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10:30-11:30

教育講演3
未来を拓く緩和ケア 

～研究成果を実践につなぐ～
講師：田村　恵子
座長：藤田　佐和

10:10-11:10

口演　第43群
がんリハビリテーション、 
サバイバーシップ2
座長：青木　和恵
O43-435～439

9:00-10:00

口演　第42群
がんリハビリテーション、 
サバイバーシップ1
座長：小山　富美子
O42-431～434

9:00-10:00

口演　第39群
在宅・地域看護1
座長：大草　由美子
O39-419～422

10:10-11:10

口演　第40群
在宅・地域看護2
座長：京田　亜由美
O40-423～426

9:00-10:00

口演　第36群
診断・治療に伴う看護6
座長：佐藤　冨美子
O36-407～410

10:10-11:10

口演　第37群
診断・治療に伴う看護7
座長：川地　香奈子
O37-411～414

9:00-10:00

口演　第35群
家族ケア2

座長：平　典子
O35-402～406

9:00-10:00

口演　第32群
相談支援、就労支援
座長：藤原　由佳
O32-388～391

10:10-11:10

口演　第33群
治療に伴う看護・医療環境
座長：大串　祐美子
O33-392～396

11:30-12:30

交流集会19
ホーリズムを基盤とした看護観の 
育成と実践について探求する 
がん患者の＜生き－死ぬ＞に 
向き合う実践力を培うために

11:30-12:30

交流集会17
遺伝性腫瘍の患者や家族への看護 
－日常診療の中でハイリスクな患者を 
見極める基礎知識と遺伝カウンセリング 

体制整備の実際と課題－

11:30-12:30

交流集会15
事例から学ぶがん治療に伴う 
患者・家族の意思決定支援 
－SIG乳がん看護 & 臨床試験 
看護師 共同企画 2016－

9:00-10:00

交流集会12
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

10:10-11:10

交流集会13
がん看護専門看護師 
海外研修の報告と挑戦

8:50-10:20

特別講演2
米国がん看護学会によるがん看護研究の優先性に関する 

調査と推進すべき研究課題策定への取り組み
講師：Geri L. Wood
座長：鈴木　志津枝

9:00-11:00
シンポジウム3

病院と地域で創る地域包括ケア 
～みんなで支える高齢がん患者の生活～

座　長：牛久保　美津子、宇野　さつき
シンポジスト：秋山　正子、川越　正平、清水　奈緒美 
　　　　吉本　明美

9:00-10:30
シンポジウム2

多職種協働で創る質の高いがん医療 
～ガイドライン・ビッグデータ分析を実践現場に～
座　長：梅田　恵、菅野　かおり
シンポジスト：吉田　雅博、飯野　京子 
　　　　三上　寿美恵、石川ベンジャミン光一

11:30-12:30
教育セミナー8

苦痛のスクリーニングと疼痛管理に
おいて緩和ケアセンターが推進した

システム作り
講師：濱口　恵子、河島　地草
座長：千﨑　美登子
共催：塩野義製薬株式会社

10:10-11:10

国際活動委員会　国際交流シンポジウム
米国がん医療で実動した日本人NP、 
緩和ケア医師に聞くチーム医療
座　長：内布　敦子
シンポジスト：関根　龍一、鈴木　美穂

11:30-12:30 教育セミナー9
3学会合同ガイドラインに基づいた、 
抗がん剤投与における曝露対策の必要性 
抗がん剤投与にCSTDを採用したケース 
から学ぶ、曝露対策
講師：安井　久晃、松山　円
座長：足利　幸乃
共催：日本ベクトン・ディッキンソン株式会社

11:30-12:30
教育セミナー10

希少がん診療を支える看護のあり方 
・希少がん診療の実態と患者の抱える課題～GISTを例に～ 
・希少がん患者さんへの支援における看護師の役割
講師：土井　俊彦、市川　智里
座長：大畑　美里
共催：ノバルティス ファーマ株式会社
11:30-12:30 教育セミナー11
知らないと気づかない！がん免疫療法マネージメント 
・がん免疫療法を受ける患者へのケア～当院での経験から～ 
・これで納得！ナースに必要ながん免疫療法の知識
講師：林　真紀子、林　秀敏
座長：坪井　香
共催：小野薬品工業株式会社/
　　　ブリストル・マイヤーズ株式会社

9:00-10:30

日本がん看護学会教育・研究活動委員会企画
平成28年度　エキスパートナース育成事業
がんと就労～その人らしく生きることを支える～ 
平成28年度テーマ：働くことの継続をサポート

11:30-12:30 教育セミナー12
胃がん術後補助化学療法における 
治療継続の重要性について 
XELOX療法の位置づけや 

チーム医療、看護師さんの取り組み
講師：秦　真由美、今村　博司
座長：池田　久乃　　　　　　
共催：中外製薬株式会社　　　

9:00-10:00

示説　第46～47群
第46群　緩和ケア 
第47群　スピリチュアルケア、 
　　　　　心理面の援助

10:10-11:10
示説　第48～53群

第48群　臨床試験 
第49群　小児のがん 
第50群　高齢者のがん 
第51群　倫理、意思決定支援 
第52群　エンド・オブ・ライフケア 
第53群　チーム医療
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14:20-15:20

口演　第45群
エンド・オブ・ライフケア
座長：増島　麻里子
O45-445～449

14:20-15:20

口演　第44群
がんリハビリテーション、 
サバイバーシップ3
座長：三浦　比呂子
O44-440～444

14:20-15:20

口演　第41群
看護師の教育4、臨床試験
座長：雄西　智恵美
O41-427～430

14:20-15:20

口演　第38群
診断・治療に伴う看護8
座長：狩野　太郎
O38-415～418

14:20-15:20

口演　第34群
家族ケア1・ 

サバイバーシップ
座長：廣瀬　規代美
O34-397～401

14:20-15:50

交流集会18
「がんになっても看護師として働き続けたい」 
その想いに寄り添うためサバイバーナース 
の就労支援を一緒に考えませんか？

14:20-15:50

交流集会16
語ろう！がん看護外来における 

質の高い看護ケア 
～がん看護外来開設のポイントや取り組み

の実際を知る～

14:20-15:50

交流集会14
がん看護専門看護師のキャリア開発 
～がん看護CNSとしてのワークライフ 

バランスをどう考えるか～

12:40-14:10

日本がん看護学会
総会・表彰式

14:20-15:50

日本がん看護学会30周年記念シンポジウム
10年後のがん看護研究と社会への貢献
座　長：小松　浩子
シンポジスト：荒尾　晴惠、森　文子、林　昇甫

15:50-16:00

閉会式

14:20-15:50

市民公開講座
消化器がんの予防と治療
講師：齋藤　信也
司会：秋元　典子

14:20-16:00

ポスター撤去

14:20-15:50 交流集会11
マギーズ東京プロジェクトについて一緒に

考えてみませんか？
第一部　マギーズ東京って何？ 
第二部　がん相談支援で何に困難を感じて 
　　　　いますか？
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