
令和2年度 愛媛県がん診療連携協議会

第1回がん看護専門部会

議事次第

1. 開会

出席者紹介

部会長挨拶（四国がんセンタ ー看護部長）

2. 議事

令和 2 年 9月 29日（火）14:00,,..__,15:oo

WEB会議：四国がんセンタ ーから発信

1)幹事会及び役員会・専門部会報告（資料1.2)

2)令和2年度研修計画について（資料3
9

)

3)次年度がん看護実践能力向上研修会について

4)その他

3. 閉会

◇添付資料

1. 専門部会レジメ

2. 名簿・出席表

3. R2. 4. 23幹事会議事録（資料1)

4. R2. 8. 8役員会．専門部会報告会資料（資料2)

5. 令和2年度研修計画（資料3)
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（出席者一覧） 部会名簿

施設名 職位 氏名（敬略） 代理出席者

四国がんセンタ ー 拠点 看護部長 多田 清美

市立宇和島病院 拠点 副院長兼看護部長 中橋 恵子

住友別子病院 拠点 看護部長 守屋 昭子

松山赤十字病院 拠点 看艘部長 児島 二美子 欠

松山市民病院 推進 看誰部長 三笠 照美

済生会松山病院 推進 看護部長 東 良子 欠

HITO病院 推進 副病院長 田淵 典子

四国中央病院 推進 看護部長 毛利 美鈴

愛媛労災病院 推進 看艘部長 鈴木 美佐 欠

市立八幡浜病院 推進 看護部長 清水 美智子

愛媛県立中央病院 拠点 看護部長 山本 格子

済生会今治病院 拠点 看護部長 宮嶋 優里

愛媛大学医学部付属病院 拠点 副院長兼看艘部長 久保 幸

済生会西条病院 推進 看護部長 大道美由和

十全総合病院 推進 看獲部長 鎌倉 文子

四国がんセンタ ー 副看護部長 田邊 富江

＂ 看護師長 平田 久美

＂ 副看護師長 宮脇 聡子
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令和 2 年度 愛媛県がん診療連携協議会

第1回 がん看護専門部会 議事録

開催日時：令和 2 年9 月 29 日（火） 14: 00,....,_,14: 25

開催形式：WEB会議 四国がんセンターからの発信

司会進行：がん看護専門部会長 四国がんセンター看護部長 多田清美

出席者自己紹介（出席者一覧参照）

開会の挨拶（多田部会長）

本日は、お忙しい中ご参加いただきありがとうございます。

コ ロナウイルス感染拡大防止の観点から、 WEBでの開催とさせて頂きました。 今年度

は、 本部会で計画していた研修開催ができていないため、 工夫をしながら実施したいと思

っています。 コ ロナ禍での新しい生活様式とともに、 新しいスタイルで進めていきたいと

思います。 本日は短い時間ではありますが、 よろし＜お願いいたします。

議事内容

1)幹事会及び役員会・専門部会報告（資料1. 2)

· 4/23（木）第1回幹事会で協議会活動年間スケジュ ールの提示がありました。

役員会は8/8（土）、 幹事会は10/8（木） でWEB会議の予定（幹事会議事録参照）

•各部会からの活動報告の中 で、 がん看護専門部会からは31年度の活動報告と、 がん

看護実践能力向上研修の費用2 万円から3万円への変更案を提示し、 幹事会からの意

見は特にありませんでしたので3万円で進めていきます。 専門部会開催の研修につい

ては、 コ ロナ禍での集合研修は困難ですが、 何らかの方法で開催したいと部会として

の意向を示しました。

· 8/8（上）第1回役員会・各部門報告会が開催されました。

（当日の議事録の提示は末のため、 当日のレジメとがん看護専門部会スライド資料参

照）

協議会会長から、 例年7月に東京で開催される都道府県がん診療連携協議会が コ ロナ

禍で開催されないため、 全国の状況及び緩和ケア研修会PEACEが延期になっている

が、 新しい形式で今後も活動を続けたいとい う挨拶がありました。

役員会の内容は

(1)次年度スケジュ ール(WEB会議形式の予定）

(2)ホ ームページの改定(11月より契約更新で業者が入れ替わる予定）

(3)組織図について（活動を活発にするために意見を要望）

(4)愛媛県からの連絡事項：第3期がん対策推進計画評価について、 中期評価を

3 年ごとに実施しており9月を目途に案を作成し連絡する予定

(5)各専門部会からの報告

がん看護専門部会からは、 元年度研修報告及び昨年度のアンケー ト調査結果か

ら計画していた研修計画を コ ロナの影態で中止したこと、 ニー ズの高かったテ
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ーマをトヒ
゜

ックス研修として「ター ミナル期の口腔ケア」等の予定を報告しま

した。

・全体を通して、 拠点病院の必要要件となっている市民公開講座は9月頃から開催でき

るのか、 との質問あり、 方法を思慮していくと結論でした。 役員会の議事録が近日中

にホ ームページに公開されるので確認をお願いいたします。

2)令和2年度研修計画について（資料3)

・「がん看護実践能力向上研修」、 トピックス研修の「高齢者のがん治療と看護」「認知

症を持つがん罹患者の意思決定支援」は中止となりました。

・今年度追加した研修を可能な範囲で準備しています。

10/10 :「タ ー ミナル期の口腔ケア」WEB開催で準備中(9/ 30申し込み締め切り）

10/2 :（共催）「人生の最終段階における 医療・ケアの決定プロセスに関するガイド

ライン」 の概要と臨床での活用 計画中（多数の申し込みあり）

2月(2日間） ：ELNEC- Jコアカリキュラム看護師教育プログラムをWEBで準備中。

3)次年度がん看護実践能力向上研修会について

•今後の研修のあり方を検討するにあたり2つの提案をします。

提案事項① ： がん看護実践能力向上研修開催時には、 ELNEC- J終了者は受謂免除と

して、 2020年度にはZOOMでの開催とする。

提案事項② ：ZOOM開催が初となるため、 受講案内は基本的にがん看護専門部会の病

院および講師所属施設とし、 各施設での集合研修とする。

ELNEC-Jを提供している日本緩和医療学会より、 今年度からZOOMで開催してよいと

の通達あったが、 関わるスタッフも不慣れなため今年度は縮小して開催したいと考え

ています。 講師謝金は例年通り（がん看談専門部会の施設は謝金なし、 がん看護専門

部会以外の施設は謝金あり）とします。

・提案事項を審議にかけ①②ともに会員の賛同を得た。

• WEB環境が難しい施設はどうするのかの質問があり、 原則は施設としネット環境が難

しい場合は個別対応として考えることとした。

4)その他

・会員から、 遠方からの参加は難しく不便さを感じていたので今日のような会議は時間

的にもありがたいとの意見あった。

・次回定例会の日程：令和3年1月26日（火）14: 00,...._, WEB開催。

閉会の挨拶（多田部会長）

今回はWEBでの開催となりましたが、 コ ロナ禍において新しい形態を模索しながら、 部

会としての役割が果たせるよう進めていきたいと思います。 今後もご協力を頂いている会

員の皆様よろしくお願いいたします。 短い時間ではありましたが、 有意義な会議となり感

謝いたします。
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2020/9/29 

令和2年度がん看護専門部会研修
がん看護実践能力向上研修会

一 ;1;lir 一置』闊』一`
がん看護実践能力向上研修会 R 2 .8.20-10.8募集 14名

フォロ ー アップ研修 R2.ll.12 R2年度受講者
フォロ ーアップ研修 R3.l.28 R2年度受講者、過去修了者

トピックス研修

一
1 

高齢者のがん治療と看護 未定
認知症を持つがん罹患者の意思決定支援 未定
Web研修 タ ー ミナル期の口腔ケア—誤喋性 R2.10.10 
肺炎を予防するために —

（共催） 「人生の最終段階における医療 ・ ケアのR2.10.2
決定プロセスに関するガイドライン」の概要と
臨床での活用
（共催） ELNEC-J コアカリキュラム看護師教育未定 (2 日間）

プログラム 2月予定

スポット研修
ご要望等ありましたら、ご連絡ください。

未定
未定
100名程度菱

100名

30名程度

剥

繹

ー

ELNEC-」（2020年案）
提案事項①：

がん看護実践能力向上研修会開催時には、 ELNEC-」修了者は受講免除。
2020年度については、 ZOOMでの開催。

提案事項②：
ZOOM開催が初となるため、受講案内は基本的にがん看護専門部会の

病院および講師所属施設とし、各施設内での集合研修とする。

講師：
がん看護専門部会の施設 ：謝金なし
がん看護専門部会以外の施設：謝金あり

•
6.
9
榊

［
ファシリテ ーター：

講師と兼任でも可能

（参加者：
がん看護専門部会の施設のスタッフに限る

ヽ

ノ

、

ノ

2

ー
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