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2021 年 9月 2
日（木）開講

受講申込期
間：2021

年 7月 1日
（木）～20

21 年12 月
20日（月）

受講期間：
2021 年 9

月 2日（木
）～2022 年

5月 14日（
土）

乳がんについて、もっと深く知る
正しい情報にアクセスして問題解決に導く力を身につける
日本を代表する専門医の講師陣が、あなたの力になります。

日本の乳がん治療の第一人者として、聖路加国際病院
では乳がん治療を消化器外科から独立させ、ブレスト
センターを設立する。常に国際的視野と患者中心の視
点を失わず「チーム医療」を構築し個別化医療を実践。
日本乳癌学会や日本外科学会、日本乳がん情報ネット
ワークなど様々な場において日本の乳がん治療の発展
に尽力をしている。2015年より乳がん体験者コーディ
ネーター養成講座の意義に賛同し総監修を務める。

昭和大学医学部乳腺外科教授
昭和大学病院ブレストセンター長
日本遺伝性乳癌卵巣癌総合診療制度機構（JOHBOC） 理事長

中村 清吾 先生

コロナ時代に入り、検診や外来受診も容易に行えない厳
しい毎日となりました。当院では BEC の方々が感染に気
を付けていろいろ工夫をしながら患者さんを支える活動を
続けてくださっています。人と人とのかかわりが希薄にな
り、病気になると余計孤独に感じます。そんな時こそ、
悩みを聞き相談に乗ってくださる BEC の存在は何より強
い味方です。医療者と一緒に感染予防に取り組み、患者
さんを孤立から救い、新たな一歩を踏み出す手助けをして
いきましょう。期待しています。

湘南記念病院 
乳がんセンター長

土井 卓子 先生

乳がん体験者コーディネーター

養成講座 総監修

第17期乳がん体験者コーディネーター養成講座

2021 年 7月現在の情報です。 担当講師の所属含めプログラム内容について変更する場合があります。 変更の場合はホームページ等でご案内いたします。

講義

1 BEC養成講座オリエンテーション

（各講義は約１時間）

木原 康太（認定NPO法人キャンサーネットジャパン）

2 生物統計と臨床試験、EBM、診療ガイドラインについて 勝俣 範之（日本医科大学武蔵小杉病院）

9 月 2日
（木）

3 乳がんの原因と予防 山本 精一郎（国立がん研究センター）

4 乳がん検診と診断の進め方 沢田 晃暢（NTT東日本関東病院）

9 月 16 日
（木）

5 乳がんと診断されたら・初期治療を受けるにあたって 土井 卓子（湘南記念病院）

6 乳がんの病理 堀井 理絵（埼玉県立がんセンター）

9 月 30 日
（木）

7 乳がんの手術 津川 浩一郎（聖マリアンナ医科大学）

8 乳房の再建 関堂 充（筑波大学）

10 月 14 日
（木）

9 乳がんの放射線治療 吉村 亮一（東京医科歯科大学）

10 術前・術後の薬物療法と初期治療後の診察と検査 上野 貴之（がん研有明病院）

10 月 28 日
（木）

11 乳がんにおけるがんゲノム医療の現状と課題 西原 広史（慶應義塾大学）

12 再発転移乳がんの薬物療法と副作用対策 佐治 重衡（福島県立医科大学附属病院）

11 月 11 日
（木）

13 がん医療におけるサイコオンコロジーとは？ 明智 龍男（名古屋市立大学）

14 がん医療における緩和ケア（主として疼痛緩和） 田中 桂子（都立駒込病院）

11 月 25 日
（木）

15 療養上の諸問題（補完代替療法含む） 縄田 修一（昭和大学）

16 若年者の乳がん（AYA世代特有の課題を含めて） 北野 敦子（聖路加国際病院）

12 月 9日
（木）

17 遺伝性乳がん 山内 英子（聖路加国際病院）

18 患者支援のさまざまな資源 渡邊 知映（昭和大学）

12 月 23 日
（木）

19 アドバンス・ケア・プランニング 増島 麻里子（千葉大学）

20 BEC養成講座（前期）総括講義：知っておくべき乳がんの知識 中村 清吾（昭和大学）

12 月 23 日
（木）

公開日時 科目 担当講師

乳がん体験者コーディネーター養成講座後期プログラムでは、前期で習得した系統的知識、乳がん医療情報の扱いを実践に活かすための方法をオ
ンライン・実技の両方から学びます。後期プログラム修了者をNPO法人キャンサーネットジャパン認定『乳がん体験者コーディネーター』とし、
認定証を発行します。後期講座は、2022年3月～5月に開催いたします。詳細は、2022年1月末に受講生にお知らせいたします。後期プログラムは、
下記を予定しています。

Web講義

前期プログラム前期プログラム1.

前期
修了試験
前期
修了試験

2.

後期プログラム（前期修了試験合格者のみ）後期プログラム（前期修了試験合格者のみ）3.

2月 4日（金） 前期修了試験配信開始
※オンライン受験 6日（日）締切

1 ケーススタディ・
ロールプレイ

2 全体発表・修了式
（東京）
3

①がん医療を取り巻く各職種と
　BECに期待される役割、Must do 5
②プレゼンテーションの基礎知識
③ピアサポートの活動とは？
④がんとコミュニケーション

各１回、同日午前午後、5～８名程度で実施。
東京開催。平日・土日含む数日の候補日
から調整。
※受講生 5 名以上の集合および開催場所の調整
可能な場合、他地域での開催も検討します。コロ
ナ禍の状況により、オンライン開催に変更となる可
能性があります。

講座（前期・後期）全体を通じて「学ん
だ事・今後の活動について」各自 5 分
程度の発表を行い、全員でシェアリング
します。今期は、2022 年 5月 14 日（土）
を予定しております。全体発表終了後、
認定書をお渡し致します。

インターネット環境があれば「いつでも」「どこでも」「最新のがん医
療情報」を学べる eラーニング・システムを用いた講義です。

17
th

動画の視聴はパソコンの他、
スマートフォン・タブレッ
トからも可能です。
※学習自体は、PCを推奨しています。

Bec乳がん体験者コーディネーターで

納得・解決・実現する！

「日本を代表する講師陣」による、全19科目の講義視聴とレポート提出、修了試験から構成される
【前期】と、前期で学習した知識を活用するための実践的少人数学習プログラムの【後期】で構成されます。

担当講師からのエール！

2022 年



乳がんと診断され直面する問題（主として乳がん医療情報に関する問題）を、解決できる・あるいは解決に導く既存の信頼性
の高い情報にアクセスし、提供できる能力を習得します。「乳がん体験者コーディネーター」は、乳がん医療情報（治療法な
どに関する情報）に特化したものとします。本養成講座により「乳がん体験者コーディネーター」を養成・輩出し、国が掲げる「が
ん対策推進」に寄与し、日本における民間組織（NPO法人）の役割を果たし、これをもってがん医療へ貢献することとします。

なお、本講座は「こころのケア」「カウンセリング」のスキルを認定するものではありません。
ピアサポーター・カウンセラーの養成を直接の目的としていません。

認定後の活動について

認定者
だけの
特典

開講の目的

・主たる治療（手術・放射線療法・薬物療法など）を
　終了した乳がん体験者（応相談）
・乳がん患者を持つ成人家族
・その他 NPO 法人キャンサーネットジャパンが認める者等※
※「認定乳がん体験者コーディネーター」に求められるものは、信頼性の
高い乳がん情報にアクセスし、乳がん患者の立場に立ち情報を提供する
能力であり、原則的に、受講者の資格・バックグラウンドは重要でない
と考えており、志しあるその他の者についての門戸も開かれています。

受講資格 学習システムについて

第17期乳がん体験者コーディネーター養成講座スケジュール
2021 2022

2022

7/1（木） 12/20（月）9/30(木 )

2/21(月)

2/14(月)

5/14(土)

5月
上旬

3月
上旬

2/14（月） 4/24（日）

2/4
(金 )

2/6
(日 )

9/2(木)

3/3(木)

1/20(木 )

割引申込期間

後期申込期間

申込期間

通常申込

前期修了試験期間前
期

後
期

合否発表

修了式
全体発表

※後期講座は、前期修了試験に合格
した方のみがお申し込み可能です。

本講座は、インターネットを利用した学習
形態「e ラーニング」です。下記の環境・
条件ご確認の上お申し込み下さい。

講義は、インターネット環境が必須です。https://www.cancernet.jp/training/bec へアクセスし、
「受講生確認専用ページ」より必ず動画を視聴し環境の確認をお願いいたします。

申込環境確認

7月1日（木）より申込を開始します。
キャンサーネットジャパンのホームページ「第 17
期 BEC 受講申込み」によりお申込み下さい。

環境・条件確認
※メールアドレスを取得しており、メールで連絡ができ、
基本のパソコン操作ができる。※ファイルのダウンロード・
アップロードができる。※代表的な検索エンジン
（Yahoo・Google など）が使用し、検索が出来る。※
WORD でテキストを作成できる。※受講が可能な環境があ
る。（動画視聴がある為、Wi-Fi 推奨）

ケーススタディ・
ロールプレイ期間

受講料

受講の手続き

割引申込期間
（2021年 9月30日（木）まで）
前期受講料

後期受講料

￥80,300

￥50,600

消費税別

（税込）

（税込）

通常申込期間
（2021年12月20日（月）まで）

前期受講料

後期受講料

￥90,200

￥50,600

（税込）

（税込）

BEC
既認定者

前期受講料

￥29,700（税込）

岩手県・山形県・富山県・福井県・島根県・徳島県・大分県。以上７の県にお住いの方、特別
割引料金【いちばん星割引】がございます。前期受講料￥90,200 円（税込）が￥70,400 円（税込）
になります。（該当する方は、現住所を証明するものの写しをご提示下さい。）

※1 

※1 BEC1期～16 期既認定者に対する受講料割引
各領域における最新情報のキャッチ・アップにご利用下さい。
また、本講座（前期）を受講された方は、BEC 認定継続要
件（15 ポイント）を満たすものとします。

キャンサーネットジャパンは、がん患者が本人の意思に基づき、治療に臨むことができるよう患者擁護の立場から、科学的根拠に基づくあらゆる情報発信サービスの提供を目指すことをミッ
ション（使命）とし、がん体験者・家族・遺族、その支援者、医療者と共に、日本のがん医療を変え、がんになっても生きがいのある社会の実現をヴィジョンとして活動しております。
医療提供者と受益者（患者・家族）の間に立ち、受益者擁護の立場から、科学的根拠に基づく、正しい情報発信をするために、今後も情報を発信し続けてまいります。

https://www.cancernet.jp/training/bec

https://www.cancernet.jp/training/beccin-activity

QRコードからの
アクセスはこちら

BEC 認定者の活動状況はこちら

受講開始 ( 開始日：9/2（木）～)

入金を確認後、受講 ID とパスワードを送
信します。講座サイトへログインをして受
講開始になります！BEC 学習アドバイ
ザーがあなたの勉強状況を確認しアシスト
します。

がん相談支援センターに勤務。
信頼できる情報を提供し、自身の体験も
踏まえながら、相談者の方の困り事が解決に

向かうよう支援しています。
【8 期】角田純子 認定がん専門相談員（ピア）

【12 期】原田ひろみ BCY 乳がんヨガ講師

BECで学んだ知識を
活かしながら、乳がん体験者さんの
身体と心にやさしいヨガクラス

( 乳がんケアヨガ)を
オンライン開催しています

お医者様をはじめとして
関係者の専門的なお話を何度でも
受講出来るので無理なく専門的な
知識を得ることが出来ました。

その中でどの様に情報を選択し伝える
べきかを学ぶことが出来ました。

治療と同時進行で
受講したおかげで不安が
払拭でき、前向きに治療を
受けることができました。
現在は病院でピアサポーター
として活動しています。

【14 期】中田利江子 主婦
【13 期】太田清美 公務員

BECを受講して～ 受講生 ID受講生 ID
PassworedPasswored

受講生用URL

★
★

フォローアップあり
ます！！

本養成講座を受講された方々は 500 名以上にのぼり、修了・認定された方々は、ご自身の治療の理解の為、また
仕事の中で、またはボランティア活動や患者会活動において、本プログラムで習得されたがん医療情報の基本的知識、
最新の情報へのアクセスのスキル等を活用いただいております。

第 17 期乳がん体験者コーディネーター養成講座

※イメージ

乳がん体験者コーディネーター
養成講座 第17期

17
th

受講生専用学習サイトに
受講生 ID とパスワードで
ログインをして学習スター
ト！受講生専用サイトだか
らメールやファイル添付・
修了レポートの提出まで一
貫して行えます。

※「受講生確認専用ページ」で、必ず環境確認をしてからお申し込み下さい。
※安定したネット環境と基本のパソコン操作が出来る事が条件になります。

【いちばん星割引】

この講座を運営する団体～認定NPO法人キャンサーネットジャパン とは

〒113-0034 東京都文京区湯島1-10-2 御茶ノ水 K＆Kビル 2F 『 NPO法人キャンサーネットジャパン事務局BEC養成講座係 』まで
TEL:03-5840-6072  Mail : info@cancernet.jpお問合わせ先

7月

2月 3月 5月4月

8月 9月 11月 12月 1月 2月10月

認定証・
認定カード

WEBサイト
「全国の

BEC・CIN認定者」
ページにて
活動をご紹介！
（希望者のみ）

BEC
フェイスブックで
あなたの活動広報
をバックアップ！

講習会・同窓会・
交流会で認定者同士
の情報交換、

ブラッシュアップ

CNJ や乳がんに
関する最新情報の
メール配信 等

NEWS!
いいね !

認定証

※変更の可能性有
（予定）


