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日程表　2月3日（土）　第1日目

第1会場

第2会場

第3会場

第4会場

第5会場

第6会場

第7会場

第8会場

第9会場

第10会場

第11会場

ポスター会場

コンベンション
ホール

国際会議室

201

301

304（中継）

302

303

103

麗の間

悠の間

舞の間

翔の間

8ホール

会場 国際会議場 会場 ホテルニューオータニ 会場 展示ホール

8:30-8:45

8:45-9:30 9:30-10:30 10:40-12:30

オリエンテーション
開会式

会長講演
変革の時代に求められるがん看護
－くらしを支え尊厳をまもるための

看護を問い直す－
演者：茅野　香子　
座長：雄西　智恵美

特別講演1
がんと共に生きる患者と家族の

Dignity
－未来を拓くがん看護の原点回帰－

講師：佐藤　禮子
座長：茅野　香子

10:00-11:00
教育講演1

がん免疫療法の現状と課題
－がん免疫のメカニズムと

免疫チェックポイント阻害薬－
講師：中面　哲也　
座長：山田　みつぎ

11:10-12:10
教育講演2

プレシジョンメディシン
－遺伝子情報を活用した
個別化がん治療－
講師：大津　敦　
座長：石岡　明子

10:00-11:00
交流集会1
がん放射線療法看護
特別関心グループ 企画

放射線療法の看護現場で活用できる、
講演では聴けない『謎』にせまる

第3弾～放射線皮膚炎～

10:00-11:00

10:30-12:30 交流集会3
多職種連携を視野に入れた

意思決定支援体制の整備と運用のコツ

10:30-12:30

交流集会7
SIG在宅がん看護グループ主催 公開事例検討会

幼い子供を持つ若いがん患者と
その家族を地域でしっかり支えたい！

10:30-12:30

交流集会10
Newman理論に導かれた看護実践
～看護実践および研究を行う上での
倫理的課題についての対話～

10:30-12:30

交流集会11
小規模の外来化学療法室で実施可能な患者サポート

－がん化学療法看護認定看護師が試みた
がん患者サポートとしての「筆記療法」の効果と課題－

10:30-12:30
交流集会5

若手のがん看護専門看護師の活躍の場をどう考えるか

11:10-12:10

交流集会2
SIGホスピスケア

「より良いエンゼルケアを
考える」

シンポジウム1
早い段階から取り組む

アドバンス・ケア・プランニング
座　　　　長：小澤　桂子、田村　恵子　　
シンポジスト：増島　麻里子、江口　恵子、

　　　　　本家　好文、田中　美樹

口演　第2群
診断・治療に伴う看護1
座長：柳沢　由香理
O2-006～010

11:10-12:10

口演　第3群
診断・治療に伴う看護2
座長：坪井　香
O3-011～015

10:00-11:00

口演　第6群
相談支援、就労支援1
座長：石川　睦弓
O6-026～029

11:10-12:10

口演　第7群
相談支援、就労支援2
座長：嶋中　ますみ
O7-030～034

10:00-11:00

口演　第10群
緩和ケア1

座長：寺町　芳子
O10-044～047

9:50-10:50

口演　第14群
予防・スクリーニング

に関する看護
座長：武田　祐子
O14-062～066

10:00-11:00

示説　第16群～第17群
第16群 予防・スクリーニング

に関する看護
第17群 診断・治療に伴う看護

11:10-12:10
示説　第18群～第21群
第18群 倫理、意思決定支援　　　
第19群 緩和ケア　　　　　　　　
第20群 スピリチュアルケア、　　

心理面の援助　　
第21群 エンド・オブ・ライフケア

8:00-8:45

ポスター貼付

11:00-12:30
教育・研究活動委員会企画

平成30年度 エキスパートナース育成事業
「超高齢社会のがん看護」

～その人らしい意思決定の支援を考える～
平成30年度テーマ：高齢がん患者の診断期・

治療期の意思決定を支えるケア

11:10-12:10

口演　第11群
緩和ケア2

座長：菊池　和子
O11-048～052

7

13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00

13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00

12:50-13:50
教育セミナー1
高齢化を見据えた
前立腺がん治療

講師：上村　博司、柏田　孝美
座長：黒田　寿美恵　　　　　
共催：アステラス製薬株式会社

15:10-16:10
教育講演3

若年がん患者のがん治療と
妊孕性温存に向けた取り組み
－がん生殖医療の行方－
講師：渡邊　知映
座長：阿部　恭子

16:20-17:20
教育講演4

個別化された放射線治療
－患者に適した治療方法の

選択と治療計画－
講師：萬　篤憲　
座長：橋口　周子

12:50-13:50
教育セミナー2

がん治療における「がん看護力」の重要性
－がんと診断された時からの
緩和ケア導入を目指して－

講師：鹿田　康紀、藤井　美砂
座長：林　ゑり子　　　　　　
共催：大鵬薬品工業株式会社　
12:50-13:50

教育セミナー3
大腸癌薬物療法における抗EGFR抗体薬

－New Topicsとがん看護におけるKey point－
講師：結城　敏志、三宅　亜矢
座長：森本　悦子　　　　　　
共催：武田薬品工業株式会社　
12:50-13:50

教育セミナー4
抗がん薬曝露対策最新トピックスと
「これで解決！」局所注入時の曝露対策
講師：平井　和恵　　　　　　　　
座長：遠藤　久美　　　　　　　　
共催：日本コヴィディエン株式会社

12:50-13:50
教育セミナー5

アピアランスケアの実践へ
～あなたにできる支援の形を考える～
講師：野澤　桂子、田中　康代、

高田　美香 　　　
座長：徳岡　良恵 　　　　　　
共催：中外製薬株式会社　　　 
12:50-13:50

教育セミナー6
免疫チェックポイント阻害剤：

治療と看護
講師：関　順彦、春藤　紫乃
座長：渡邊　知映　　　　　
共催：MSD株式会社　 　　
　　　大鵬薬品工業株式会社
12:50-13:50

教育セミナー7
経口抗がん剤服用患者の
口腔衛生マネジメント

講師：百合草　健圭志、妻木　浩美　
座長：土井　英子　　　　　　　　　
共催：ノバルティスファーマ株式会社

12:50-13:50
教育セミナー8
チームで取り組む
抗がん剤曝露対策

講師：村上　通康、向井　さや香
座長：足利　幸乃　　　　　　　
共催：テルモ株式会社　　　　　

15:10-16:10

口演　第1群
家族ケア

座長：高橋　みどり
O1-001～005

15:10-16:10

口演　第4群
診断・治療に伴う看護3
座長：狩野　太郎
O4-016～020

口演　第5群
診断・治療に伴う看護4
座長：庄村　雅子
O5-021～025

15:10-16:10
交流集会4

外来－病棟間の継続看護体制について
皆で考えよう！～患者にも医療者にも

Win-Winであるために～

15:10-16:10

交流集会8
SIG小児がん看護グループ主催
AYA世代がん患者・経験者の
ピアサポートを考える！
～ピアの力が活きた場面～

15:10-16:10

ナーシング・サイエンス・
カフェ

今こそ伝えたいがん看護の力
－様々な場で活躍する看護職の姿－
座長：笠谷　美保、杉森　久美

交流集会9
みんなの「やってよかった」

へ繋げるために
=在宅医療の場における

がん看護専門看護師の活動を
デザインする＝

16:20-17:20

15:10-16:10

交流集会12
施設特性を活かした

遺伝がん看護実践の事例をもとに、
遺伝がん看護の多様性とこれからの
可能性について考えてみよう！

交流集会13
がん看護専門看護師の
役割遂行能力を高める

管理者による支援モデルの検討

16:20-17:20

16:20-17:20

15:10-16:10

口演　第8群
相談支援、就労支援3
座長：清水　奈緒美
O8-035～039

口演　第9群
相談支援、就労支援4
座長：菊内　由貴
O9-040～043

16:20-17:20

15:10-16:10

口演　第12群
倫理、意思決定支援1
座長：中尾　久子
O12-053～057

15:10-16:10

口演　第15群
エンド・オブ・ライフケア
座長：牧野　智恵
O15-067～071

口演　第13群
倫理、意思決定支援2
座長：東　サトエ
O13-058～061

16:20-17:20

18:15-20:15

15:10-16:10
交流集会6

ホリスティックナースにとって欠かせないこと
～看護師自身の癒しのための

セルフケアの必要性・その奥深さ～

16:20-17:50
がん看護技術開発委員会主催 研修会
外来がん看護体制の充実に向けて
－新たな仕組みづくり2－

16:20-17:50

SIGフォーラム
－自分の関心のある分野を見つけてみませんか－

パネルディスカッション1
がん患者・家族の暮らしを支え尊厳を守るための看護を問い直す1

－症状をうまく伝えられない認知症患者への関わり方と人材教育のあり方－
座　　　長：片岡　純、久米　恵江　　　
パネリスト：山本　賢司、得居　みのり、
　　　　　　柴崎　ゆかり、諏訪　さゆり

14:00-15:00 15:10-17:10

日本がん看護学会
総会・表彰式

17:10-17:40

イベント
プログラム
幕張総合高校
吹奏楽

15:10-16:10

示説　第22群
第22群 看護師の教育

16:20-17:20

示説　第23群～第25群
第23群 外来看護　　　　　
第24群 相談支援、就労支援
第25群 高齢者のがん　　　

懇親会

司　　　　会：渡邊　知映、渡邉　眞理
シンポジスト：玉木　秀子、熊谷　靖代、
　　　　　　　林　ゑり子


