
【お問い合わせ・事務局】
東北大学大学院医学系研究科保健学専攻緩和ケア看護学分野 事務担当：鎌本・石戸谷・宮下

〒980-8575 宮城県仙台市青葉区星陵町2-1
TEL＆FAX：022-717-7924 E-mail ：pn@med.tohoku.ac.jp 

東北がんプロフェッショナル養成推進プラン

お申し込みは仮予約として受付させていただきます。
申込締切後に人数を調整し、1月20日(月)までにEメールにて改めて参加についてのご連絡を差し上げます。

※ お申し込み後、1週間経過しても仮予約受付のメール返信がない場合、事務局（下記）まで電話にて
ご連絡願います。 また誠に勝手ながら事務局は、12月28日から1月5日までお休みをいただいております。
この期間にお申し込みをいただいた場合、返信は1月6日以降となりますので、予めご了承くださいませ。

※ 研修会では、グループ編成を行うため、万が一ご都合が悪くなった場合は事務局まで必ずご連絡願います。

※エンド・オブ・ライフ・ケアとは：病いや老いなどにより、人が人生を終える時期に必要とされる
ケアのことです。
※ELNEC（End-of-Life Nursing Education Consortium）とは、米国のAmerican Association of 
Colleges of NursingとCity of Hope National Medical Centerが設立したコンソーシアム(共同体)で
す。ELNECは、エンド・オブ・ライフ・ケアを提供する看護師のための包括的な教育プログラムを開
発しています。この教育プログラムは、世界各国で翻訳され普及しています。 日本では、2009年より
日本緩和医療学会の事業の一環としてELNEC-Jコアカリキュラム指導者養成プログラムを開催し、現
在までに全国に約770名のELNEC-J指導者(ELNEC-Jの教材を活用した教育を実践できる者）が誕生
しています。 また、全国各地でこの教育プログラムが開催され、2011年度812名、2012年度2324人
が受講しています。 ※すべてのモジュールを修了すると、修了証が授与されます。

平成26年2月1日（土）9:00～18:00（1日目）

2月2日（日）9:00～16:30（2日目）

東北大学医学部保健学科

無 料

40名（定員を超えた場合は抽選／若干名の増員を検討）

日本看護協会のクリニカルラダーⅡに相当
または、施設や地域において患者の看取りのケアにたずさわる看護師

エンド・オブ・ライフ・ケアにおける看護、痛み・症状のマネジメント、
エンド・オブ・ライフ・ケアにおける倫理的課題など、エンド・オブ・ライフに
ある患者さんとご家族に必要なケアを包括的に学習します。

※プログラム等研修内容の詳細はホームページを参照下さい。

http://www. pn.med.tohoku.ac.jp/
必要事項を入力し下記まで電子メール（携帯メール不可）でお申し込みください。
申込先：E-mail pn@med.tohoku.ac.jp
件名：【ELNEC-J in 東北大学受講申込】
本文：①氏名 ②郵便番号・住所 ③連絡先電話番号 ④施設名・所属

⑤臨床経験年数

平成25年12月9日（月）～平成26年1月14日（火）

日 時

場 所

参加費

定 員

対 象

内 容

申込方法

受付期間



がんプロフェッショナル養成推進プラン 

―ELNEC-J コアカリキュラム看護師教育プログラム in 東北大学― 

1 日目： 2014 年 2 月 1 日（土）                                    司会：小笠原由美 

時間 スケジュール 形式 担当 

08:45-09:00 受付   

09:00-09:30 

(30 分) 

開会のあいさつ 全体 宮下光令 

イントロダクション 全体 

がん看護 CNS 

佐々木理衣 

09:30-09:50 

(20 分) 

アイスブレーキング 全体 ファシリテーター 

09:50-10:00   移動・休憩（10 分間） 

10:00-10:50 

(50 分) 

Module1 

エンド･オブ･ライフ・ケアにおける看護 
全体講義 宮下光令 

10:50-11:00 休憩（10 分間） 

11:00-11:45 

(45 分) 

Module2  

痛みのマネジメント 

全体講義 

がん性疼痛看護 CN 

高橋紀子 

11:45-12:25 

(40 分) 

Module3 

 症状マネジメント 

全体講義 

がん性疼痛看護 CN 

早坂利恵 

12:25-13:25 昼食（60 分間） 

13:25-14:30 

(65 分) 

Module1・2・ 3  

ケーススタディ 

グループ 

ワーク 

ファシリテーター 

14:30-14:45   休憩（15 分間） 

14:45-15:55 

(70 分) 

Module4 

エンド・オブ・ライフ・ケアにおける倫理的問題 

全体講義 

SGW 

がん看護 CNS 

佐々木理衣 

15:55-16:05 休憩（10 分間） 

16:05-16:45 

(40 分) 

Module6   コミュニケーション 

―患者の意思決定を支えるために― 

全体講義 名古屋祐子 

16:45-17:45 

(60 分) 

Module6 

ロールプレイ 

グループ 

ワーク 

ファシリテーター 

17:45-18:00 1 日目のまとめ・質疑応答 全体 宮下光令 



2 日目： 2014 年 2 月 2 日（日） 司会：小笠原由美

時間 スケジュール 形式 担当 

08:45-09:00 受付   

09:00-09:05 あいさつ・確認事項連絡 全体 小笠原由美 

09:05-09:55 

(50 分) 

Module5 

エンド・オブ・ライフ・ケアにおける文化への配慮 

全体講義 

SGW 

近江真貴子 

09:55-10:00 休憩（5 分間） 

10:00-10:50 

(50 分) 

Module7 

喪失・悲嘆・死別 

全体講義 

がん看護 CNS 

小田島綾子 

10:50-11:00 休憩（10 分間） 

11:00-11:50 

(50 分) 

Module8 

臨死期のケア 

全体講義 

緩和ケア CN 

菅野喜久子 

11:50-12:50 昼食（60 分間） 

12:50-13:40 

(50 分) 

Module9 

高齢者のエンド・オブ・ライフ・ケア 
全体講義 内海純子 

13:40-13:45 休憩（5 分間） 

13:45-14:55 

(70 分) 

Module7・8・9 

ケーススタディ 

グループ 

ワーク 

ファシリテーター 

14:55-15:10 休憩（15 分間） 

15:10-15:35 

(25 分) 

Module10 

質の高いエンド・オブ・ライフ・ケアの達成 

全体講義 宮下光令 

15:35-16:10 

(35 分) 

Module10 

目標・行動計画立案 

グループ 

ワーク 

ファシリテーター 

16:10-16:25 

まとめ・質疑応答 

修了証授与・調査票配布 

閉会のあいさつ 

全体 宮下光令 

※SGW…２～３人程度で行うグループワークの略 

 

 



＜講師・ファシリテーター＞ 

内海 純子 医療法人社団 爽秋会 岡部医院訪問看護ステーション 

近江 真貴子 医療法人社団 爽秋会 岡部医院訪問看護ステーション 

小笠原 由美 独立行政法人労働者健康福祉機構 東北労災病院 

小田島 綾子 
独立行政法人労働者健康福祉機構 東北労災病院 がん看護専門看護師・緩和ケ

ア認定看護師 

菅野 喜久子 
東北大学大学院医学系研究科保健学専攻緩和ケア看護学分野・緩和ケア認定看

護師 

佐々木 理衣 国家公務員共済組合連合会 東北公済病院 がん看護専門看護師 

佐藤 一樹 東北大学大学院医学系研究科保健学専攻緩和ケア看護学分野・助教 

高橋 紀子 独立行政法人 国立病院機構 仙台医療センター・がん性疼痛看護認定看護師 

名古屋 祐子 宮城県立こども病院 

早坂 利恵 宮城県立がんセンター・がん性疼痛看護認定看護師 

宮下 光令 東北大学大学院医学系研究科保健学専攻緩和ケア看護学分野・教授 

（敬称略・あいうえお順） 



交 通 案 内

医学部保健学科Ａ

さい。

後）

１．バスをご利用の方
JR仙台駅西口バスプール発⑩・⑬・⑮番乗り場
「大学病院経由」行きに乗車　「大学病院前」にて下車（約15分　180円）【4-A】

２．タクシーをご利用の方
JR仙台駅タクシープールより乗車
北六番町通、加齢研先の保健学科入口で下車（約10分　1,300円前

３．地下鉄ご利用の方
泉中央方面行に乗車　「北四番町駅」にて下車（約5分　200円）
北２出口より山形方面へ徒歩15分

４．車でお越しの方
駐車場のご用意はございませんので、近隣のパーキングをご利用くだ
できるだけ公共交通機関にてお越しください。

＊所要時間、およびタクシー運賃は交通状況により異なります。

≪連絡先≫

東北大学 大学院医学系研究科

保健学専攻 緩和ケア看護学分野

宮城県仙台市青葉区星陵町２－１

東北大学医学部保健学科Ｂ棟２０７号室

ＴＥＬ＆ＦＡＸ / ０２２－７１７－７９２４

Ｅ-ｍａｉｌ / pn@med.tohoku.ac.jp
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