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１．教育理念 

昨今の保健医療、福祉をとりまく環境の変化は著しく、疾病構造の変化や医療の高度

化に伴い、人々のヘルスケアのニーズも多様化している状況にある。看護職者は、これ

まで以上に高い資質を備えた看護専門職としての役割の遂行や、適切な看護を提供する

ことが求められている。 

 これらの期待に応えるために、国立がん研究センター東病院では、充実した教育環境

のもと、特定の看護分野において専門的な教育課程を設置し、高度な知識と卓越した技

術、優れた看護実践と適切な倫理的判断力を備え、患者さんの視点を重視した認定看護

師を育成することにより社会に広く貢献する。 

 

２．教育目的 

専門職業者として、看護者各個人が自己研鑽し、個人、家族および集団に対して、熟

練した看護技術を用いて水準の高い看護を提供すると同時に、実践・指導・相談の 3 つ

の役割を踏まえ、看護職者のケア技術の向上に寄与することのできる認定看護師を育成

する。 

 

３．看護分野と開講時期 

分野名 がん化学療法看護 

期間 6 ヵ月 

2022 年 9 月 28 日（水） ～ 2023 年 3 月 24 日（金） 

定員 15 名 

※特定行為研修は含まれておりません。 

※新型コロナ感染の状況によって、休講または開講延期になる可能性があります。申込み

を頂いた方には、決まり次第、個別にご連絡いたします。 

 

４．教育課程の目的 

１） がん化学療法を受ける患者とその家族の QOL 向上に向けて、熟練する看護技術を用い

て水準の高い看護実践ができる能力を育成する。 

２）がん化学療法看護分野の専門的知識と実践力を基盤として、他の看護職者に対して指導

ができる能力を育成する。 

３）がん化学療法看護分野の専門的知識と実践力を基盤として、他の看護職者に対して相 

談対応・支援ができる能力を育成する。 
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５．教育内容、授業時間 

共通科目（150） 

 
 

医療安全学：医療倫理（15）医療安全学：医療倫安全管（15）医

療安全学：看護管理（15）臨床薬理学：薬理作用（15）            

チーム医療論（特定行為実践）（15）相談（特定行為実践）（15） 

指導（15）医療情報論（15）臨床薬理学：薬物動態（15） 

対人関係（15） 

専門基礎科目（60） がん看護学総論（15） ヘルスアセスメント（15） 

腫瘍学概論（15） がんの医療サービスと社会的資源（15） 

専門科目（195） がん化学療法概論（15） 

がん化学療法薬の知識（15） 

主な疾患のがん化学療法（30） 

がんや化学療法を受ける患者・家族のアセスメント（15） 

がん化学療法レジメンの特徴と看護（15） 

薬剤の投与管理とリスクマネジメント（30） 

がん化学療法に伴う症状の緩和技術とセルフケア支援（45） 

がん化学療法に伴う患者・家族の意思決定を支える看護援助（15） 

外来/在宅がん薬物療法と看護援助（15） 

総合演習（60） 総合演習（60）   

臨地実習（180） 臨地実習（180） 

（合計）645 時間 

 

６．出願資格 

以下の要件をすべて満たしていることを条件とする。 

１）日本国の看護師免許を有する者 

２）前号の免許取得後、通算５年以上の看護実績をしていること 

３）通算 3 年以上（注 1）、がん化学療法を受けている患者の多い病棟・外来・または在

宅ケア領域での看護実績（注 2）を有すること。  

４）がん化学療法を受けている患者の看護（がん化学療法薬の投与管理の実績があること

を必須とする）を、 5 例以上担当した実績を有すること。  

５）現在、がん化学療法を受けている患者の多い病棟、外来で勤務していることが望まし

い。 

（注１） 2022 年 3 月末で、がん化学療法を受けている患者の多い病棟・外来・または

在宅ケア領域での看護実務経験が 36 か月以上であることを意味する。 

勤務形態が常勤でない場合には 5400 時間以上の実務経験をもって通算 3 年以

上とみなす。 

（注２） 看護実績とは看護実務経験を意味する。 

（注３）  



3 

 

７．出願手続 

１）出願書類請求方法  

 出願書類一式の請求方法は、以下の 2 通りがあります。 

(1) 国立がん研究センターのホームページからダウンロード 

(2) 郵送による請求 

・封筒の表に「募集要項請求」と朱書きし返信用封筒 A４サイズ、210 円分の切手を貼

付、表に送付先の住所・氏名を記入）を同封して下記宛先までお申し込みください。 

【出願書類請求先】 

〒277-8577  千葉県柏市柏の葉 6-5-1 国立がん研究センター東病院 

認定看護師教育課程事務担当 副看護部長 TEL  04-7133-1111 内線（91148） 

２）願書受付期間 

2022 年 6 月 1 日（水）～2022 年 6 月 30 日（木） 

３）出願書類 

（1）入学願書（様式 1） 

（2）履歴書 (様式 2)（写真サイズ 4.5 ㎝×4.5 ㎝） 

（3）志願理由書（様式 3） 

（4）実務研修報告書（がん化学療法看護）分野（様式 4） 

（5）勤務証明書（様式 5） 

（6）推薦書（様式 6） 

（7）がん化学療法看護事例報告書（様式７） 

（8）写真票および受験票（写真サイズ 4.5 ㎝×4.5 ㎝）（様式 8） 

（9）看護師免許証の写し（A4 サイズに縮小） 

（10）入学検定料「振込金受取書」・「ご利用明細票」貼付書 

（11）受験票返信用封筒（返信先を明記したレターパックライト）（折り畳み可） 

４）出願方法  

封筒の表にがん化学療法看護認定看護師教育課程入学願書在中と明記の上、3)の出願書

類一式を同封し、簡易書留で 1)(2)【出願書類請求先】と同じ宛先まで郵送してください。 

５）入学検定料 50,000 円（税込） 

最寄りの銀行窓口での振り込み場合は、銀行備え付けの「振込依頼書」に必要事項を記入

のうえ、入学検定料 50,000 円を本人名義で振り込んでください。ATM 利用でも構いま

せん。なお、振込手数料は本人負担でお願いします。振込時に、受け取った「ご利用明細

票」または「振り込み明細票」のコピーを(10)入学検定料「振込金受取書」・「振り込み

明細票」貼付書に貼り付けて提出してください。 
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（注1）   なお、振込依頼書の記入は次のとおりです。 

金融機関   三菱 UFJ 銀行                    

支店名    うみかぜ支店                        

預金種別   普通            口座番号   5516555          

口座名義   ｺｸﾘﾂｹﾝｷｭｳｶｲﾊﾂﾎｳｼﾞﾝｺｸﾘﾂｶﾞﾝｹﾝｷｭｳｾﾝﾀｰﾋｶﾞｼﾋﾞｮｳｲﾝ 

       国立研究開発法人国立がん研究センター東病院           

６）出願上の注意 

出願書類等に不備がある場合は受理できません。出願書類の記載内容が事実と相違す

る場合は、受講許可後でも許可を取り消すことがあります。 

出願書類受理後は、個人の理由ではいかなる場合でも入学検定料は返還しませんが、 

新型コロナ感染状況によって中止となった場合は、全額返還いたします。 

７）受験票の送付 

出願書類一式を審査し、受験資格が認められた方に受験票を送付します。 

選考試験１週間前までに受験票が届かない場合は、認定看護師教育課程事務担当まで

お問い合わせください。受験時には受験票を必ず携帯してください。 

 

８．選考試験 

１）実施期日 ： 2022 年 7 月 14 日（木） 

２）試験日程 

時間 試験区分 

8：30 受付開始 

9：00～9：15 オリエンテーション 

9：15～10：30 専門科目Ⅰ：がん医療・がん化学療法看護領域 

10：30～10：40 休憩 

10：40～12：10 専門科目Ⅱ：小論文 

12：10～13：00 昼食 

13：00～ 個人面接 

３）試験会場 

千葉県柏市柏の葉 6-5-1 国立がん研究センター東病院 教育研修棟 1F 講義室  

４)  過去の入学試験問題の公開について 

 本課程では、筆記試験の問題（客観問題）を、当課程での閲覧・書写のみで公開していま

す。2021 年度の問題の公開期間は、2022 年 5 月 19 日(木)受験相談後 1 時間と 

2022 年 5 月 23 日（月）～6 月 30 日（木）（土・日・祝日以外）10：00～15：00 です。ホ

ームページ・メールでの公開は行っておりません。また、コピーや写真撮影はできません 

のでご注意ください。 

新型コロナ感染状況によって公開は会場と Web どちらでも参加可能です。閲覧の申し込

み・お問い合わせは、次ページ１３．お問い合わせ先１）近藤までご連絡ください。 
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９．合格発表 

１）発表日時 

2022 年 8 月 1 日（月）（掲示時間：9 時～17 時） 

２）発表方法 

国立がん研究センター東病院教育研修棟に合格者の受験番号を掲示するとともに、受験

者全員に結果を郵送します。（期日指定郵便） 

＊電話による問い合わせには一切応じません。  

３）追加合格 

入学定員に欠員が生じた場合は、追加合格の発表を行います。発表方法は、2022 年 8 月

2 日（火）以降、電話により直接本人に連絡します。 

４）入学試験の成績開示について 

入学試験の成績開示は入学試験不合格者で受験者本人に限り請求を受け付けます。 

 

１０．入学の手続き 

１）入学手続期間 

2022 年 8 月 2 日（火）～8 月 16 日（火） 

２）入学手続方法 

① 入学金 50,000 円（税込） 

合格通知と、確約書、辞退届を郵送致します。入学をされる方は「振込金受領書」と「確

約書」を期間内にお送りください。 

３）受講料など 

① 受講料 700,000 円（税込） 

 「振込金受領書」と「確約書」を受領後、受講に関するお知らせと受講料払い込み請求書

を郵送致します。 

※受講料の払い込み期間：2022 年 8 月 17 日（水）～9 月 9 日（金） 

②その他の費用 

1. その他、教育期間中の教材費、書籍代、自宅以外からの通学の場合の交通費、

宿泊費、実習に関わる交通費・宿泊費および資料代、実習時の損害保険加入

費等は自己負担となります。 

2. 受講料は、原則として前納していただきます 

3. 入学金・受講料は個人の都合では原則として返還しませんが、休講となった

場合は、全額返金いたします。 

 

１１．個人情報の取り扱いについて 

出願にあたり提出された個人情報については、国立がん研究センターの個人情報保護規

程に則り、選考試験、合格発表、受講手続き、学修指導などの業務に使用し、それ以外

の目的では使用しません。 
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１２．その他 

１）「情報管理」などの授業・演習において個人のノートパソコンを使用しますので、各自

で準備して頂きます。セキュリティーの完備をお願いいたします。 

２）実習ではユニフォーム、シューズを用意していただきます。 

３）講義・演習は原則として国立がん研究センター東病院内で行います。実習は県内外施設

で行います。 

４）教育課程中は、授業以外でも個人やグループワークでの課外学習などで、自分の時間を 

  使う必要があります。教育課程中は学業に専念できるよう準備してください。 

 

１３．お問い合わせ先 

〒277-8577 千葉県柏市柏の葉 6-5-1 

1）国立がん研究センター東病院 認定看護師教育課程 副看護部長 近藤
こんどう

美紀
み き

 

電話 04－7133‐1111（代） 内線 91148 E-mail : ninteikango@east.ncc.go.jp 

2）国立がん研究センター東病院 認定看護師教育課程 看護部 幸
こう

保
ぼ

智子
さ と こ

 

電話 04－7133‐1111（代） 内線 2378  E-mail : skoubo @ east.ncc.go.jp 

迷惑メール防止のために＠の前後にスペースが入っております。メールソフトにより、スペ

ースが入ったままでは送信できないことがございます。送信できない場合は、スペースを削

除してご利用ください。 

 

１４．講演会・受験ガイダンスのご連絡 

※新型コロナ感染の状況によって、中止となる可能性もあります。申込みを頂いた方に

は、決まり次第、個別にご連絡いたします。出席ご希望の場合は、Webでの受講方法を

お伝えします。 

 日程：2022 年 5 月 19 日（木） 

 Web 開催 

 【プログラム】 

講演 1 10：00～11：00 最新のがん薬物療法の動向 

講演 2 11：10～12：10 がん化学療法看護認定看護師に期待する役割 

13：10～15：10 受験ガイダンス・試験問題開示 

 

事前のお申し込みが必要になります。詳細は、国立がん研究センター東病院 がん化学療

法看護認定看護師教育課程 講演会・受験ガイダンスのご案内をご覧ください。 

 


