA 世代がん患者の社会的課題と制
度・施策

古賀友紀
（九州大学大学院医学研究院
周産期・小児医療学講座/ 九
州大学病院 小児科 准教授）
坂本はと恵
国立がんセンター東病院
サポーティブケアセンター／
がん相談支援センター 医療
コンシェルジュ推進室

・e ラーニング視聴
・課題学習
3．AYA 世代がん看護実践論
・AYA 世代にある遺伝性腫瘍の患者へ 大川恵
の看護
（聖路加国際病院遺伝診療セ
・e ラーニング視聴
ンター 遺伝看護専門看護師）
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11 月 14 日（日） 9:00‐12:00

2 月 5 日（土）

13:00-16:00

・A 世代がん患者への緩和ケア
治療に伴う苦痛緩和とエンド・オブ・
ライフケア
・課題学習

竹之内直子（京都大学大学院
医学研究科人間健康科学系専
攻博士後期課程 小児看護専
門看護師）

10:00-11:30

4．AYA 世代がん看護展開論
・在宅での AYA 世代がん患者に対す
る看護援助

安岡しずか（高知在宅ケア
支援センター 統括管理者
在宅看護専門看護師）

12:30-14:00

・AYA 世代がん患者の家族への看護援
A 世代がん患者の家族

有田直子（看護学部講師）

14:10-15:40

2 月 6 日（日）

3．AYA 世代がん看護実践論
・AYA 世代がん患者の全人的アセスメ 飯田郁実
ントと看護援助(YA 世代を中心に (国立がん研究センター中央
身体的側面、心理社会的側面)
病院 がん看護専門看護師)
・YA 世代のがん患者のエンド・オブ・
ライフケア

9:00‐12:00
13:00-14:30

14:40-15:10

YA 世代がん患者の家族
・課題学習（事例展開）
4．AYA 世代がん看護展開論
・複雑な課題を抱える AYA 世代がん
患者を支える看護援助
・事例展開
修了式
アンケート記入

星川理恵（高知大学医学部附
属病院 家族支援専門看護師）
藤田佐和（看護学部教授）
有田直子（看護学部講師）
森本悦子（看護学部教授）
廣瀬未央（看護学部助教）
三浦由紀子(看護学部特任助教)
藤田佐和 (看護学部教授)

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
・2021 年 5 月 28 日（金）～ 募集開始
受講申請書（所定様式）の提出
・2021 年 7 月 30 日（金） 応募締め切り
・2021 年 9 月 4 日（土） 開講日
３）申請手続
（１）提出書類
・受講申請書
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（２） 提出方法および提出先
・郵送、もしくはメールにて提出してください。
〒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. 参加にあたっての連絡・注意事項
【Zoom 開催について】
・Zoom を利用してのオンライン講義となります。Web 上での配信は当日のみです。
（本コース各講義の URL、ミーティング ID やパスコードを無断転載・共有はご遠慮下さい。）
・初めてご利用の方は、Zoom アプリのインストールをお願いいたします。
・ご講義受講前に、Zoom アプリが最新版に更新されているかご確認ください。
・パソコン・タブレット・スマートフォンいずれからも受講いただけますが、映像・画像・音声の
大量データ通信となり通信が途絶える場合があるため、安定したインターネット環境下での受講
をおすすめいたします。
・Zoom での講義は、通信時間 1 時間でデータ通信消費量は約 600～700MB と見込まれます。
・Zoom の利用料金は無料ですが、参加に要する機器・通信料等は、参加者各自のご負担となります
ことをご了承ください。
・本コースの各講義における、機器や通信の不具合、受講できない場合等につきましては、一切責
任を負いかねますので予めご了承いください。
・本コース開始前に、Zoom 接続確認の日程をご連絡いたします。ご希望の方はご利用下さい。

【Zoom のご利用について】
Zoom に関しては、下記の URL をご参照ください。
・Zoom ホームページ
https://zoom.us/jp-jp/meetings.html
・Zoom ヘルプセンター
https://support.zoom.us/hc/ja

【本コースの注意事項について】
・本コースでは、肖像権、知的財産権、個人情報保護等を遵守する観点から、録画・録音・画像保
存等はご遠慮ください。

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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全人的医療を行う高度がん専門医療人養成

2021 年度高知県立大学 がん高度実践看護師コース
AYA 世代がん患者のケアとキュア

アドバンスト編

受講申請書
2021 年

月

日

ふりがな

性別

氏 名
生年月日
資格

所属施設

西暦

年

月

日

□男

年齢

□専門看護師 （専門分野：
□認定看護師 （専門分野：
施設名：

□女
歳

）
）

住所：〒
TEL：

住所：〒
下記に連作先を記載し、連絡方法の優先順位をご記入ください

自宅

（

）メールアドレス：

（

）TEL：

（

）その他：

受講動機
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