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11:10-12:10

教育講演2
治療期における症状マネジメント 
～“エキスパートの力”を活かす～
講師：荒尾　晴惠、田墨　惠子
座長：川村　三希子　　　　　

10:00-11:00

教育講演1
感性を高め、倫理的問題を解決する 
～研究成果を活用した解決の実際～
講師：濱口　恵子　
座長：岩崎　紀久子

10:00-11:00

口演　第9群
診断・治療に伴う看護1
座長：小澤　桂子
O9-037～041

11:10-12:10

口演　第10群
診断・治療に伴う看護2
座長：矢永　洋子
O10-042～046

11:10-12:10

口演　第7群
倫理、意思決定支援2
座長：柏木　夕香
O7-028～031

10:00-11:00

口演　第6群
倫理、意思決定支援1
座長：望月　留加
O6-024～027

11:10-12:10

口演　第2群
予防・スクリーニングに 
関する看護2、外来看護1
座長：野口　玉枝
O2-005～009

10:00-11:00

口演　第1群
予防・スクリーニングに 

関する看護1
座長：鈴木　久美
O1-001～004

11:10-12:30

交流集会6
がん看護の発展に貢献する研究論文 

－学術奨励賞 研究部門表彰論文から学ぶ 
研究の進め方・取り組み方－

9:50-11:00

交流集会5
SIG在宅がん看護グループ主催  

公開事例検討会 
認知症のあるがん患者も地域でしっかり
支えたい！ －看護師にできること－

11:10-12:30

交流集会2
がん患者の療養上の意思決定プロセスを 
支援する共有型看護相談モデル 

（Nursing Model for Supporting Shared 
Decision Making（NSSDM）解説版

9:50-11:00

交流集会1
マーガレット・ニューマン「拡張する意識としての 

健康」の理論が拓く可能性 
～がん看護教育の中で、またがん看護実践の中で、さら
には患者・家族や看護師自身の生活習慣改善に向けて～

10:00-11:00

示説　第24群
第24群　外来看護

11:10-12:10

示説　第25～26群
第25群　家族ケア 
第26群　相談支援、就労支援

8:00-9:00

ポスター貼付

9:00-9:50

会長講演
挑戦するがん看護 

～未来を拓く研究と実践の融合～
演者：神田　清子
座長：内布　敦子

11:00-12:30
シンポジウム1

がん体験者と家族の感情表出を促すケアの可視化 
～語りを科学し、寄り添う力を強める～
座　長：野村　美香、川名　典子
シンポジスト：本田　麻由美、樋野　興夫 
　　　　市川　智里、鈴木　郁子

9:50-10:50

特別講演1
体内の「時間」の理解に向けて 
－全身透明化の先に見えるもの－

講師：上田　泰己
座長：神田　清子

10:00-11:00

口演　第14群
看護師の教育1
座長：荻野　順子
O14-062～066

11:10-12:10

口演　第15群
看護師の教育2
座長：清水　裕子
O15-067～071

10:00-11:00

口演　第17群
スピリチュアルケア、 
心理面の援助1
座長：牧野　智恵
O17-077～081

11:10-12:10

口演　第18群
スピリチュアルケア、 

心理面の援助2、高齢者のがん
座長：大川　宣容
O18-082～085

10:00-11:00

口演　第20群
緩和ケア1

座長：坂井　さゆり
O20-091～094

11:10-12:10

口演　第21群
緩和ケア2

座長：塗木　京子
O21-095～099

8:45-9:00

オリエンテーション
開会式
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15:20-16:20

口演　第12群
診断・治療に伴う看護4
座長：成松　恵
O12-052～056

14:10-15:10

口演　第11群
診断・治療に伴う看護3
座長：新田　理恵
O11-047～051

16:30-17:30

口演　第13群
診断・治療に伴う看護5
座長：新貝　夫弥子
O13-057～061

14:10-15:10

口演　第8群
倫理、意思決定支援3
座長：中村　めぐみ
O8-032～036

16:30-17:30

口演　第5群
外来看護4

座長：遠藤　久美
O5-019～023

15:20-16:20

口演　第4群
外来看護3

座長：池田　久乃
O4-014～018

14:10-15:10

口演　第3群
外来看護2

座長：高橋　美賀子
O3-010～013

14:10-15:10

交流集会7
皆で考えよう、子育て中の
がん患者と子どもへの 

支援！

12:50-13:50

交流集会9
災害とがん看護

12:20-13:50

交流集会10
がん看護学領域における 
シミュレーション教育の 

可能性と必要性

15:20-16:20

交流集会8
リンパ浮腫ケアの充実と 
活動の拡大を目指して

15:20-16:20

交流集会4
がん看護専門看護師が行う
意思決定支援における 
倫理調整の視点と 

プロセスについて考える

14:10-15:10

交流集会3
症状マネジメントの統合的
アプローチ(IASM)の 
臨床普及版の開発

15:20-16:20

示説　第29群
第29群　看護師の教育

16:30-17:30

示説　第30～31群
第30群　がんリハビリテーション、サバイバーシップ 
第31群　在宅・地域看護

14:10-15:10

示説　第27～28群
第27群　予防・スクリーニングに関する看護 
第28群　診断・治療に伴う看護

16:30-17:00

イベント 
プログラム
群馬八木節

14:10-16:10

パネルディスカッション
多様化する治療選択における意思決定支援 
～先を見据えた患者・家族への支援～

座　長：国府　浩子、石田　和子
パネリスト：大野　達也、近藤　まゆみ、川崎　優子、板井　孝壱郎

12:50-13:50

教育セミナー1
コミュニケーション技術SPIKES 
病状説明における患者サポートの実際
講師：橋爪　隆弘、林　ゑり子
座長：田中　京子
共催：中外製薬株式会社

12:50-13:50
教育セミナー2

がん看護における痛みのケア 
～アセスメントからマネジメントにつなげるHow-to～
講師：水野　俊美
座長：林　直子　
共催：久光製薬株式会社/
　　　協和発酵キリン株式会社

14:10-15:10

がん看護研究理解のための基礎講座
わかる！できる！ 

がん看護研究（第1部）
座長：吉田　久美子
講師：秋元　典子　

15:20-16:20

がん看護研究理解のための基礎講座
わかる！できる！ 

がん看護研究（第2部）
座長：眞嶋　朋子
講師：宮下　光令

16:30-18:00

情報交換会
外来と地域をつなぐがん看護専門外来 

～未来を拓く看護の力～
座長：片岡　純、北田　陽子　　　　　
講師：角田　明美、渡辺　恵、奥　朋子

12:50-13:50
教育セミナー3

がんサポーティブケアの新戦略
・がん性皮膚潰瘍臭改善薬メトロニダゾールゲルの有用性 
・がん症状緩和の実際
講師：志茂　新、金井　久子
座長：奥　朋子
共催：ガルデルマ株式会社

16:30-18:00 SIG交流フォーラム
グループ： 
がん看護専門看護師、リンパ浮腫ケア、がん性疼痛看
護、乳がん看護、災害がん看護、肺がん看護

16:30-18:00

SIG交流フォーラム
グループ： 
がん化学療法看護、がん放射線療法看護、 
臨床試験看護師、血液・骨髄幹細胞移植看護、 
遺伝がん看護

16:30-18:00

SIG交流フォーラム
グループ： 
ホスピスケア、在宅がん看護、外来がん看護、 
小児がん看護、がん精神看護、スキンケア

12:50-13:50

教育セミナー4
抗がん剤曝露対策 

～ここから院内が動きだす～
講師：橋田　亨、菅野　かおり
座長：鈴木　久美
共催：テルモ株式会社

14:10-15:10

口演　第16群
看護師の教育3

座長：佐藤　まゆみ
O16-072～076

12:50-13:50

教育セミナー5
がん突出痛のマネジメント
講師：久山　幸恵
座長：上杉　和美
共催：大鵬薬品工業株式会社

15:20-17:20

ガイドライン委員会シンポジウム
チームで取り組むがん薬物療法における曝露対策 

～ガイドライン活用の現状と課題～
司　会：神田　清子、飯野　京子
シンポジスト：平井　和恵、大路　貴子、間宮　伸幸
　　　　甲田　茂樹

※第8会場（メイン）
※第9会場（中継）　

14:10-15:10

口演　第19群
小児のがん、チーム医療
座長：大野　由美子
O19-086～090

12:50-13:50

教育セミナー6
看護師のための抗がん薬曝露対策 
～適切な怖がり方と現場での工夫～
講師：岩本　寿美代、畠　清彦
座長：橋口　周子
共催：日本コヴィディエン株式会社

14:10-15:10

口演　第22群
緩和ケア3

座長：長谷川　久巳
O22-100～104

15:20-16:20

口演　第23群
緩和ケア4、倫理、 
意思決定支援4
座長：上杉　英生
O23-105～109

12:50-13:50
教育セミナー7

抗がん剤暴露対策のポイント 
抗がん剤曝露対策の現状と課題 

～看護職の立場から～
講師：中西　弘和、森井　淳子
座長：小澤　桂子
共催：株式会社ジェイ・エム・エス

16:30-17:30

ナーシング・サイエンス・カフェ
役割が広がっている！がん看護を担う看護職
講師：花出　正美、戸室　真理子、加藤　亜沙代
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