
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

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

9:50-10:50

口演　第16群
その他1

座長：石田　和子
OE16-071～075

11:10-12:10

口演　第17群
その他2

座長：藤本　美生
OE17-076～080

9:50-10:50

口演　第12群
相談支援、就労支援1
座長：清水　奈緒美
OE12-053～057

11:10-12:10

口演　第13群
相談支援、就労支援2
座長：吉田　智美
OE13-058～062

9:50-10:50

口演　第8群
看護師の教育1

座長：小西　美ゆき
OE08-034～038

11:10-12:10

口演　第9群
看護師の教育2
座長：山本　恵子
OE09-039～043

11:10-12:10

口演　第5群
外来看護2

座長：高山　良子
OH05-020～024

9:50-10:50

口演　第4群
外来看護1

座長：林　ゑり子
OH04-015～019

11:10-12:10

口演　第2群
診断・治療に伴う看護2
座長：成松　恵

OH02-006～010

9:50-10:50

口演　第1群
診断・治療に伴う看護1
座長：足利　幸乃
OH01-001～005

9:50-10:50

交流集会8
診療報酬を算定しよう！ 
リンパ浮腫ケア活動の拡大

11:10-12:10

交流集会9
「エンゼルケアを考える」 
～多様化する看取り現場での
死後のケアを中心に～

9:50-10:50
交流集会5

ホリスティックアプローチを 
体験する 

～自分を調える・自分を癒す～

11:10-12:10
交流集会6

実存的空虚を抱くがん体験者への
「意味」を中心とした支援を考える
－V.E.フランクルのロゴセピーの 

視点から

10:00-12:00

交流集会1
事例から学ぶ在宅がん看護 

 －介護力が乏しいがん患者さんでも地域で支えたい！－

9:50-10:50

示説　第29群
第29群　相談支援、就労支援1

11:10-12:10

示説　第30群
第30群　相談支援、就労支援2

9:50-10:50

示説　第26群
第26群　緩和ケア1

11:10-12:10

示説　第27群
第27群　緩和ケア2

11:10-12:10

示説　第20～22群
第20群　看護師の教育2 
第21群　小児のがん 
第22群　高齢者のがん

9:50-10:50

示説　第18～19群
第18群　在宅・地域看護 
第19群　看護師の教育1

8:30-9:00

オリエンテー
ション
開会式

8:30-9:00

オリエンテー
ション
開会式
（中継）

8:30-9:00

オリエンテー
ション
開会式
（中継）

8:00-9:00

ポスター貼付

11:10-12:10

特別講演2
がん看護学の学術的発展と

社会的役割
講師：内布　敦子　
座長：佐藤　まゆみ

9:50-10:50

特別講演1
これからのケアサイエンス
と看護学の展開を考える
講師：古在　豊樹
座長：藤田　佐和

10:10-12:10

シンポジウム1
超高齢社会におけるがん患者と家族の意思決定支援
座　　　　長：秋元　典子、森　文子
シンポジスト：小川　朝生、小澤　桂子、品田　雄市、
　　　　　　　高梨　早苗

9:00-9:50

会長講演
がん看護の跳躍する力 
－未知なる世界の探究－
演者：藤田　佐和
座長：小松　浩子

9:00-9:50

会長講演（中継）
がん看護の跳躍する力 
－未知なる世界の探究－
演者：藤田　佐和
座長：小松　浩子

9:00-9:50

会長講演（中継）
がん看護の跳躍する力 
－未知なる世界の探究－
演者：藤田　佐和
座長：小松　浩子

10:40-12:10
教育・研究活動委員会企画

平成29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29年度テーマ：様々な病期や生活の特徴を
ふまえた実践
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日程表　2月4日（土）　第1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。

14:05-15:05

口演　第14群
診断・治療に伴う看護3
座長：岩本　真紀
OE14-063～066

15:25-16:15

口演　第15群
診断・治療に伴う看護4
座長：新貝　夫弥子
OE15-067～070

14:05-15:05

口演　第10群
看護師の教育3
座長：眞嶋　朋子
OE10-044～048

15:25-16:15

口演　第11群
看護師の教育4

座長：川村　三希子
OE11-049～052

15:25-16:15

口演　第7群
外来看護4

座長：鳴井　ひろみ
OH07-030～033

14:05-15:05

口演　第6群
外来看護3

座長：久山　幸恵
OH06-025～029

15:25-16:15
口演　第3群

予防・スクリーニングに 
関する看護

座長：堀越　政孝
OH03-011～014

12:40-13:40

交流集会7
皆で考えよう、子育て中の

がん患者と家族、 
子どもへの支援！Part2

12:40-13:40
交流集会4

在宅療養患者へのがん看護専門
看護師の実践モデルの検討 

～在宅患者訪問看護領域の活動
に焦点を当てて～

12:40-13:40

交流集会2
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2弾

14:05-16:05
交流集会3

多職種連携による効果的な意思決定支援 
＝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）の活用＝

14:05-15:05

示説　第31群
第31群　相談支援、就労支援3

14:05-15:05

示説　第28群
第28群　緩和ケア3

14:05-15:05
示説　第23～25群

第23群　予防・スクリーニングに関する看護 
第24群　スピリチュアルケア、心理面の援助 
第25群　エンド・オブ・ライフケア

16:35-18:15
日本がん看護学会
総会・表彰式

18:30-20:30

懇親会

15:30-16:30

ポスター撤去

14:05-15:45

パネルディスカッション1
チームで支えるがん患者のエンパワーメント
座　　　長：齊田　菜穂子、近藤　まゆみ
パネリスト：小山　富美子、渡邊　慶子、 
　　　　　　組橋　由記、水野　照美

14:05-15:05
ナーシング・サイエンス・カフェ

時代を拓く看護の力 
～がん医療の現場で働く看護師の 

魅力とこれからの姿～
講師：古郡　夏子、宮脇　聡子、北添　可奈子

14:05-15:05 逐次通訳
国際活動委員会企画
国際交流セッション
香港のがん医療における 
中国医学の活用の実際

講師：Winnie K.W. SO, RN, PhD
座長：荒尾　晴惠

14:05-15:35

特別企画1
がん体験者と創る看護の未来像

－当事者の声を聴き、看護がなすべきこと
を創る－

座長：野村　美香、池田　久乃
講師：松本　陽子、石川　睦弓、遠藤　久美

12:40-13:40
教育セミナー7

治療継続している前立腺がん患者の
ＱOLを支えるケア

講師：佐藤　威文、谷　宏子
座長：後藤　志保
共催：ヤンセンファーマ株式会社

12:40-13:40 同時通訳

教育セミナー6
米国におけるHD曝露対策の現状
講師：MiKaela Olsen
座長：平井　和恵
共催：日本ベクトン・ディッキンソン株式会社

12:40-13:40　　　教育セミナー5
聞くは1時間の損 聞かぬは一生の損  

免疫療法のウソ・ホント
講師：三浦　理、磯貝　佐知子
座長：井沢　知子
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

12:40-13:40
教育セミナー4

患者視点に立ったがん治療と緩和ケア
講師：山口　郁美、髙木　浩一
座長：増島　麻里子
共催：久光製薬株式会社／
　　　協和発酵キリン株式会社

12:40-13:40　　 教育セミナー2
1. 胃癌治療の最新のトレンド ～患者さんにBestを届けるために～
2. 胃癌治療のチーム医療における看護師の役割 
～当院での取り組みを中心に～
講師：今村　博司、安田　純子
座長：菊内　由貴
共催：日本イーライリリー株式会社

12:40-13:40　　　教育セミナー1
がん薬物療法に伴う、皮膚障害への 
チーム医療のポイントと看護師の役割
講師：仁科　智裕、渡邉　枝穂美
座長：千﨑　美登子
共催：武田薬品工業株式会社

12:40-13:40 　　教育セミナー3
・真実を伝えるためのコミュニケーション 
・がん患者と家族への支援におけるコミュニケーション技術の実際
講師：佐藤　温、赤地　桂子
座長：鈴木　久美
共催：中外製薬株式会社

14:30-15:35
SIG交流フォーラム

グループ活動： 
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、 
血液・骨髄幹細胞移植看護、遺伝がん看護、 
災害がん看護、肺がん看護

14:30-15:35
SIG交流フォーラム

グループ活動： 
がん看護専門看護師、リンパ浮腫ケア、
がん性疼痛看護、がん化学療法看護、 
がん放射線療法看護、臨床試験看護師、
乳がん看護

14:05-14:30

SIG交流 
フォーラム
全体交流

14:05-15:05

教育・研究活動委員会企画
がん看護研究の優先性の 

調査報告
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