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9:00-10:00
特別講演2

最新のがん医療の動向を知り
これからのがん看護を考える
－第3期がん対策推進基本計画

の概要－
講師：秋山　正子
座長：渡邉　眞理

9:00-10:00
国際活動委員会企画
国際活動シンポジウム

国際学会に登壇したシンポジストが
語る国際学会の旬な魅力

座　　　　長：水野　道代　　　　　　　　
シンポジスト：井沢　知子、江藤　美和子、

鈴木　美穂　

9:00-11:00
シンポジウム2

通院治療生活を支えるための多職種連携
－治療中から先々の経過を予測し在宅療養環境を整える－

座　　　　長：岩崎　紀久子、早川　満利子
シンポジスト：後藤　宏顕、熊谷　靖代、　

　　　　　浅子　恵利、鈴木　清仁

10:10-11:10
教育講演5

がんについて子どもたちにどう教えるか
－がんになっても地域で支えあって普通に暮らせるために
－モデル授業の実践から得られた「がん教育」への感謝と期待
－医師として、患者として、そして子供を持つ親として－

講師：佐瀬　一洋
座長：内布　敦子

10:10-11:10

口演　第26群
チーム医療

座長：中村　喜美子
O26-332～336

9:00-10:00

口演　第29群
外来看護1

座長：岩城　直子
O29-346～349

10:10-11:10

口演　第30群
外来看護2

座長：大川　宣容
O30-350～353

9:00-10:00

口演　第34群
診断・治療に伴う看護5
座長：後藤　志保
O34-368～372

10:10-11:10

口演　第35群
診断・治療に伴う看護6
座長：金敷　美和
O35-373～376

11:30-12:30

教育セミナー9
排便マネジメントの達人になる！
講師：余宮　きのみ、宮川　瑞代
座長：長谷川　久巳　　　　　　
共催：塩野義製薬株式会社　　　

11:30-12:30
教育セミナー10

認知症をもつがん患者のケアのポイント
認知症をもつがん患者のケアの実際
講師：小川　朝生、田中　登美
座長：増島　麻里子　　　　　
共催：中外製薬株式会社　　　
11:30-12:30

教育セミナー11
がんの痛みを解析する

講師：齊藤　洋司、八塔　累子　
座長：長澤　昌子　　　　　　　
共催：ムンディファーマ株式会社

11:30-12:30
教育セミナー12

がん化学療法の副作用マネジメント
における看護師の役割

講師：山田　みつぎ　　　　
座長：神津　三佳　　　　　
共催：株式会社ヤクルト本社
11:30-12:30
教育セミナー13

本邦における抗がん薬曝露対策の現状とこれから
抗がん薬曝露に対する具体的な取り組みとは
講師：青儀　健二郎、岸田　恵　　
座長：橋口　周子　　　　　　　　
共催：株式会社ジェイ・エム・エス

11:30-12:30
教育セミナー14

最新版！ONS曝露対策ガイドライン 改訂ポイント解説
～ハザーダス・ドラッグを安全に取扱うために～

9:00-10:00

口演　第37群
看護師の教育1

座長：飯岡　由紀子
O37-381～384

10:10-11:10

口演　第38群
看護師の教育2

座長：土肥　佐和子
O38-385～389

11:30-12:30
教育セミナー15
分子標的薬の

Real Life Evidence
講師：伊藤　麻紀、大家　基嗣
座長：高屋敷　麻理子　　　　
共催：バイエル薬品株式会社　

9:00-10:00

口演　第40群
がんリハビリテーション、
サバイバーシップ1
座長：堀越　政孝
O40-394～397

口演　第41群
がんリハビリテーション、
サバイバーシップ2
座長：外崎　明子
O41-398～401

10:10-11:10 11:30-12:30
教育セミナー16

免疫チェックポイント阻害薬の副作用マネジメント
ホントのトコロ

みんなどうしてる？本音トークしてみない？
講師：玉木　秀子、斎藤　美和、　　　　　　　
　　　逆瀬川　純子、小島 千恵美　　　　　　　
座長：飯野　京子　　　　　　　　　　　　　　
共催：小野薬品工業株式会社　　　　　　　　　
　　　ブリストル・マイヤーズ スクイブ株式会社

9:00-10:00

口演　第45群
在宅・地域看護1
座長：本田　晶子
O45-414～417

口演　第46群
在宅・地域看護2
座長：宇野　さつき
O46-418～421

10:10-11:10

9:00-10:00

示説　第48群～第50群
第48群 チーム医療　　
第49群 在宅・地域看護
第50群 家族ケア　　　

示説　第51群～第54群
第51群 臨床試験　　　　　　　　
第52群 小児・若年者のがん　　　
第53群 がんリハビリテーション、

　サバイバーシップ　
第54群 その他　　　　　　　　　

10:10-11:10

11:30-12:30
教育セミナー17
患者目線で考える
痛マネジメント

講師：田村　恵子　　　　　　　　　
座長：小山　富美子　　　　　　　　
共催：久光製薬株式会社　　　　　　

協和発酵キリン株式会社

9:00-11:00

交流集会14
SIGホスピスケア
共に考えよう！

「患者・家族を支える緩和ケア」

9:00-11:00

交流集会17
地域全体のがん看護の充実を目指して

～北海道のがん看護専門看護師の活動から～

9:00-11:00

交流集会20
小規模病院に勤務する認定看護師の活動と課題
～つながる・互いに支える仕組みづくり～

同時通訳

講師：Martha Polovich
座長：藤田　佐和
共催：日本ベクトン・ディッキンソン株式会社
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12:50-14:50

シンポジウム3
がんサバイバーの就労支援：看護は何をするのか？
座　　　　長：国府　浩子、花出　正美　　
シンポジスト：桜井　なおみ、近藤　明美、
　　　　　　　大神　あゆみ、橋本　久美子

12:50-13:50

口演　第31群
外来看護3

座長：池田　久乃
O31-354～358

12:50-13:50

口演　第36群
診断・治療に伴う看護7
座長：田墨　惠子
O36-377～380

14:00-15:00

口演　第32群
外来看護4

座長：大串　祐美子
O32-359～363

14:00-15:00

口演　第27群
その他1

座長：佐藤　正美
O27-337～341

15:10-16:00

口演　第28群
その他2

座長：安藤　詳子
O28-342～345

15:10-16:00

口演　第33群
外来看護5

座長：浅沼　智恵
O33-364～367

15:10-16:00

教育・研究活動委員会企画
海外研修報告会

がん看護専門看護師海外研修を通じて
APNの実践・役割機能を改めて考える
～それぞれの立場で新たな看護にチャレンジ～

12:50-13:50

編集委員会主催 研修会
採択される論文を書くための

リサーチデザイン
講師：狩野　太郎
座長：片岡　純　

12:50-13:50
教育講演6

看護者は倫理的に
意思決定支援を行うために

何をすべきか
講師：足立　智孝
座長：川崎　優子

14:00-16:00
パネルディスカッション2

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2

－急性期がん医療における多職種連携と人材育成のあり方－
座　　　長：千﨑　美登子、佐藤　まゆみ　
パネリスト：長谷川　久巳、小笠原　利枝、

　　　濱口　恵子、荒尾　晴惠

12:50-13:50

口演　第39群
看護師の教育3
座長：細矢　美紀
O39-390～393

12:50-13:50

口演　第42群
高齢者のがん1
座長：米丸　順子
O42-402～405

14:00-15:00

口演　第43群
高齢者のがん2
座長：水野　道代
O43-406～409

15:10-16:00

口演　第44群
スピリチュアルケア、

心理面の援助
座長：坂井　さゆり
O44-410～413

12:50-13:50

口演　第47群
小児・若年者のがん
座長：藤澤　陽子
O47-422～426

14:30-16:00

市民公開講座
がんになっても心穏やかに生きる知恵
こころの専門家からのメッセージ！

講師：小川　朝生
司会：森本　悦子

12:50-13:50

交流集会15
みんなで考えよう！

在宅で過ごしているがん患者
（通院、在宅療養）
の災害時の困りごと

14:00-16:00

交流集会16
がんとの共生を支える様々な場

12:50-13:50

交流集会18
事例から学ぶStage Ⅳ乳がんの

治療選択と療養支援
－SIG乳がん看護 &

臨床試験看護師 共同企画 2018－

14:00-16:00
交流集会19

看護師による多施設共同無作為化比較試験を
実行するためのkey points

経口抗がん薬の服薬自己管理支援プログラムの
有効性（SMAPグループ）の試み

12:50-13:50

交流集会21
小児がん看護の

専門性向上をめざした
看護教育プログラムの試み

14:00-15:00

交流集会22
皆で考えよう！

子育て中のがん患者と家族・
子どもの支援
－Part3－

14:00-16:00

ポスター撤去

14:00-15:30

ガイドライン委員会主催　研修会
がん看護実践の質を高めるための根拠に基づいたケアの提供

－新たなケアガイドラインを目指して－
司　　　　会：飯野　京子
シンポジスト：大田　えりか、藤川　直美、
　　　　　　　平井　和恵、清水　陽一

16:00-16:10
閉会式

※第9会場（メイン）
※第8会場（中継）　


