
会場 県民文化ホール 会場 かるぽーと 会場 ザ クラウンパレス
新阪急高知 会場 高知県立大学

永国寺キャンパス

8:00 9:00 10:00 11:00 12:00

第1会場 県民文化ホール
オレンジ

中継 かるぽーと小ホール
中継 永国寺キャンパスA210

第2会場
県民文化
ホール
グリーン

第3会場 かるぽーと
大ホール

中継 県民文化ホール多目的6
中継 永国寺キャンパスA214

第4会場
ザ クラウン
パレス新阪急
花の間

第5会場
ザ クラウン
パレス新阪急
蘭の間

第6会場
永国寺
キャンパス
A101

第7会場
永国寺
キャンパス
A104

第8会場
永国寺
キャンパス
A105

第9会場
永国寺
キャンパス
A109

第10会場
永国寺
キャンパス
A110

第11会場
かるぽーと
大講義室
（11階）

示説会場1
かるぽーと
展示室
（7階）

示説会場2
永国寺

キャンパス
A211

示説会場3
永国寺

キャンパス
A213

8:00 9:00 10:00 11:00 12:00

10:20-11:50 逐次通訳
特別講演3

アジアのパートナーシップと協働による 
新たながん看護学の発展
講師：Dr. Winnie K.W.SO
座長：鈴木　志津枝

9:00-10:00

教育講演2
ケアシフトを推進する力： 
「出る杭」になって 

看護イノベーションを！
講師：松下　博宣
座長：田中　京子

9:00-10:00

教育講演1
未知なる時代への看護学の

挑戦
講師：南　裕子　
座長：内布　敦子

8:30-9:30 交流集会15
国際的な看護の視点、 

ネットワークを広げませんか！ 
～がん看護専門看護師海外研修
の学びを日本で活かすために～ 
教育・研究活動委員会企画

9:50-10:50
交流集会16

遺伝カウンセリング開設にむけて
動き出した施設の取り組みと課題 
－SIG遺伝がん看護グループ 
メンバーからの報告－

9:30-10:30
交流集会12

事例から学ぶがん治療を 
受ける患者への療養支援 
－SIG乳がん看護 & 臨床試験
看護師 共同企画 2017－

10:50-11:50
交流集会13

SIG災害がん看護主催  
みんなで考えよう！ 

がん化学療法を受けている
患者の災害時の課題と対策

8:40-10:40

交流集会10
第一部 マギーズ東京がめざすヒューマンサポートの実際
第二部 マギーズセンターと病院機能とのコラボレーション

10:20-11:50

パネルディスカッション2
がん放射線治療と生活の調和を目指す 

看護ケアの創出
座　　　長：宮下　美香、矢ヶ崎　香
パネリスト：永田　靖、中村　聡明、
　　　　　　田墨　惠子

11:10-12:10
編集委員会主催 研修会
論文投稿における研究倫理

の最新情報
講師：樋之津　史郎
司会：国府　浩子

10:20-11:50
ガイドライン委員会主催 研修会

がん薬物療法における曝露対策～組織に働
きかけるために必要な理論と実際例～
講師：渡邉　眞理、玉木　秀子
司会：平井　和恵

8:40-9:30
口演　第49群

がんリハビリテーション、 
サバイバーシップ1
座長：青木　和惠
OE49-336～339

9:50-10:40
口演　第50群

がんリハビリテーション、 
サバイバーシップ2
座長：島田　美鈴
OE50-340～343

11:00-12:00
口演　第51群

がんリハビリテーション、 
サバイバーシップ3
座長：高橋　美賀子
OE51-344～347

11:00-12:00

口演　第48群
在宅・地域看護
座長：田代　真理
OE48-331～335

11:00-12:00

口演　第46群
診断・治療に伴う看護7
座長：山田　みつぎ
OE46-323～326

8:40-9:30

口演　第44群
診断・治療に伴う看護5
座長：近藤　恵子
OE44-315～318

9:50-10:40

口演　第45群
診断・治療に伴う看護6
座長：本山　清美
OE45-319～322

8:40-9:30

口演　第40群
家族ケア1

座長：平　典子
OE40-298～301

9:50-10:40

口演　第41群
家族ケア2

座長：花出　正美
OE41-302～305

11:00-12:00
口演　第42群
スピリチュアルケア、 
心理面の援助
座長：牧野　智恵
OE42-306～310

8:40-9:30

口演　第36群
緩和ケア1

座長：福井　里美
OH36-282～285

9:50-10:40

口演　第37群
緩和ケア2

座長：大野　由美子
OH37-286～289

11:00-12:00

口演　第38群
緩和ケア3

座長：長谷川　久巳
OH38-290～293

8:40-9:30

口演　第32群
エンド・オブ・ライフケア1
座長：寺町　芳子
OH32-265～268

9:50-10:40

口演　第33群
エンド・オブ・ライフケア2
座長：永井　庸央
OH33-269～272

11:00-12:00

口演　第34群
倫理、意思決定支援1
座長：川崎　優子
OH34-273～277

8:30-9:30

示説　第64群
第64群　 がんリハビリテーション、 

サバイバーシップ1

9:50-10:50

示説　第65群
第65群　 がんリハビリテーション、 

サバイバーシップ2

11:10-12:10

示説　第66群
第66群　 がんリハビリテーション、 

サバイバーシップ3

8:30-9:30

示説　第60群
第60群　倫理、意思決定支援1

9:50-10:50

示説　第61群
第61群　倫理、意思決定支援2

11:10-12:10

示説　第62群
第62群　倫理、意思決定支援3

8:30-9:30

示説　第52～53群
第52群　チーム医療 
第53群　外来看護1

9:50-10:50

示説　第54～55群
第54群　外来看護2 
第55群　診断・治療に伴う看護1

11:10-12:10

示説　第56～57群
第56群　診断・治療に伴う看護2 
第57群　臨床試験

8:00-8:30

ポスター貼付

8

日程表　2月5日（日）　第2日目

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

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

※第1会場のセッションは県民文化ホールで行い、その様子をかるぽーと（小ホール）と永国寺キャンパス（A210）に中継映像でつなぎます。
※第3会場のセッションはかるぽーとで行い、その様子を県民文化ホール（多目的6）と永国寺キャンパス（A214）に中継映像でつなぎます。
※それぞれの中継会場では映像と音声が流れますが、中継会場からメインホールへは質問ができません。予めご了承下さい。

12:30-13:30
教育セミナー14

日々の臨床から「創る」「生まれる」 
看護研究

講師：長戸　和子
座長：田村　恵子
共催：富士フイルム株式会社

12:30-13:30
教育セミナー13

患者さんにも医療従事者にも安全な
抗がん剤投与

講師：辻　晃仁、濱田　麻美子
座長：奥　朋子
共催：テルモ株式会社

12:30-13:30
教育セミナー12
看護師の腕の見せどころ！ 

がん疼痛治療の秘訣はレスキュー薬
講師：森住　美幸、余宮　きのみ
座長：上杉　和美
共催：大鵬薬品工業株式会社

12:30-13:30
教育セミナー11

抗がん薬曝露対策に取り組んだ 
実際の施設事例を知る

講師：柚木　孝之、菊田　志保
座長：橋口　周子
共催：日本コヴィディエン株式会社

13:00-15:00

交流集会17
サバイバーナースの就労支援の実際から学ぶ 

～どう伝えるか、どう支援するか～

13:00-15:00

交流集会14
「Oncologic Emergency」シミュレーション教育研修

の企画方法とその成果

13:00-15:00

交流集会11
がん看護専門看護師のワークライフバランスをどう考えるか 

～看護管理者との協働の秘訣～

13:55-15:55

シンポジウム2
AYA世代・若年がんサバイバーの就職・就労支援

座　　　　長：雄西　智恵美、小迫　冨美恵
シンポジスト：山田　裕一、清住　雄希、高下　裕子、
　　　　　　　西村　裕美子

12:30-13:30　　　教育セミナー9
皮膚科・腫瘍内科有志コンセンサス会議の報告 
－分子標的治療薬に起因する皮膚障害・看護の 

視点で薬物療法継続の支援を考える－
講師：谷口　純子、藤木　育子、
　　　京盛　千里、柳　朝子
座長：小澤　桂子
共催：特定非営利活動法人JASMIN

13:55-15:25
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－

講師：渡邉　眞理、遠藤　久美、坂下　智珠子
司会：森　文子

14:10-15:40

市民公開講座
もっと知ろう！乳がんのこと

講師：杉本　健樹
司会：秋元　典子

13:55-15:25
特別企画2

地域包括ケアシステムのコアとなる 
がん看護の展開 

－療養の場のスムーズな移行を目指して－
座長：角田　直枝、豊田　邦江
講師：吉田　美由紀、清水　貴也、
　　　前田　英武、菊内　由貴

13:55-14:45

口演　第47群
その他3

座長：府川　晃子
OE47-327～330

13:55-14:45

口演　第43群
チーム医療、高齢者のがん
座長：中村　喜美子
OE43-311～314

13:55-14:45

口演　第39群
緩和ケア4

座長：近藤　真紀子
OH39-294～297

13:55-14:45

口演　第35群
倫理、意思決定支援2
座長：平田　佳子
OH35-278～281

13:55-14:55

示説　第67群
第67群　 がんリハビリテーション、 

サバイバーシップ4

13:55-14:55

示説　第63群
第63群　倫理、意思決定支援4

13:55-14:55

示説　第58～59群
第58群　家族ケア 
第59群　その他　

15:55-16:00

閉会式

15:05-15:55

ポスター撤去

12:30-13:30　　 教育セミナー8
遺伝性乳癌・卵巣がん症候群、 

診療の最前線
講師：大川　恵、権藤　延久
座長：武田　祐子
共催：株式会社ファルコバイオシステムズ

12:30-13:30　　　教育セミナー10
今知っておくべき免疫療法と求められる看護ケアとは？ 

～副作用マネジメントを中心に
講師：中島　和子、清原　祥夫
座長：林　直子
共催：MSD株式会社

9


