神奈川県立保健福祉大学 実践教育センター

平成 29 年度

がん患者支援講座

～専門職が、がん患者を支えるポイントがわかる！実践的な内容です～
長寿化に伴って、一生涯で二人に一人ががんにかかるという時代。
多くの不安や悩みを抱えるがん患者が、できるだけ質の高い生活を送れるよう、患者を支える専門職も
悩むことが多い日々・・・。
受講者は多職種で、昨年は個人 55 名、５施設の受講がありました。がん患者やその家族を支える実践の力にな
り、「多職種の仲間もつくれて」「元気！」になります! 参加をお待ちしています。

患者を支えるた

現場で悩んでい

めの多職種連携

たことが解決で

の大切さを痛感

き、自信に！

「知っているつもり」になっていた自分
を見直せた。講座に参加し、話を聴くこ
とができて本当によかった。

した。

今までの関わりを振り返ること
ができ、有意義な時間だった。

休みを調整しながらの受講は大変だけ
ど、自分や周囲を変えていきましょう。

28 年度
受講生の声
専門的な内容で、知識も技術も身につく

実践に
活かせる。

半年間講義を受けたこ

ので、この講座を受けたことを職場・地

とで、自分の関わり方、

患者支援のヒント

意識が確実に変化した。

を多く学べた。

域につなげられるといいと思います。

＊ 受講形態が選べ、講座毎の受講ができます。
＊ 内容・日程は裏面、詳細は、実践教育センターホームページをご覧ください。
＜対象者＞

県内でがん患者を支える保健・医療・福祉従事者

＜募集人員＞ ＊ 受講形態が選べます！

１ 個人で受講：講座４以外、30 名程度（講座４：20 名程度）
２ 施設単位で受講(講座の各回毎に、受講者の変更が可能)：各講座５施設程度
＜研修期間＞ ＊ 全６講座 、講座毎の受講ができます！
平成 29 年９月～平成 30 年２月（予定）。土曜日開講、６講座（１講座２～３回、計 15 回）
＜修了証＞ 各講座 5 分の 4 以上受講の場合、全講座修了後に交付
＜資料代＞ 全講座受講の場合、18,000 円
＜追加募集の申込期間＞平成 29 年６月 22 日（火）～講座毎に締切があります。
・締切後でも受付できる場合があります。問合せ先までご連絡ください。
＜受講決定＞全講座受講希望優先です。受講できない場合のみ、ご連絡します。
○講座６－３回目のシンポジウムは、公開授業を予定。講座開始後、ホームページに詳細を掲載します。

＜アクセス＞

相鉄線二俣川駅下車徒歩 20 分または北口バスターミナル相鉄バス①『運転試験場循環』で「中尾町」下車徒歩２分
＊ 駐車場の用意はありませんので公共交通機関をご利用いただきます。

問合せ先：実践教育部 久保田、宮島

℡045（366）5874（直通）

平成 29 年度 がん患者支援講座 ＜プログラム

８月 10 日現在＞

開講日：いずれも土曜日（別途記載以外、原則 9:00～12:15 予定）
＊現在の予定です。日程・講師等は変更の可能性があります。詳細は、ホームページをご覧下さい
講座名
＜講座１＞
がん医療の

月日・回数
第１回 ９/２(土)
9:00～15:3０

テ ー マ
神奈川県におけるがんの現状
神奈川県のがん対策

講 師
県立がんセンター 臨床研究所 阪口 昌彦氏

～データが語る現状・傾向～

県保健福祉局保健医療部がん・疾病対策課職員

～がん克服条例とがん対策推進計画～

動向と最新

がん予防の食生活、がん治療中の食生活の工夫

元県立がんセンター 栄養管理科長 中田 恵津子氏

のがん治療

がん診療連携拠点病院の役割と地域連携

県立がんセンター
がん看護専門看護師 清水 奈緒美氏

～超高齢社会に向けて～

がんとはなにか、がんの集学的治療

北里大学病院 集学的がん診療センター
センター長

第２回 ９/９(土)
10:45～16:30

佐々木 治一郎氏

県立がんセンター
最新の放射線療法と看護

がん治療の最前線

放射線腫瘍科部長

野中 哲生氏

がん看護専門看護師

シュワルツ史子氏

放射線療法看護認定看護師

第３回 ９/16(土)

がん治療の最前線

県立がんセンター見学

県立がんセンター看護局

最新の手術療法と看護

藤沢湘南台病院

9:00～16:45

大高 良子氏

外科担当部長 五代 天偉氏
手術室看護師長 柳田 明子氏

最新のがん化学療法と看護

北里大学病院 集学的がん診療センター

＜分子標的薬含む＞

薬剤部課長補佐

菅原 充広氏

センター長

佐々木 治一郎氏

がん看護専門看護師 小沢 香氏

＜講座２＞

第１回 10/７(土)

チームで、

9:00～12:45

患者・家族

第２回 10/21(土)

を支える

9:00～11:45

がん患者の在宅療養生活の支援～どこに相談？家庭での生活の心配～

老人看護専門看護師

山下 由香氏

がんと診断された時からの緩和ケア

県立保健福祉大学看護学科教授

がん患者支援のための制度・サービス

県立がんセンター 患者支援センター

野村 美香氏

医療ソーシャルワーカー 佐野 紀子氏

～活用できる社会資源・地域資源とは？～

がん患者の就労支援

みゆき社労士事務所 所長 菅原 みゆき氏
県保健福祉局保健医療部がん・疾病対策課職員

～「治療しながら働きたい」を支えるために～

第３回 10/28(土)

チームで支える緩和ケアの実際

湘南中央病院 在宅診療部長 奥野 滋子氏

＜講座３＞

第１回 11/11(土)

がんの痛み、全人的苦痛の理解と対応

東芝病院

がん患者の

9:00～16:30

症状緩和Ⅰ

緩和ケア科部長 茅根 義和氏

～がんの痛み、我慢しないといけない？～

嘔気・嘔吐、倦怠感などの諸症状への対応

聖隷横浜病院
がん看護専門看護師

～日常生活を支えるための身体的苦痛の緩和～

根岸 恵氏

第２回 11/25(土)

不安、抑うつ、せん妄の対応

＜講座４＞

第１回 12/２ (土)

がんのスピリチュアルケア ～「最期まで自分らしく」を支える支援～

一般社団法人いいケア研究所 所長 二見 典子氏

がん患者の

第２回 12/９(土)

がんサバイバーを支えるコミュニケーション

県立保健福祉大学

症状緩和Ⅱ

～「何か変！」精神的苦痛の緩和～

～「ひとりで抱え込まない」ための支援～

＜講座５＞

第１回 1/13(土)

療養生活を

9:00～12:45

がんリハビリテーション（実技含む）
～ 基礎知識から病期別のリハビリの実際 ～

支えるケア

県立がんセンター 精神腫瘍科部長 横尾 実乃里氏

准教授 小林 珠実氏
県立がんセンター リハビリテーション科
部長

水落 和也氏

理学療法士 山増 正樹氏、作業療法士 結城 士氏
第２回 2/３(土)
9:00～16:30

口から食べることを支える （実技含む）
～ 口腔ケアと食事介助の基本 ～

東邦大学医療センター大森病院 がん口腔機能管理部門
歯科衛生士

久保田 玲子氏

JA 神奈川県厚生連 伊勢原協同病院
NPO 法人 口から食べる幸せを守る会 理事長
小山 珠美氏

＜講座６＞

第１回 1/27(土)

専門職のエンパワーメント

分らしくい

第２回 2/17(土)

多職種が連携するためのコミュニケーション

られるケア

第３回 ２/24(土)

～支える私たちも元気に！～

みんなが自

特定非営利活動法人 アサーティブジャパン
代表理事 森田 汐生氏

9:30～12:00
＊公開授業の予定。

シンポジウム

横須賀共済病院 精神看護専門看護師 河野 伸子氏

テーマ 「 “自分らしく”を支える ～ 一人ひとりの意思決定を支えよう～ 」

＜座長＞ 県立保健福祉大学 准教授 渡邉 眞理氏

＜シンポジスト＞ ①患者の立場：患者会コスモス副代表

松沢 千恵子氏 ②医師の立場：横浜市立大学総合診療医学 准教授 日下部 明彦氏 ③栄養士の立場：栄養サポートネッ
トワーク合同会社

副代表 中田 恵津子氏 ④看護師の立場：横浜医療センター がん看護専門看護師

日塔 裕子氏

