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プログラム　第1日目
平成21年2月7日（土）

 開　　場  8:30

 オリエンテーション  9:20

 開会の辞  9:30～9:40

 会長講演 第1会場（劇場） 9:40～10:20

ゆい（結い）を深めるがん看護

演者：中森　えり（那覇市立病院）

司会：佐藤　禮子（兵庫医療大学）

 一般演題 口演・示説 9:30～16:30

 教育講演Ⅰ 第1会場（劇場） 10:30～11:30

リンパ浮腫のケア 
－リンパ浮腫の予防的介入における看護の役割と課題－

講師：増島麻里子（千葉大学看護学部）

司会：濱口　恵子（癌研有明病院看護部）

 教育セミナー 1 第2会場（会議場A1） 11:50～12:50

チーム医療で取り組む大腸がん外来化学療法 
－大腸がんの標準的な化学療法の導入に向けて－

講師：傳田　忠道（千葉県がんセンター消化器内科）

　　　山田みつぎ（千葉県がんセンター通院化学療法室（がん化学療法看護認定看護師））

座長：増島麻里子（千葉大学看護学部）

共催：日本がん看護学会教育研究活動委員会 
　　　中外製薬株式会社
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 教育セミナー 2 第3会場（会議場B1） 11:50～12:50

時代に求められる緩和ケア認定看護師の役割 
－緩和ケア病棟・がん相談支援センター・リンパ浮腫外来の設立に携わって－

講師：鎗野　りか（財団法人田附興風会医学研究所北野病院（緩和ケア認定看護師））

座長：荒尾　晴惠（兵庫県立大学看護学部）

共催：日本がん看護学会教育研究活動委員会 
　　　ヤンセン ファーマ株式会社

 教育セミナー 3 第4会場（会議場B2） 11:50～12:50

医療におけるヒューマンエラー対策の考え方

講師：河野龍太郎（自治医科大学医学部メディカルシミュレーションセンター）

　　　加藤　　恵（武蔵野赤十字病院（がん看護専門看護師））

座長：長谷川久巳（虎の門病院（がん看護専門看護師））

共催：日本がん看護学会教育研究活動委員会 
　　　協和発酵キリン株式会社

 教育セミナー 4 第5会場（会議場B5・6・7） 11:50～12:50

進行・再発大腸癌に対する化学療法と支持療法

講師：加藤　健志（箕面市立病院胃腸センター外来点滴センター）

　　　中谷　裕子（箕面市立病院看護部外来点滴センター（がん化学療法看護認定看護師））

座長：矢ヶ崎　香（聖路加看護大学看護実践開発研究センター（がん看護専門看護師））

共催：日本がん看護学会教育研究活動委員会 
　　　株式会社ヤクルト本社

 総　　会 第1会場（劇場） 13:00～14:15

 特別講演 第1会場（劇場） 14:30～15:30

沖縄の民俗宗教とその担い手たち

講師：稲福みき子（沖縄国際大学総合文化学部）

司会：中森　えり（那覇市立病院）

 教育研究活動委員会企画 第4会場（会議場B2） 14:30～16:00

日本版がん看護コアカリキュラム交流集会



- 1� -

プ
ロ
グ
ラ
ム

 シンポジウム 第1会場（劇場） 15:40～17:40

沖縄の家族・地域に見るゆい（結い）の心

座長：砂川　洋子（琉球大学医学部保健学科）

　　　高山　良子（国立病院機構九州がんセンター）

シンポジスト：

「ホスピス医師の立場から」
栗山　登至（アドベンチストメディカルセンター）

「在宅がん看護の立場から」
小橋川初美（友愛会南部病院）

「オストメイトの立場から」
大城　松健（社団法人日本オストミー協会沖縄県支部）

「ジャーナリストの立場から」
山城　紀子（フリーライター）

 市民公開講座 第2会場（会議場A1） 18:00～19:30

国民の視点に立ったがん医療・がん看護を考える

座長：佐藤　禮子（日本がん看護学会理事長、兵庫医療大学）

「国民の視点に立ったがん医療・緩和ケア」
垣添　忠生（日本対がん協会会長、聖路加看護大学）

「がん患者の立場からみたがん医療・緩和ケア」
志良堂　仁（琉球新報記者）

司会：鈴木志津枝（神戸市看護大学療養生活看護学領域）

「鼎談」
垣添　忠生（日本対がん協会会長、聖路加看護大学）

志良堂　仁（琉球新報記者）

佐藤　禮子（日本がん看護学会理事長、兵庫医療大学）
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プログラム　第2日目
平成21年2月8日（日）

 開　　場  8:30

 教育講演Ⅱ 第1会場（劇場） 9:30～10:30

がん体験者の語りを結ぶ

講師：和田恵美子（大阪府立大学看護学部）

司会：藤田　佐和（高知女子大学看護学部看護学科）

 教育研究活動委員会企画 第4会場（会議場B2） 9:30～11:00

がん診療連携拠点病院　専門分野における質の高い看護師育成事業ならびに 
院内のがん看護教育、研修に関するOCNSによる企画支援

 一般演題 口演・示説 9:30～15:20

 教育講演Ⅲ 第1会場（劇場） 10:40～11:40

がん患者の栄養管理

講師：東口　髙志（藤田保健衛生大学医学部）

司会：内布　敦子（兵庫県立大学看護学部）

 教育セミナー 5 第2会場（会議場A1） 11:50～12:50

見直してみよう痛みのコントロール

講師：林　ゑり子（済生会横浜市南部病院（がん看護専門看護師））

座長：藤田　佐和（高知女子大学看護学部）

共催：日本がん看護学会教育研究活動委員会 
　　　ムンディファーマ株式会社 
　　　塩野義製薬株式会社

 教育セミナー 6 第3会場（会議場B1） 11:50～12:50

がん薬物療法に重要な薬物相互作用

講師：石黒　　洋（京都大学医学部附属病院探索医療センター検証部）

　　　菅野かおり（社団法人日本看護協会神戸研修センターがん化学療法看護認定看護師教育課程）

座長：鈴木志津枝（神戸市看護大学療養生活看護学領域）

共催：日本がん看護学会教育研究活動委員会 
　　　日本イーライリリー株式会社
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 教育セミナー 7 第4会場（会議場B2） 11:50～12:50

肝細胞癌における分子標的薬の位置づけと副作用のマネージメント

「肝細胞癌に対する治療の現状と今後の動向－期待される分子標的治療の実際－」
講師：古瀬　純司（杏林大学医学部腫瘍内科学）
座長：千﨑美登子（北里大学東病院看護部（がん看護専門看護師））

「�分子標的薬治療に伴う副作用症状のマネージメント�
－腎細胞癌におけるネクサバール®を中心に－」
講師：井沢　知子（京都大学医学部附属病院看護部（がん看護専門看護師））
座長：千﨑美登子（北里大学東病院看護部（がん看護専門看護師））

共催：日本がん看護学会教育研究活動委員会�
　　　バイエル薬品株式会社

 教育セミナー 8 第5会場（会議場B5・6・7） 11:50～12:50

がん患者の口腔ケア

「�米国におけるがん患者の口腔合併症の予防と管理�
－看護師と歯科衛生士の連携で行う最新口腔ケア－」
講師：Sandra�Lee�Boody（�National�Cancer�Institute�Specialized�Programs�of�Research�Excellence/�

Patient�Advocate,�Advisory�Member,�Speaker）

座長：野村　美香（国際医療福祉大学小田原保健医療学部看護学科）

共催：日本がん看護学会教育研究活動委員会�
　　　ティーアンドケー株式会社

 教育講演Ⅳ 第1会場（劇場） 13:00～14:00

倦怠感のケアとアセスメント

講師：新貝夫弥子（愛知県がんセンター中央病院）
司会：大池美也子（九州大学医学部保健学科）

 教育研究活動委員会企画 第2会場（会議場A1） 13:10～14:40

認定看護師としてのキャリアの積み上げ方

司会：日本がん看護学会教育研究活動委員会�
� 荒尾　晴惠（兵庫県立大学看護学部）�
� 藤本　美生（兵庫県立粒子線医療センター）

 SIG交流フォーラム 第3会場（会議場B1） 14:10～15:40
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 パネルディスカッション 第1会場（劇場） 14:50～16:50

つながりを深めるシステムの構築をめざして

座長：小迫冨美恵（横浜市立市民病院看護部）

　　　佐藤まゆみ（千葉大学看護学部）

パネリスト：

「都道府県がん診療連携拠点病院の立場から」
増田　昌人（琉球大学医学部附属病院がんセンター）

「MSWの立場から」
大松　重宏（国立がんセンターがん対策情報センター）

「NPO法人の立場から」
中山　康子（在宅緩和ケア支援センター“虹”）

「がん看護専門看護師の立場から」
田中　登美（近大姫路大学看護学部）

 閉会  16:50～17:00
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2月7日（土）　第1日目

一般演題発表　プログラム
第2会場（会議場A1）【口演】

 第1群 スピリチュアルケア・メンタルケア 10:30～11:30
座長：中村　めぐみ（聖路加国際病院）

 1 周術期がん患者に対するスピリチュアルケアの必要性～終末期ではない患者への関わりの一考察～
○本多　昌子（利根中央病院緩和ケアチーム）

 2 窮地に陥っているがん患者とのパートナーシップに基づく看護ケア方法論の発展
○高木　真理（宮崎県立看護大学）

 3 終末期がん患者のスピリチュアルペイン評価法に関する研究（1） 
－スピリチュアルペイン評価表の内容妥当性－
○市原　香織　　前滝　栄子　　田村　恵子（淀川キリスト教病院ホスピス）

 4 終末期がん患者のスピリチュアルペイン評価法に関する研究（2） 
－スピリチュアルペイン評価表の実施可能性－
○田村　恵子　　前滝　栄子　　市原　香織（淀川キリスト教病院ホスピス）

 第2群 緩和ケア 14:30～15:30
座長：嶺岸　秀子（北里大学看護学部）

 5 配偶者と死別した遺族に関する研究－遺族の努力に焦点を当てて－
○沼田　靖子（元兵庫県立大学看護学部）

　本間　仁子　　吉谷　優子（日本赤十字北海道看護大学）

 6 大学病院における看護師の緩和ケアに関する経時的な意識調査 
～緩和ケアチーム活動前後の認識度やニーズの変化を分析する～
○塚田美智子　　村越安佐子　　杉本　優子　　佐藤　利枝（東海大学医学部付属病院看護部緩和ケアチーム）

　佐藤　正美（東海大学健康科学部看護学科）

 7 訪問看護ステーションに対するがん看護専門看護師による緩和ケアコンサルテーション
○小迫冨美恵（横浜市立市民病院看護部）　山田　雅子（聖路加看護大学）

　梅田　　恵（オフィス梅田）　木全　真理（全国訪問看護事業協会）

 8 家族による東北大学病院緩和ケアセンター利用満足度と看護師のケア評価の比較
○伊藤美智子　　江口美知子　　千葉　育子　　赤間　和子（東北大学病院緩和ケアセンター）

　菊地　史子（東北大学医学系研究科）
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2月7日（土）　第1日目

第3会場（会議場B1）【口演】

 第3群 患者の体験 10:30～11:30
座長：向井　未年子（愛知県がんセンター中央病院）

 9 温熱療法を受けているがん患者の取り組み
○宮地　真澄（奈良県立奈良病院）

 10 造血器腫瘍患者が化学療法を継続するために行っている取り組み
○古谷　　緑（大阪府立成人病センター）　田中　京子（大阪府立大学看護学部）

 11 造血細胞移植後に慢性GVHDを発症した患者のボディ・イメージの変化がもたらす状況に適応する
ための行動
○平田　佳子（財団法人倉敷中央病院）

 12 嚥下困難の持続する食道がん術後患者の社会的活動への参加における取り組み
○樺澤三奈子（東邦大学医学部看護学科）

　佐藤まゆみ　　眞嶋　朋子（千葉大学看護学部）

 第4群 チームアプローチ 14:30～15:30
座長：藤丸　千尋（久留米大学医学部看護学科）

 13 がん治療期の看護における「外部コンサルテーション」ニーズの明確化
○川崎　優子　　内布　敦子　　荒尾　晴惠　　成松　　恵（兵庫県立大学看護学部）

　松本　仁美（近大姫路大学看護学部）

 14 がん専門病院においてがん性疼痛看護認定看護師が行う外来相談の効果と課題 
－協働する医師・看護師からの評価に焦点を当てて－
○伊藤八重子　　鈴木　敦子　　伊藤　礼子　　酒井　由香　　田中みゆき（神奈川県立がんセンター）

　得　みさえ（神奈川県立保健福祉大学実践教育センター）

　古矢　尚子　　丸岡　陽子　　渡邊　千景　　清水奈緒美（神奈川県立がんセンター）

 15 コンサルテーションにおけるがん看護専門看護師の実践知（第1報） 
－コンサルテーションにおける実践知のパターンについて－
○清水奈緒美（神奈川県立がんセンター）　稲吉　光子（北里大学看護学部）

 16 コンサルテーションにおけるがん看護専門看護師の実践知（第2報） 
－Carperの4つの知のパターンの視点で－
○清水奈緒美（神奈川県立がんセンター）　稲吉　光子（北里大学看護学部）
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2月7日（土）　第1日目

第4会場（会議場B2）【口演】

 第5群 診断・治療に伴う看護 10:30～11:30
座長：田墨　惠子（大阪大学医学部附属病院）

 17 造血器腫瘍患者の初回化学療法を支える看護 
－Mishelの「病気の不確かさの認知モデル」を用いて－
○須貝　典子　　梅田　靖子　　池西　有香　　吉野　清香
　（聖隷浜松病院）

 18 肺癌化学療法における吃逆に対する看護介入 
－氷水を摂取する鼻咽頭刺激法の有効性の検証－
○菅野　雄介　　松岡　理絵　　田中　昭恵（国立がんセンター東病院）

　佐喜川　愛（総合病院国保旭中央病院）

 19 肺がん患者の放射線治療に伴う急性放射線食道炎に関する文献的考察 
～化学療法同時併用の治療に焦点をあてて～
○金森　亮子　　小松　浩子（聖路加看護大学）

 20 造血幹細胞移植患者の入院中の活動・運動の実態と看護支援に関する研究
○亀田　真美（東京医科歯科大学大学院保健衛生学研究科博士後期課程）

　井上　智子（東京医科歯科大学大学院保健衛生学研究科）
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2月7日（土）　第1日目

第5会場（会議場B5・6・7）【口演】

 第6群 サポーティブケア 10:30～11:30
座長：宮下　美香（広島大学大学院保健学研究科）

 21 乳がん患者が自分らしさを再構築するプロセスの内部構造の明確化 
－ケアプログラムの作成と実践を通して－
○諸田　直実（横浜市立大学附属病院看護部）

 22 術後消化器がん患者の適応を支える要素 
－診断時から退院までのソーシャル・サポートに焦点をあてて－
○岡山　弥里（国民健康保険小松市民病院）

　牧野　智恵（石川県立看護大学）

 23 Webを活用した対話式看護介入プログラムの開発 
－ホルモン療法中の乳がん患者に適用して－
○成松　　恵　　荒尾　晴惠（兵庫県立大学看護学部）

　井沢　知子（京都大学医学部附属病院）

　川崎　優子　　内布　敦子（兵庫県立大学看護学部）

 24 術後放射線治療に対する乳がんサバイバーの継続意志と自己効力感の特性
○シュワルツ史子　　稲吉　光子（神奈川県立がんセンター）

 第7群 在宅ケア 14:30～15:45
座長：成松　恵（兵庫県立大学看護学部）

 25 訪問看護ステーションに対するターミナルケアコンサルテーションの効果
○中西　真理（在宅看護研究センター付属訪問看護ステーション）

　倉持　雅代（浅草医師会立訪問看護ステーション）

　三輪　恭子（淀川キリスト教病院）　角田　直枝（日本訪問看護振興財団）

 26 在宅がん緩和ケアに関わる訪問看護師へのコンサルテーションの方法と効果について
○山田　雅子（聖路加看護大学）

　梅田　　恵（オフィス梅田）　小迫富美恵（横浜市立市民病院）

　木全　真理（全国訪問看護事業協会）

 27 終末期がん患者の在宅医療に携わる医師・訪問看護師・薬剤師が認識している在宅医療推進に向
けた課題
○寺町　芳子　　菅原真由美　　脇　　幸子　　福井　幸子
　（大分大学医学部看護学科）

 28 地方における終末期がん患者の在宅医療（訪問診療・訪問看護・訪問服薬指導）の実態
○寺町　芳子　　菅原真由美　　脇　　幸子　　福井　幸子
　（大分大学医学部看護学科）

 29 高知県における終末期がん患者の在宅移行支援に対する看護師の認識 
～記述内容の分析を通して～
○水津　朋子　　大川　宣容　　藤田　佐和　　森下　利子（高知女子大学看護学部）

　鈴木志津枝（神戸市看護大学）
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2月7日（土）　第1日目

第6会場（展示場）【示説】

 第8群 予防とスクリーニング、診断・治療に伴う看護 9:30～10:30

 30 乳がん体験者が考える検診率改善の工夫と啓発プログラムの内容
○小関　真紀　　鈴木　久美（兵庫医療大学看護学部）

　市川和可子（聖路加看護大学）

　林　　直子　　樺澤三奈子（東邦大学医学部看護学科）

　小松　浩子（聖路加看護大学）

 31 変化ステージ理論に基づく禁煙支援の看護教育・実践への導入モデル
○嶺岸　秀子（北里大学看護学部）

　千崎美登子（北里大学東病院）　荻原　修代（北里研究所病院）

　青木　繁伸（群馬大学社会情報学部）

　有馬志津子　　三上　　洋（大阪大学大学院医学系研究科保健学専攻）

　稲吉　光子（北里大学看護学部）

 32 エルロチニブ（タルセバ®）内服に伴う皮膚障害と看護援助
○黒河　瑞江　　小原真紀子　　戸崎加奈江（愛知県がんセンター中央病院）

 33 外来化学療法を受けるがん患者の倦怠感の体験
○間鍋　俊美（癌研究会有明病院看護部）

 34 子宮がん卵巣がんで手術を受けた20-30歳代女性の社会生活での他者との関係性における体験
○広瀬由美子（筑波メディカルセンター病院）

　神間　洋子　　眞嶋　朋子（千葉大学看護学部）

 35 外来で手術の必要性を伝えられた若年子宮頸がん患者の体験（第2報）
○秋元　典子（岡山大学大学院保健学研究科）

　森　　恵子（浜松医科大学医学部看護学科）

 36 化学療法を受ける血液がん患者の倦怠感パターンに関する研究
○平井　和恵（横浜市立大学医学部看護学科）

　宮下　陽子　　古内　京子　　鈴木　明子（横浜市立大学附属病院）

　神田　清子（群馬大学医学部保健学科）

 37 肺癌で手術を受けた患者のHCU入室中から病棟での退院前までの心境の変化
○岡田　拓也（神奈川県立がんセンター看護局）　高島　尚美（横浜市立大学医学部看護学科）

 38 術後1年までの乳がん体験者の上肢機能障害と生活および治療との関連
○佐藤冨美子（山形大学医学部看護学科）

 39 造血幹細胞移植を受けた患者がその人らしい食生活像を再構築するプロセス
○関根奈光子（群馬県済生会前橋病院）

　神田　清子（群馬大学医学部保健学科）
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 第9群 診断・治療に伴う看護 9:30～10:30

 40 ボディイメージから捉えた化学療法後に温存術を受けた乳がん患者の回復過程
○小林万里子（群馬県立県民健康科学大学看護学部）

　市川　加代（伊勢崎市民病院看護部）　二渡　玉江（群馬大学医学部保健学科）

　中西　陽子（群馬県立県民健康科学大学看護学部）

 41 食道がん患者の診断期における自己決定のプロセス
○松本　好美（群馬県立がんセンター）　下平　唯子（東京女子医科大学大学院看護学研究科）

 42 頭頸部がんのために喉頭全摘出術を受けた患者が抱える日常生活上の困難
○長崎ひとみ　　森　　恵子（浜松医科大学医学部看護学科）

 43 一般病棟におけるがん化学療法看護の構成要素の抽出
○下釜　里美　　横田　宜子　　穂積　麻紀　　徳永　真弓（医療法人原三信病院看護部）

　小田　正枝（西南女学院大学）

 44 多剤併用化学療法患者の副作用対策への支援－自己管理チェックシートを用いて－
○伊郷　　実　　伊達　貴子（財団法人甲南病院）

 45 造血幹細胞移植を受け重度の皮膚GVHDを合併した患者の体験 
－1事例のインタビューから－
○土井さやか　　坪井　　香　　大政　智枝　　清水奈緒美（神奈川県立がんセンター看護局）

 46 がん化学療法に起因する末梢神経障害のアセスメントと看護ケアについて：文献的考察
○市川　智里（国立がんセンター東病院看護部）　小松　浩子（聖路加看護大学）

 47 内視鏡的粘膜下層剥離術を受ける患者のクリティカルパスの作成
○斉藤　夏紀　　田母神かをる　　大久保利奈　　渋谷　香織　　野口　哲也　　
　内海　　潔（宮城県立がんセンター）

 48 手術療法を受けた上部消化器がん患者が抱える食に関する困難体験 
～今後の生活への思い～
○森　　恵子（浜松医科大学医学部看護学科）

　秋元　典子（岡山大学大学院保健学研究科）

　長崎ひとみ（浜松医科大学医学部看護学科）

 49 がん化学療法に携わる看護師の実践・関心・重要性の認識
○花出　正美　　関野　礼子　　野崎　千里　　小神野美弥子　　朝倉　結希
　和田美智子　　加藤　　学（財団法人癌研究会有明病院）

 第10群 診断・治療に伴う看護 9:30～10:30

 50 縫合不全を生じた胃癌患者の思い
○小柳　陽子　　遠藤さやか　　福井　郁美　　岸田　牧子　　中原由美子　　濱口　恵子
　（癌研有明病院）

 51 乳房の異常を自覚した女性の受診行動に影響する要因に関する文献検討
○大畑　美里（聖路加国際病院看護部）

　風間　郁子（国際医療福祉大学三田病院看護部）

 52 化学療法を継続する患者の心理段階に応じた看護－コーンの危機モデル、STAIを用いて－
○北浦　裕紀　　伊藤美智子　　板山　真実　　菅野　明美
　（北海道がんセンター血液・化学療法科病棟）
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 53 がん専門病院におけるがん化学療法に関するインシデント発生の実態とその要因
○近藤　美紀　　森　　文子　　朝鍋美保子　　内海　昭美　　古見　　薫
　（国立がんセンター中央病院）

 54 がん看護専門看護師とがん化学療法看護認定看護師が受ける相談
○本山　清美　　遠藤　久美　　中島　和子（静岡県立静岡がんセンター）

 55 造血幹細胞移植前の患者の移植の受け止めによる気分の変化
○森　　一恵（大阪府立大学看護学部）

　三角　葉子（大阪府立成人病センター）　小島　操子（聖隷クリストファー大学）

 56 子宮癌腔内照射を受ける患者の前投薬選択と看護師の関わり
○井上　玉美　　石田　和子　　池田　知子　　村石　怜子　　宮袋さおり　　濱口　恵子
　（財団法人癌研究会有明病院）

 57 胃がんで手術を受けた患者の術後2カ月までのQOLの変化
○高島　尚美　　濱田安岐子　　山田　美穂　　平井　和恵　　五木田和枝　　渡部　節子
　（横浜市立大学医学部看護学科）

 58 がん患者への美容ケアセミナー開催の効果－アンケート調査と参加観察からの一考察－
○金澤麻衣子　　新井　敏子（東京都立駒込病院）

 59 肺がん患者におけるがん治療から緩和ケアへの転機を困難にするもの 
－患者の意思決定支援における看護師の役割－
○奥野　和美（市立四日市病院）

 第11群 診断・治療に伴う看護、倫理・インフォームドコンセント・臨床試験 9:30～10:30

 60 がん学療法に伴う貧血のアセスメントツール開発 
～その3　FACT-Anemiaとの関連妥当性の検討～
○遠藤　久美（静岡県立静岡がんセンター）

　佐藤　禮子　　高山　京子（兵庫医療大学）

　小澤　桂子（NTT東日本関東病院）

　森　　文子（国立がんセンターがん対策情報センター）

　佐藤まゆみ（千葉大学）　川地香奈子（癌研有明病院）

 61 A大学病院におけるがん化学療法看護の課題
○腹子あきこ　　深田　陽子（日本医科大学付属病院看護部）

 62 頭頚部癌で化学療法併用の放射線療法を受ける患者の疼痛コントロールの検討
○中井由美子（公立大学法人横浜市立大学附属病院9-3病棟）

 63 食道がん術後看護のICUにおける体験
○成井　玲子　　岸　ひろみ　　市野由美子（神奈川県立がんセンター）

 64 入院中の胸膜中皮腫患者の療養生活上におけるケアニーズ
○葛西　好美（順天堂大学医療看護学部）

 65 開腹広汎子宮全摘術、拡大子宮全摘術の術後イレウスの発生頻度と発生要因の検討（その1）
○山本英津子　　宮川　純子　　菊池　礼香　　門前　宏美　　佐々木奈央
　（北海道大学病院婦人科病棟）
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 66 外来化学療法を受ける膵臓がん・胆管がん患者の倦怠感の実態調査
○加藤　成美（神戸大学医学部附属病院）

　藤田　真弓（元神戸大学医学部保健学科）

　若生　　遥　　青木　容子　　田中　俊光（神戸大学医学部附属病院）

　矢田眞美子　　福田　敦子（神戸大学大学院保健学研究科）

 67 終末期肺がん患者の療養先の選定における倫理的問題 
－臨床倫理4分割法を用いた3事例の検討－
○水田　　恵　瀧川　恵利（愛知県がんセンター中央病院看護部）

　松永　美夏（医療法人あちは訪問看護ステーション城北）

　土屋　文乃　　樋口香代子　　大江　千賀（愛知県がんセンター中央病院看護部）

 68 臨床倫理に対する看護師の捉え
○嶋中ますみ　　林　ゑり子　　松井　るみ　　富田　淳子（済生会横浜市南部病院看護部）

 69 進行がん症例を対象としたがんペプチドワクチン臨床試験における重篤な有害事象の解析
○吉田　和美（久留米大学大学院医学研究科修士課程がん看護学）

　田村眞由美（久留米大学認定看護師教育センター）　伊東　恭悟（久留米大学医学部免疫学講座）

 第12群 倫理・インフォームドコンセント・臨床試験、サポーティブケア 9:30～10:30

 70 医療系大学/大学院における臨床研究教育の現状　カリキュラムの調査より
○久木野しのぶ（北里大学臨床薬理研究所臨床試験コーディネーティング部門）

　佐藤　弥生（静岡県立静岡がんセンター臨床試験支援室）

　青谷恵利子（北里大学臨床薬理研究所臨床試験コーディネーティング部門）

　稙田いずみ（東海大学医学部付属病院治験管理部治験実施室/東海大学医学部血液腫瘍内科）

 71 急性期病院の医療職が抱える終末期医療におけるジレンマ－倫理症例検討会の活動の検討－
○小林身和子　　小山富美子（市立池田病院看護部）

 72 高齢がん患者の“がんと共に生きる”ことに対する受け止め
○ 今井　芳枝（徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部）（徳島大学病院）

　雄西智恵美　　太田　浩子　　板東　孝枝（徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部）

　谷口　啓子（徳島大学病院）

 73 がん患者の家族への相談支援の実態と課題
○加藤　　恵　　中田冨砂子（武蔵野赤十字病院看護部）

 74 初めて外科的治療法を受ける乳がん患者の経験の意味
○末次　典恵　　大池美也子（九州大学大学院医学研究院保健学部門看護学分野）

 

 75 タキサン系抗がん剤副作用の「しびれ」に温灸がもたらした効果
○辻川　真弓　　後藤　姉奈　　町本　実保　　吉田　和枝（三重大学医学部看護学科）

　山田　章子（山梨大学医学部看護学科）

　大石ふみ子（大阪大学医学系研究科保健学専攻「がんプロフェッショナル養成プラン」）

　大西　和子（三重大学医学部看護学科）

 76 文献からみた乳がんの再発・転移体験者の心理的適応とコーピングに影響を与える要因
○上田伊佐子（徳島大学大学院保健科学教育部）

　雄西智恵美（徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部）
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 77 がん看護に必要なコミュニケーション因子構造 －SPを対象に演習した評価から－
○小竹久実子　　本田　芳香（自治医科大学看護学部）

 78 喉頭摘出者の看護の実態と看護支援におけるニーズ調査
○廣瀬規代美　　中西　陽子　　樋口　友紀（群馬県立県民健康科学大学）

　二渡　玉江（群馬大学医学部保健学科）

 79 がん患者・家族のための複合的プログラム：サポートルームの運営と評価 
－半年間の実施状況から－
○吉田みつ子　　守田美奈子　　齋藤　　梓　　樋口　佳栄　　生山　　笑
　（日本赤十字看護大学看護学部）

　奥原　秀盛（静岡県立大学看護学部）　福井　里美（山梨大学）

　鈴木　治子（日本赤十字看護大学看護学部）

 第13群 緩和ケア 10:30～11:30

 80 消化器がん終末期患者の家族の思いおよび体験を通して
○田中久美子（鳥取大学医学部附属病院看護部6B病棟）

　谷村　千華　　大庭　桂子（鳥取大学医学部看護学科）

 81 Aがん専門病院におけるがん性疼痛コントロールに関する今後の課題 
－医療者を対象とした調査結果の比較から－
○渡邊　千景　　古矢　尚子　　渡邉　眞理　　丸岡　陽子　　田中みゆき
　伊藤八重子　　鈴木　敦子　　伊藤　礼子　　酒井　由香（神奈川県立がんセンター看護局）

　得　みさえ（神奈川県立保健福祉大学実践教育センター実践教育部高度専門教育がん患者支援課程）

 82 緩和ケアに対する看護師の知識・態度・困難度に関連する要因
○中澤葉宇子　　宮下　光令 
　（東京大学大学院医学系研究科健康科学・看護学専攻成人看護学/緩和ケア看護学分野）

　梅田　　恵（オフィス梅田）

　大谷木靖子（東京大学大学院医学系研究科健康科学・看護学専攻成人看護学/緩和ケア看護学分野）

　小笠原利枝（横浜市立みなと赤十字病院）

 83 K大学病院に勤務する医療従事者の緩和ケアに対する意識調査
○坂本　節子　　土谷美智子　　山川　文子（九州大学病院）

 84 宮崎県北部地域における緩和ケア病棟の役割～病棟設立から現在までの活動を通して～
○高山ちえり　　黒木　麻由　　阿波野理香（医療法人久康会平田病院緩和ケア病棟）

 85 終末期がん患者の倦怠感に対する足裏指圧の効果
○斎藤由美子　　大内　悦子　　大井寿美江（独立行政法人国立病院機構西群馬病院緩和ケア病棟）

　細川　　舞（独立行政法人国立病院機構西群馬病院血液内科病棟）

　神田　清子（群馬大学医学部保健学科）

 86 一般病棟看護師が体験する終末期呼吸器疾患患者の呼吸困難に対するケアにおける困難
○間瀬　由記　　水戸　優子　　田中　博子（神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部看護学科）

　堀越　美保　　中川ひろみ（神奈川県立循環器呼吸器病センター）
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 87 Aがん専門病院におけるがん性疼痛コントロールに関する今後の課題 
－患者を対象とした調査結果から－
○丸岡　陽子　　田中みゆき　　渡邉　眞理　　渡邊　千景　　古矢　尚子
　伊藤八重子　　鈴木　敦子　　伊藤　礼子　　酒井　由香
　（神奈川県立がんセンター看護局）

　得　みさえ（神奈川県立保健福祉大学実践教育センター「実践教育部高度専門教育がん患者支援課程」）

 88 一般病棟における終末期がん患者へのアロマセラピーマッサージの波及効果
○屋比久亜紀（元沖縄県立看護大学看護学部看護学科）

　神里みどり（沖縄県立看護大学）

　相原　優子（沖縄県立看護大学大学院博士後期課程）

 第14群 緩和ケア 10:30～11:30

 89 がん終末期における療養場所の選択肢と在宅療養の実現可能性：J-Hope Study
○佐藤　一樹　　宮下　光令（東京大学大学院緩和ケア看護学）

　志真　泰夫（筑波メディカルセンター病院緩和医療科）

 90 がん骨転移による易骨折性とそれに伴う身体知覚の体験
○牧野佐知子（三重県立総合医療センター）

 91 O県島嶼地域の病院における看護師の緩和ケアに対する意識調査 
－看護経験年数による検討－
○知念　正佳（琉球大学大学院保健学研究科）

　照屋　典子　　砂川　洋子（琉球大学医学部保健学科）

 92 がん治療から緩和ケアへのギアチェンジにおける現状と課題
○近藤まゆみ（北里大学病院看護部）

 93 看護師のターミナルケア態度とコミュニケーションの関連～緩和ケア病棟と一般病棟の比較から～
○浜元　若菜（琉球大学医学部附属病院）　赤嶺伊都子（沖縄県立看護大学）

 94 医療用麻薬の患者自己管理に関する看護師の意識調査
○庄司　邦枝　　浦崎　多恵（公立大学法人横浜市立大学附属市民総合医療センター看護部）

 95 外来通院中のがん性疼痛を有する肺がん患者へのTELサポートの有効性に関する研究
○日保　ヒサ　　山中　政子
　（独立行政法人国立病院機構近畿中央胸部疾患センター看護部/支持・緩和療法チーム）

 96 緩和ケア病棟に入院中の終末期がん患者における機械浴の意味
○佐藤　郁美　　平山さおり　　西田　絵美　　中野　りか
　（国家公務員共済組合連合会KKR札幌医療センター）

 97 大学病院における医療従事者の緩和ケアに対する経時的な意識調査 
～在宅への移行に関わる看護師の意識調査～
○杉本　優子　　佐藤　利枝　　塚田美智子　　村越安佐子
　（東海大学医学部付属病院看護部血液腫瘍内科・乳腺外科）

　佐藤　正美（東海大学健康科学部看護学科）
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 第15群 緩和ケア 10:30～11:30

 98 緩和ケア看護師の看取りケアにおける情報提供の実態調査と指導パンフレット使用の試み
○大村　悦子　　小笠原葉子　　増山　　希（宮城県立がんセンター）

 99 緩和ケアにおける日常生活の自立へ向けた看護 
－2事例の振り返りから－
○多賀　裕美　　多田　洋子（医療法人崇徳会長岡西病院ビハーラ病棟）

 100 A大学付属病院におけるがん性疼痛緩和に関する患者指導の取り組み
○岩井　昭子　　千田英理子　　深田　陽子（日本医科大学付属病院看護部）

 101 一般病棟における終末期ケアに関する満足度－遺族へのアンケート調査をもとに－
○喜友名　望　　屋良　成子　　幸地千賀子　　下地るみ子（沖縄県立北部病院）

 102 緩和ケア棟における終末期患者の家族に対する看取りケアの実態
○山口　順子　　上村　直美　　小川　勇子（独立行政法人国立病院機構南九州病院）

 103 緩和ケア認定看護師の職務継続のために必要なフォローアップに関する調査
○舩水　裕子（医療法人明和会中通総合病院）

　大島佐和子（大森赤十字病院）　伊藤美智子（東北大学病院）

　宮下　光令　　梅内美保子（東京大学大学院成人看護学緩和ケア看護学）

　安藤　秀明（医療法人明和会中通総合病院）

 104 M. ニューマンの「健康の理論」に基づいたケアリングパートナーシップの体験 
－末期がん患者の生を支えたいと願う看護師の学び－
○宮原　英里　　筒井　麗子（宮崎市郡医師会病院）

　高木　真理（宮崎県立看護大学）

 105 緩和ケアチーム看護師の活動内容
○木村　亜希　　小澤　桂子（NTT東日本関東病院）

 106 当病棟で経験した腎がん終末期看護の検討事例報告
○岩橋　千代（医療法人雪ノ聖母会聖マリア病院）

 第16群 チームアプローチ 10:30～11:30

 107 がん終末期ケアにおける医師・看護師間の情報交換・情報共有に関する意識調査
○加藤　理香　　池田　桂子（箕面市立病院）

 108 終末期若年子宮頸がん患者のスピリチュアルペインへの看護チーム支援
○金谷　　泉　　細野　章子　　中山　知香　　中村　　恵　　上田　礼子　　石田　和子
　（群馬大学医学部附属病院看護部）

　神田　清子（群馬大学医学部保健学科がん看護学専攻）

 109 がん性疼痛看護認定看護師と皮膚・排泄ケア認定看護師が協働することの意義
○富田　淳子　　齋藤　忠明（恩賜財団済生会横浜市南部病院）

 110 がん治療におけるチーム医療への課題
○佐藤　仁美（青森県立保健大学健康科学部看護学科）　北山さゆり（姫路赤十字病院医療社会部）

 111 病棟看護師による外来化学療法室研修を試みて
○安東　沙江　　井上　容子　　有田　瑞江（神戸大学医学部附属病院）
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 112 がん看護の組織形成における看護専門職の実践活動に関する認識と課題
○岩田　浩子　　磯見　智恵　　間部　知子（福井大学医学部看護学科）

 113 初発乳がん患者における術後の社会復帰へのニーズ
○金井　久子　　玉橋　容子　　黒柳　貴子（聖路加国際病院看護部）

 114 緩和医療における多職種との連携に関する意識調査 
～医師・看護師・薬剤師の「チーム医療」に対する意識～
○平田貴和子（日本医科大学千葉北総病院看護部）

 115 がん看護に求められる専門看護師の協働
○西川　律子　　深田　陽子（日本医科大学付属病院看護部）

 第17群 外来看護 10:30～11:30

 116 mFOLFOX6、FOLFIRI療法における5FU持続注入中患者の指導のあり方についての検討
○福田真由美（西神戸医療センター）

 117 外来で乳がん術後補助化学療法を受ける患者の語りからの学び 
－M. Newmanの健康の理論に基づく面談を実施して－
○正木　晴美（山口大学医学部附属病院）

 118 外来看護師が乳がん患者の心理的ニーズを把握する鍵概念は何か？
○吉澤　昌子　　東　香代子　　島本　順子　　梶尾　智子　　樋口　美紀（NTT西日本大阪病院看護部）

 119 外来治療移行期におけるがん患者のニーズ
○毛利　貴子　　光木　幸子　　堀井たづ子（京都府立医科大学医学部看護学科）

　高岡みどり　　前野　正子　　松岡　正美　　越智　幾世　　冨田英津子
　（京都府立医科大学附属病院看護部）

　嶌田　理佳　　笹川　寿美　　中川　雅子（京都府立医科大学医学部看護学科）

 120 外来治療移行期のがん患者のQOLの検討
○光木　幸子　　毛利　貴子　　堀井たづ子（京都府立医科大学医学部看護学科）

　高岡みどり　　前野　正子　　松岡　正美　　越智　幾世　　冨田英津子
　（京都府立医科大学附属病院看護部）

　嶌田　理佳　　笹川　寿美　　中川　雅子（京都府立医科大学医学部看護学科）

 121 婦人科がん患者の初期治療後の生活再構築に向けてのニーズ 
－コーピングスタイルと在院日数短縮後の退院時・外来看護のあり方－
○福井　里美（山梨大学大学院医学工学総合研究部臨床看護学講座）

 122 初回から外来で化学療法を受ける患者さんの心理調査
○宮川　幸子　　中谷　恭子（東大阪市立総合病院看護部外来化学療法室）

 123 外来治療センターの治療環境の満足度に影響を及ぼす要因分析
○桑田　美幸（青森県立中央病院外来治療センター）

　長内　肇子　　豊岡　　勝（青森県立中央病院）
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 124 外来がん化学療法を受ける患者・家族のセルフケア支援プログラムの開発 
－第2報：家族の療養生活上の体験－
○名越　恵美（吉備国際大学保健科学部看護学科）　犬飼　昌子（岡山大学病院腫瘍センター）

　礒本　暁子（岡山県立大学保健福祉学部看護学科）

　若崎　敦子（川崎医療福祉大学医療福祉学部保健看護学科）

　近藤なつき（元岡山県立大学大学院）

　掛橋千賀子（岡山県立大学保健福祉学部看護学科）

 第18群 外来看護 14:30～15:30

 125 インターフェロン療法中の外来患者の体験を聴く－患者に寄り添う看護のあり方の検討－
○奥永　秀子　　中　　滉子（岡波総合病院）

 126 リンパ浮腫と共に生活する乳がん患者の体験
○仲村　周子（沖縄県立看護大学大学院博士前期課程）

　神里みどり（沖縄県立看護大学）

　謝花小百合（沖縄県立看護大学大学院博士後期課程）

 127 外来がん性疼痛看護認定看護師の役割考察～外来での疼痛マネジメントの課題に焦点をあてて～
○松岡　弓子　　齋藤　幸枝　　畑　　千秋（公立大学法人横浜市立大学附属病院）

 128 外来で配布された前立腺生検に関する説明資料に対する認知的評価と情緒的評価の関連
○山居　輝美　　和田恵美子（大阪府立大学看護学部）

　葉山　有香　　井上　智子（大阪大学医学系研究科保健学専攻）

 129 がん化学療法を受けている男性がん患者の性の問題に関する看護支援
○里見　雄次（琉球大学医学部附属病院）　菅野かおり（日本看護協会神戸研修センター）

 130 皮下埋め込み式ポートを使用して化学療法を受ける患者への指導方法の検討
○加藤　亮子　　畑　　千秋（横浜市立大学付属病院）

 131 乳がん術後補助療法TC療法における過敏症の経験
○森田　純子（独立行政法人国立病院機構四国がんセンター看護部）

 132 外来がん性疼痛看護認定看護師の役割考察～在宅調整活動に焦点を当てて～
○齋藤　幸枝　　松岡　弓子　　畑　　千秋（公立大学法人横浜市立大学附属病院）

 133 外来がん化学療法における患者支援の検討 
－帰宅後電話フォローアップの運用上の課題－
○朝鍋美保子　　内海　昭美　　荒木　光子　　近藤　美紀（国立がんセンター中央病院）

　宮本　匡代（元国立がんセンター中央病院）

　森　　文子（国立がんセンター中央病院）

 134 大腸癌肝・肺転移に対して化学療法を継続できた一例 
－コミュニケーションの重要性－
○中野　久乃（ハートライフ病院手術室）

　森　　富江（ハートライフ病院緩和ケアチーム）

　友利　健彦（北部地区医師会病院緩和ケアチーム）
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 第19群 外来看護 14:30～15:30

 135 外来における乳がん告知後の看護相談の意味を考える
○川畑貴美子（埼玉県立大学保健医療福祉学部看護学科）

 136 外来化学療法におけるセルフケア支援 －患者が求める支援の方向性－
○神保　京美（神奈川県厚生連伊勢原協同病院）

 137 外来化学療法を受ける乳がん患者の心理的適応状態とQOLとの関連
○比嘉美夕紀（癌研究会有明病院看護部）

　砂川　洋子（琉球大学医学部保健学科）

 138 外来がん化学療法を受ける患者の家族の日常生活上のニード
○沼田　享子（東京医療保健大学医療保健学部看護学科）

　鳴井ひろみ　　本間ともみ（青森県立保健大学健康科学部看護学科）

　平　　典子（北海道医療大学看護福祉学部看護学科）

 139 外来化学療法を受けている患者の精神的健康とその関連要因
○佐藤　三穂　　鷲見　尚己（北海道大学大学院保健科学研究院）

　浅井香菜子　　船木　典子　　浅野　恵子　　日下部　緑（北海道大学病院）

 140 外来通院中の乳がん患者の希望とその関連要因
○小島ゆうな（虎の門病院分院）　神里みどり（沖縄県立看護大学）

　相原　優子（沖縄県立看護大学大学院博士後期課程）

 141 在宅化学療法を受けている患者の対処行動
○中澤　晴美　　堀越真奈美　　茂木真由美　　茂木百合子（群馬県立がんセンター）

 142 外来がん化学療法を受ける患者の日常生活上のニード
○鳴井ひろみ　　本間ともみ（青森県立保健大学健康科学部看護学科）

　沼田　享子（東京医療保健大学医療保健学部看護学科）

　平　　典子（北海道医療大学看護福祉学部看護学科）

 143 外来がん化学療法を受ける消化器がん患者家族の対処行動の実態
○青木　容子　　田中　俊光　　加藤　成美（神戸大学医学部附属病院）

　藤田　真弓（元神戸大学医学部保健学科）

　若生　　遥（神戸大学医学部附属病院）

　福田　敦子　　矢田眞美子（神戸大学大学院保健学研究科）

 144 外来がん化学療法を受ける消化器がん患者と家族の治療を続けるための対処行動
○田中　俊光　　青木　容子　　加藤　成美（神戸大学医学部附属病院）

　藤田　真弓（元神戸大学医学部保健学科）

　若生　　遥（神戸大学医学部附属病院）

　福田　敦子　　矢田眞美子（神戸大学大学院保健学研究科）

 第20群 家族ケア 14:30～15:30

 145 混乱に陥ったがん患者と家族が表した反応の意味
○高橋麻里子（武蔵野大学看護学部）

 146 壮年期のがん患者を支える家族の思い 
～化学療法を受ける患者の家族へのインタビューを実施して～
○太田　智美　　中頭　利恵（独立行政法人国立病院機構長崎医療センター）
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 147 手術待機中のがん患者配偶者の対処と看護支援に関する研究
○神山　明信（神奈川県立がんセンター看護部）　庄村　雅子（東海大学健康科学部看護学科成人看護学）

 148 喉頭摘出術を受けた患者の家族が体験する「苦しみ」
○廣木　容子　　鈴木　幸子　　栗山亜砂子　　山田　芽里（新潟県立がんセンター新潟病院）

 149 一般病棟で過ごす壮年期終末期がん患者の妻の役割と対人関係における構造
○中森　美季（明治国際医療大学看護学部看護学科）

　大石ふみ子（大阪大学大学院医学系研究科がんプロフェッショナル養成プラン）

　大西　和子（三重大学医学部看護学科）

 150 再発悪性脳腫瘍患者をケアする家族の体験
○小野　佳子（岡山大学病院）　秋元　典子（岡山大学大学院保健学研究科）

 151 がん患者の家族に対し看護師が行うデスエデュケーションの実態調査
○高橋　澄江（宮城県立がんセンター消化器科）

 152 外来治療移行期におけるがん患者の家族が期待するサポート
○嶌田　理佳　　笹川　寿美　　中川　雅子（京都府立医科大学医学部看護学科）

　高岡みどり　　前野　正子　　松岡　正美　　越智　幾世　　冨田英津子
　（京都府立医科大学附属病院看護部）

　光木　幸子　　毛利　貴子　　堀井たづ子（京都府立医科大学医学部看護学科）

 153 終末期がん患者の家族ケアの実態とその関連要因 
－一般病棟と緩和ケア病棟の比較－
○屋比久夏生（地方独立行政法人那覇市立病院）

　神里みどり（沖縄県立看護大学）　佐伯　香織（沖縄県立看護大学大学院博士後期課程）

 154 外来治療移行期のがん患者の家族が抱える不安
○笹川　寿美　　嶌田　理佳　　中川　雅子（京都府立医科大学医学部看護学科）

　高岡みどり　　前野　正子　　松岡　正美　　越智　幾世　　冨田英津子
　（京都府立医科大学附属病院）

　毛利　貴子　　光木　幸子　　堀井たづ子（京都府立医科大学医学部看護学科）

 第21群 家族ケア 14:30～15:30

 155 緩和ケア病棟看護師による看取りの時期の家族への関わり 
－遺族へのアンケート調査より－
○目時　陽子　　古山　美佐（川崎市立井田病院緩和ケア病棟）

 156 造血細胞移植を受けた壮年期白血病患者の状態悪化の過程で攻撃的な反応が強かった妻の体験
○佐々木勝弘　　坪井　　香　　大政　智枝　　吉田　善子　　今中　洋一　　渡邉　眞理
　（神奈川県立がんセンター看護局）

 157 最終末期におけるがん患者の家族への看護についての検討 
－遺族の思いや行動の半構成面接調査を行って－
○志賀由希子　　児玉　裕美　　田崎　夏子　　大松　真弓（産業医科大学病院）

 158 ホスピス・緩和ケア病棟の看護師が語るグリーフケアの様相
○源河　朝治（独立行政法人国立病院機構沖縄病院）

　神里みどり（沖縄県立看護大学）　相原　優子（沖縄県立看護大学大学院博士後期課程）
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 159 がん疼痛マネジメントにおける家族への教育の必要性
○廣岡　佳代（聖路加看護大学）

　戸谷　美紀（国立がんセンター中央病院看護部）　梅田　　恵（オフィス梅田）

　射場　典子（ディペックスジャパン）　坂元　敦子（杏林大学医学部付属病院看護部）

　林　ゑり子（済生会横浜市南部病院看護部）　新幡　智子（慶應義塾大学看護医療学部）

　風間　郁子（国際医療福祉大学三田病院）

　松本　直子（聖路加看護大学）

 160 病棟看護師におけるがん患者家族へのグリーフケアの認識と家族・遺族ケアの実態
○藤田　智子（日本大学医学部付属板橋病院緩和ケアチーム）

 161 終末期がん患者を抱える家族員の思いと対処行動に関する検討
○金城　睦子（静岡県立静岡がんセンター、元琉球大学保健学研究科）

　砂川　洋子（琉球大学医学部保健学科）

 162 消化器がん患者の家族の周手術期における体験－家族用オリエンテーション用紙を適用して－
○高橋　有子　　藤内　陽子（神奈川県立がんセンター）

　高島　尚美（横浜市立大学医学部看護学科）

 163 一般病棟で青年前期に末期がんの母親を亡くした成人の死別体験
○棟久　恭子（名桜大学人間健康学部看護学科）

 164 家族の意思決定が悲嘆プロセスに及ぼす影響 －遺族への面接調査から－
○山本　美和（聖ヨハネホスピスケア研究所）

　近藤百合子（桜町病院聖ヨハネホスピス）　岩崎紀久子（高崎健康福祉大学）

 第22群 看護師の教育 14:30～15:30

 165 複雑な問題を抱えた終末期卵巣がん患者と関わった看護師のストレス体験の分析
○新井　敦美　　山崎あすみ　　中村　　恵　　上田　礼子　　石田　和子
　（群馬大学医学部附属病院看護部）

　神田　清子（群馬大学医学部保健学科がん看護学専攻）

 166 新人看護師を対象とした麻薬準備場面を含むシナリオを用いた多重課題シミュレーション研修の
構築と評価
○豊増　佳子（総合研究大学院大学文化科学研究科メディア社会文化専攻）

　花出　正美　　本田まゆみ　　板野　馨子　　菊池由美子　　石橋　美香
　（財団法人癌研究会有明病院）

 167 卒前におけるがん看護教育に関する検討 
－がん患者を受け持った看護学生の事例検討による学びを通して－
○照屋　典子　　砂川　洋子（琉球大学医学部保健学科）

 168 緩和ケア病棟見学実習が看護学生に与える影響
○遠藤　順子（国際医療福祉大学保健医療学部看護学科）

 169 がん患者・家族へのケアを行う新人看護師の成長を支える取り組み 
～段階的看取り教育を実施して～
○久保　諾子　　岸田亜希子　　末永　佳栄　　谷口　陽子　　近藤まゆみ（北里大学病院）

 170 ミニレクチャーを用いたスタッフ教育の有用性
○松井　るみ（済生会横浜市南部病院看護部）
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 171 看護師の情緒に焦点をあてたデスケースカンファレンスの効果
○近藤まゆみ（北里大学病院看護部）

 172 がん化学療法看護における院内教育の成果と課題
○吉田美貴子（国立病院機構仙台医療センター）

 173 北海道において化学療法を受けるがん患者とその家族をケアする看護師の学習ニーズ調査第2報
○濱田　珠美（北海道大学大学院保健科学研究院）　石川　洋子（北海道大学病院）

 174 看護部キャリア開発センター「がん看護コース」の評価
○田墨　惠子　　大野由美子（大阪大学医学部附属病院）

 第23群 診断・治療に伴う看護 15:30～16:30

 175 カルボプラチン併用療法の過敏症発現に関する臨床的検討と課題
○佐藤　美穂（八戸市立市民病院）

　粟津　朱美（弘前大学医学部附属病院）　武田さち子（宮城厚生協会坂総合病院）

　松本　幸絵（栃木県立がんセンター）　岩村　千晴（恵佑会札幌病院）

 176 頭頸部がん放射線化学療法における口腔粘膜炎の予防・悪化防止プログラムの検討 
～セルフケア能力に焦点をあてた事例介入研究～
○渡部　昌美（独立行政法人労働者健康福祉機構関西労災病院）

 177 根治的切除後再発にて治療中の膵癌・胆嚢癌患者2名の疾患・治療に対する考え
○日下部智子（東京大学大学院医学系研究科健康科学・看護学専攻成人看護学分野）

　伊藤　直美（東京大学大学院医学系研究科がんプロフェッショナル養成プラン）

　数間　恵子（東京大学大学院医学系研究科健康科学・看護学専攻成人看護学分野）

 178 がん学療法に伴う貧血のアセスメントツール開発 
～その2　構成概念と再現性の検討～
○小澤　桂子（NTT東日本関東病院）

　佐藤　禮子　　高山　京子（兵庫医療大学）

　森　　文子（国立がんセンターがん対策情報センター）　佐藤まゆみ（千葉大学）

　遠藤　久美（静岡県立静岡がんセンター）　川地香奈子（癌研有明病院）

 179 がん化学療法を受ける肺がん患者を支援する看護師のかかわり 
－M. Newmanの健康の理論を用いて看護師のケアを評価する－
○中村　晴代（山田赤十字病院）

 180 胃切除術を受けた胃がん患者が食生活への不安を軽減するための情報提供に関する研究 
－術後の食生活再構築過程からの一考察－
○小八重和子　　森　　恵子（社会保険中京看護専門学校）

 181 神経ブロック後に生じた危機プロセスへの看護介入 
～フィンクの危機理論の効果～
○山口　暁子（新潟県済生会三条病院）

 182 造血幹細胞移植を受け順調に生着を迎えた患者の思い
○吉田　善子（神奈川県立がんセンター）　早川満利子（東京慈恵会医科大学付属病院）

 183 多剤併用化学療法を受ける血液疾患患者の食事に対する取り組み
○関根　典子　　加藤　　真（日本医科大学付属病院看護部）
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 第24群 診断・治療に伴う看護 15:30～16:30

 184 頭頸部癌患者の心理的因子を含めた疼痛アセスメントツールの開発 
－信頼性と妥当性の検討－
○中島　恵美　　山田　　幸　　宮尾　優子　　伊藤　史子　　行友　玲子　　藤本　和美
　（広島大学病院）

 185 入退院を繰り返す肝細胞がんに罹患した患者の不安内容の検討
○福留　麻衣　　立花　史穂　　冨永　宏美　　羽澤　昌里　　村上　杏里　　久保　好枝　　
　渡辺真紀子（独立行政法人国立病院機構四国がんセンター）

 186 頭頸部癌患者の心理的因子を含めた疼痛アセスメントツールの開発 
－作成した疼痛アセスメントツールを使用して－
○宮尾　優子　　中島　恵美　　山田　　幸　　伊藤　史子　　行友　玲子
　藤本　和美（広島大学病院）

 187 急性GVHDの皮膚障害に対するアセスメントおよびスキンケアについて
○木下　和子（名古屋市立大学病院）　小松　浩子（聖路加看護大学）

 188 放射線性食道炎の疼痛緩和～持続性オピオイドを導入した1事例～
○藤木　育子　　藤原千代子　　山口真理子　　橋口　周子（兵庫県立がんセンター）

 189 乳がん患者の初期治療決定の困難感とがんに対する取り組みとの関連
○國府　浩子　　竹井　留美　　横内　光子（名古屋大学医学部保健学科）

　澤井　美穂（東海中央病院）

 190 パクリタキセル併用化学療法の有害事象により歩行障害をきたした2事例の検討
○中山　麻由　　佐藤　貴子　　御手洗澄実　　物部　千穂　　斧　　明美
　大城　曉子（久留米大学病院婦人科）

 191 胃がんで手術を受けた患者の術後2ヶ月までの生活とセルフケア行動
○山田　美穂　　高島　尚美　　平井　和恵　　濱田安岐子　　五木田和枝
　渡部　節子（横浜市立大学医学部看護学科）

 192 化学療法が困難となった進行・末期消化器がん患者の意思決定とそのプロセスを支える看護師の
関わり
○櫻井　静香　　上田　桃子　　小川　　恵　　濱口　惠子（財団法人癌研有明病院）

 第25群 診断・治療に伴う看護 15:30～16:30

 193 がん化学療法に伴う貧血のアセスメントツール開発 
～その1　アセスメントツール調査結果と対象者の特性の検討～
○森　　文子（国立がんセンターがん対策情報センター）

　佐藤　禮子　　高山　京子（兵庫医療大学看護学部）

　遠藤　久美（静岡県立静岡がんセンター）　佐藤まゆみ（千葉大学）

　小澤　桂子（NTT東日本関東病院）　川地香奈子（癌研究会有明病院）

 194 成熟期婦人科がん患者の性生活の悩みにおける実態調査
○井上　水絵　　渡邊　智絵　　小野　彩華　　高橋　　恵（宮城県立がんセンター）

 195 パクリタキセルによる末梢神経障害を有する進行再発乳癌患者の症状体験とその対処方法
○松原　裕理　　西　　弘美　　山添　充代　　金敷　美和（千葉県がんセンター）

　眞嶋　朋子（千葉大学看護学部）
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 196 術前化学療法施行後、乳房温存術を受けた乳がん患者の意思決定プロセス
○米村英里子（伊勢崎市健康管理センター）

　二渡　玉江（群馬大学医学部保健学科）

 197 前立腺全摘除術を受けた患者の術後機能障害と対処行動との関連
○佐藤　大介（東北福祉大学健康科学部保健看護学科）

　佐藤冨美子（山形大学医学部看護学科）

 198 オキサリプラチンによる末梢神経障害及びQOLの検討
○堀越真奈美　　松本　弘恵　　中澤　晴美　　茂木百合子（群馬県立がんセンター）

 199 重粒子線治療に伴う急性皮膚有害反応に対する皮膚ケアについて 
－アズレン軟膏開始時期の検討－
○阿部　玉枝　　青木　優子　　安東　佳子　　佐々木満穂　　安孫子砂織
　三上　恵子（放射線医学総合研究所重粒子医科学センター病院）

 200 余命半年と告知された肺癌中高年男性が病気に立ち向かうまでの心理
○山田早知子　　織田　景子　　沼田あゆみ　　森　　裕子　　西谷　眞澄　　松村　愛都
　（福井大学医学部附属病院）

 201 パクリタキセルによる末梢神経障害に対する牛車腎気丸の予防的効果及びQOLの検討
○松本　弘恵　　堀越真奈美（群馬県立がんセンター）

　市川　加代（伊勢崎市民病院）

　丸山　公子　　中澤　晴美　　茂木真由美　　茂木百合子（群馬県立がんセンター）

 第26群 倫理・インフォームドコンセント・臨床試験 15:30～16:30

 202 終末期過活動型せん妄患者への対応で感じたジレンマ
○亀井　尚香　　辻元　伸江（愛知県がんセンター中央病院）

 203 臨床現場で看護師の倫理的問題と感じる場面について
○林　ゑり子　　嶋中ますみ　　松井　るみ　　富田　淳子（済生会横浜市南部病院）

 204 悪性リンパ腫患者への医師のインフォームドコンセントにおける患者と医師の認識と看護師への
期待
○穐山　真理（日本医科大学付属病院）

 205 がん診療拠点病院における病状説明後の具体的看護介入の実態 
～看護師経験年数別に比較して～
○原田　裕子　　渡辺　敦美　　橘　亜希子　　永井　里恵　　野口智江美
　伊藤美佐子（埼玉県立がんセンター）

 206 病状説明に関する意向調査票導入への取り組み 
－病院職員対象の予備調査から－
○大市　三鈴　　井戸本睦美（山田赤十字病院緩和医療推進委員会）

 207 看護場面におけるインフォームドコンセント－血液内科病棟における実態調査を通して－
○長野　寛子　　久冨　沙紀　　土井　晴代（独立行政法人国立病院機構九州医療センター）

 208 CRCと治験専用病床を有する病棟看護師との役割分担に対する取り組み
○原　　真幸　　壱岐　葉子　　村越　友美　　蛭川いずみ（国立がんセンター東病院治験管理室）
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 209 肺がん患者の治療選択時の意思決定の違い－迷った者と迷わなかった者に焦点を当てて－
○森　　万純　　久門麻衣子　　原　　晶子　　渡部　憲子（独立行政法人国立病院機構四国がんセンター）

　橋本　数江　　三好　淳子（独立行政法人国立病院機構南岡山医療センター）

　森木　妙子（高知大学医学部附属病院看護部）

 210 がん専門病院の抗がん剤治験に対する看護師CRCの役割
○有田佳代子　　松下五十鈴　　西岡　晶子　　岡本　美可
　（独立行政法人国立病院機構四国がんセンター治験管理室）

 第27群 在宅地域看護 15:30～16:30

 211 高知県における終末期がん患者の在宅移行支援に対する看護師の認識
○大川　宣容　　水津　朋子　　藤田　佐和　　森下　利子（高知女子大学看護学部）

　鈴木志津枝（神戸市看護大学）

 212 在宅死を経験した家族の心の変化の分析から在宅ホスピスにおける看護師の役割の質的研究
○岩田　由美　　吉野　貴子（訪問看護パリアン）

 213 高齢終末期がん患者を在宅介護する配偶者の生活世界 
－死別後の非日常・新たな日常の様相と終末期の生活世界との関連－
○東　清巳（熊本）

 214 退院調整困難症例へのかかわりを通した終末期患者の退院援助の考察
○村田　真紀　　小澤　桂子　　成田　真子（NTT東日本関東病院がん相談支援室）

 215 終末期がん患者の退院調整・在宅支援を促進する為の、看護師の知識ニーズに基づく教育プログラム 
－ニーズ調査とプログラム考案－
○柴田　純子　　木村由美子　　金井のり子（千葉県がんセンター）

 216 消化器内科病棟における退院支援の役割 
～入院早期から退院チェックシートを活用することの効果～
○西村　美穂　　飯野　美保（兵庫県立がんセンター消化器内科（胃・大腸・膵臓がんチーム））

 217 がん相談支援センターにおけるがん看護専門看護師の相談業務の実際と今後の課題
○黒岩　真紀（大阪医科大学附属病院）

 218 若年者のがんの在宅緩和ケアにおける課題
○浜本　千春（YMCA訪問看護ステーション・ピース）

 219 女性がん患者の周手術期における役割変化への取り組み－地域特性を考慮した看護援助－
○金野　幸代（千葉大学医学部附属病院看護部）　眞嶋　朋子（千葉大学看護学部）
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2月8日（日）　第2日目

第2会場（会議場A1）【口演】

 第28群 外来看護 9:30～10:30
座長：渡邉　眞理（神奈川県立がんセンター）

 220 消化器がん術後患者への療養相談活動と外来継続看護のあり方
○浅野美知恵（順天堂大学医療看護学部）　佐藤　禮子（兵庫医療大学看護学部）

 221 外来がん患者の麻薬性鎮痛薬に対する懸念とそれに影響している要因
○大木　純子（聖隷三方原病院）

　森本　悦子　　小島　操子（聖隷クリストファー大学）

 222 粒子線治療終了後のFST（follow-up support team）外来における看護師の役割
○戎谷明日香　　藤本　美生　　大塚　厚子　　岡部さつき　　笹倉しのぶ
　（兵庫県立粒子線医療センター経過観察室）

 223 がん性疼痛を抱える外来高齢がん患者の日常生活上の困難に対する取り組み
○田中　優子（国立がんセンター東病院）　眞嶋　朋子（千葉大学看護学部看護学研究科）

 第29群 外来化学療法 10:40～11:40
座長：小野寺　綾子（相模原看護専門学校）

 224 外来がん化学療法患者の対処とソーシャル・サポートの継続期間による比較
○萩　　弓枝　　小島　操子（聖隷クリストファー大学看護学部）

 225 手術前に外来化学療法を受ける乳がん患者の気がかりとその対処
○温井　由美（和歌山県立医科大学附属病院）

 226 外来看護師が今後必要と考える外来化学療法を受けるがん患者・家族への教育的関わり
○井上菜穂美　　森本　悦子（聖隷クリストファー大学看護学部）

　片岡　　純（愛知県立看護大学看護学部）

 227 外来化学療法を受ける再発乳癌患者の治療に関する取り組み
○押川　陽子（千葉県がんセンター）

　眞嶋　朋子　　佐藤まゆみ（千葉大学看護学部）
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2月8日（日）　第2日目

第3会場（会議場B1）【口演】

 第30群 その他 9:30～10:30
座長：大川　宣容（高知女子大学看護学部）

 228 薬物療法で疼痛コントロールを行っている患者が望む退院指導の検討
○小牧よし子　　長谷　行見　　緋田裕美子（兵庫医科大学病院）

 229 術後補助療法目的で外来化学療法を受けている大腸がん患者の栄養状態の推移と有害事象、QOL
に関する調査
○操　　華子（国際医療福祉大学小田原保健医療学部看護学科）

　遠藤　久美（静岡県立静岡がんセンター）　村上　好恵（首都大学東京健康福祉学部看護学科）

　渡邊千登世　　原　　朋子　　今野美恵子（さいたま市立病院）

 230 抗がん剤調剤移譲におけるがん看護専門看護師の役割
○清水　裕子（公立富岡総合病院）

 231 乳がん術後患者の上肢リンパ浮腫を早期発見するための看護援助
○増島麻里子（千葉大学看護学部）　佐藤　禮子（兵庫医療大学看護学部）

 第31群 患者の体験 10:40～11:40
座長：近藤　まゆみ（北里大学病院）

 232 乳房温存療法で放射線治療を受ける患者の体験－15歳以下の子どもをもつ女性に焦点をあてて－
○遠藤　貴子（元東京女子医科大学大学院看護学研究科博士前期課程）

　下平　唯子（東京女子医科大学大学院看護学研究科）

 233 手術後、化学療法を受ける婦人科がん患者の思いと対処方法
○澤田　英行　　田宮　愛子（東海大学医学部付属病院12A病棟）

　高橋奈津子（東海大学健康科学部看護学科）

 234 手術を受けた肺がん患者の退院後1か月の病気体験の意味づけ
○田崎　牧子（千葉大学看護学部）

　櫻井智穂子（千葉大学大学院看護学研究科）

　眞嶋　朋子（千葉大学看護学部）

 235 強度変調放射線治療（IMRT）を受けた前立腺がん患者のセクシュアリティに対する思いに関する
研究
○谷　宏子（千葉県がんセンター）

　眞嶋　朋子　　岡本　明美（千葉大学看護学部）
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2月8日（日）　第2日目

第4会場（会議場B2）【口演】

 第32群 看護師の教育 13:10～14:10
座長：川本　利恵子（九州大学大学院）

 236 婦人科癌患者の性生活指導に関する性の学習会の効果 
～学習会導入前後の看護師の認識からの分析～
○松田かをり　　津留　香織　　若手　美紀　　星　加奈子　　中田　尚子
　（埼玉県立がんセンター 8病棟）

 237 がん終末期において看護師が自部署内で解決しにくいと感じる問題 
－専門・認定看護師に対するニーズ調査より－
○神津　三佳　　光　多恵子　　藤澤　陽子　　大野　朋加　　奥　　朋子
　（千葉大学医学部附属病院看護部）

　阿部　恭子（千葉大学看護学部附属看護実践研究指導センター）

　菅原　聡美（千葉大学医学部附属病院看護部）

 238 教育担当者が役割遂行における経験を語ることの意味
○須田　雅美（神奈川県よこはま看護専門学校）

 239 緩和ケアの講議に際し看護学生が持つ不安
○清水佐智子（鹿児島大学医学部保健学科）
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2月8日（日）　第2日目

第5会場（会議場B5・6・7）【口演】

 第33群 診断・治療に伴う看護 9:30～10:30
座長：内海　文子（長崎県立大学看護学科）

 240 FOLFOX療法を受けている患者の末梢神経症状に関する調査
○椎野　育恵（淀川キリスト教病院）　中谷　裕子（箕面市立病院）

　慎　　玉姫（近畿大学医学部付属病院）　中谷　恭子（東大阪市立総合病院）

　秦　真由美（市立豊中病院）　久保紀美子（京都医療センター）

 241 乳がん治療後の上肢リンパ浮腫を発症した患者のアセスメントとセルフケアについて：文献的考察
○三宅　織重（昭和大学病院）　小松　浩子（聖路加看護大学）

 242 食道がん患者の周手術期における口腔ケアに対する認識 
－二次元イメージマッピングを用いた評価－
○下田　智子　　本間　美恵（北海道大学病院）

 243 自己検診で乳房の異常に気付き乳癌を疑った女性の受診行動に係る影響因子と受診が遅れる女性
のタイプ分類
○川上　憂子 （国際医療福祉大学保健医療学研究科 医療福祉経営学分野 医療福祉政策学領域） 

  （国際医療福祉大学三田病院）

 第34群 倫理・インフォームドコンセント・臨床試験 10:40～11:40
座長：網島　ひづる（兵庫医療大学看護学部）

 244 がん領域における治験参加の意思決定への看護師の関わりの検討 
－治験のチームアプローチに向けて－
○萩原佐知子　　吉武奈緒子　　薄井　晶子　　椎名喜三恵
　（財団法人癌研究会有明病院新薬開発臨床センター治験コーディネーター室）

 245 がん医療における倫理的問題への対処を行う際に看護師が経験する困難
○山内　洋子（財団法人住友病院）

　吉田　智美（滋賀県立成人病センター）　田中　京子（大阪府立大学看護学部）

 246 肺がん患者の自己決定を導くプロセスの探索
○森木　妙子（高知大学医学部附属病院看護部）

　原　　晶子　　久門麻衣子　　森　　万純　　渡部　憲子（国立病院機構四国がんセンター）

　橋本　数江（国立病院機構南岡山医療センター）　三好　淳子（国立病院機構岡山医療センター）

 247 援助的人間関係を提供するための看護師の態度 
－患者や家族とのすっきりしなかった対話場面からの分析－
○菱沼　貴生　　古川　佳子　　岩瀬くに子　　宮崎富士子（埼玉県立がんセンター）
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 第35群 サポーティブケア 13:10～14:10
座長：中尾　富士子（九州大学大学院）

 248 乳がん看護認定看護師を中心とした地域の乳がん看護サポートグループの成果
○黒田久美子　　阿部　恭子（千葉大学看護学部附属看護実践研究指導センター）

　馬場由美子（千葉大学医学部附属病院）

　赤沼　智子（千葉大学看護学部附属看護実践研究指導センター）

 249 がんサバイバーのためのサポートグループに関する研究（1）参加者特性と情緒状態の一考察
○川名　典子（杏林大学医学部付属病院看護部）

　紺井　理和　　中村めぐみ　　佐々木彩子　　山本さやか　　村田　涼子
　大澤　彩子　　萬屋　里恵　　宮本　道代　　宮尾　　桜　　上野まき子
　（聖路加国際病院看護部）

　長谷川由美（聖路加国際病院栄養科）

 250 がんサバイバーのためのサポートグループに関する研究（2） 
－プログラム効果の測定：情緒状態、QOLの経時的変化－
○紺井　理和（聖路加国際病院看護部）

　川名　典子（杏林大学医学部付属病院看護部）

　中村めぐみ　　村田　涼子　　佐々木彩子　　山本さやか　　宮本　道代　　宮尾　　桜
　萬屋　里恵　　大澤　彩子　　上野まき子（聖路加国際病院看護部）

　長谷川由美（聖路加国際病院栄養科）

 251 乳がん看護認定看護師を中心とした地域の乳がん看護サポートグループの活動プロセス
○阿部　恭子　　黒田久美子（千葉大学看護学部附属看護実践研究指導センター）

　馬場由美子（千葉大学医学部附属病院）

　赤沼　智子（千葉大学看護学部附属看護実践研究指導センター）

 第36群 エンドオブライフケア 14:20～15:20
座長：神里　みどり（沖縄県立看護大学）

 252 一般病棟でターミナルケアに携わる看護師の思い
○殿城　友紀（日本赤十字看護大学）

 253 多様な症状に苦悩する婦人科がん患者への看護介入の創出
○望月　美穂（北里大学病院看護部）　嶺岸　秀子（北里大学看護学部）

 254 一般病棟に勤務する看護師の終末期がん患者の家族支援パターンに関する研究
○中島　陽子（群馬大学医学部附属病院）

　瀬山　留加　　神田　清子（群馬大学医学系研究科保健学専攻）

 255 死を間近に苦悩している骨軟部腫瘍患者への回想法を用いた看護介入
○古田　智恵（神奈川県立がんセンター）　早川満利子（東京慈恵会医科大学附属病院）
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2月8日（日）　第2日目

第6会場（展示場）【示説】

 第37群 サポーティブケア 9:30～10:30

 256 乳房温存術を受けた患者とその家族の体験について －1事例の当事者研究－
○大橋　香月（北里大学病院看護部）　嶺岸　秀子（北里大学看護学部看護学科）

 257 造血器腫瘍患者の長期闘病生活における新たな役割の獲得プロセス
○新井　　香　　吉田　雅美（群馬県立がんセンター）

　石田　和子（群馬大学医学部附属病院）

　瀬山　留加　　神田　清子（群馬大学医学部保健学科）

 258 手術後在宅療養中の消化器がん患者への他職種チームによるサポートの効果
○白田久美子　　吉村弥須子（大阪市立大学大学院看護学研究科）

　前田　勇子（甲南女子大学看護リハビリテ－ション部）

　岡本双美子　　鈴木けい子（大阪市立大学大学院看護学研究科）

　別宮　直子（大阪府立大学看護学部）

 259 サポートグループに参加する乳がん体験者の心身の状態とQOL調査
○加藤　郁子（公立大学法人福島県立医科大学看護学部応用看護学部門）

　菅野　久美（公立大学法人福島県立医科大学看護学部生態看護学部門）

　氏家由起子　　丹治　幸子　　藤本　順子（公立大学法人福島県立医科大学附属病院）

 260 婦人科がん患者が集う患者会『ティータイム』へのニーズとその効果
○石田　和子　　中村　　恵　　伊藤　民代（群馬大学医学部附属病院看護部）

　石田　順子（桐生大学看護学部）　神田　清子（群馬大学医学部保健学科がん看護）

 261 外来化学療法を受ける患者のセルフヘルプ・グループへの支援
○清水　裕子（公立富岡総合病院）

 262 胃がん手術後5年以上経過したがんサバイバーの日常生活におけるコーピング
○山脇　京子　　藤田　倫子（高知大学医学部看護学科）

 263 がんサバイバーのためのサポートグループに関する研究（3） 
プログラム終了10ヵ月後の情緒状態とQOLに影響を及ぼす因子の考察
○山本さやか（聖路加国際病院看護部）

　川名　典子（杏林大学医学部付属病院看護部）

　紺井　理和　　中村めぐみ　　佐々木彩子　　村田　涼子　　宮本　道代　　大澤　彩子
　萬屋　里恵　　宮尾　　桜　　上野まき子（聖路加国際病院看護部）

　長谷川由美（聖路加国際病院栄養科）

 264 新人ファシリテーターの介入技術－がん患者に対する心理・社会的グループ療法において－
○中條　雅美（福岡県立大学看護学部）

 265 がん患者に対する心理・社会的グループ療法におけるファシリテーター介入技術
○中條　雅美（福岡県立大学看護学部）

　廣瀬　理絵（福岡県立大学看護部）　安永　浩子（福岡県立大学大学院）
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 第38群 緩和ケア 9:30～10:30

 266 進行期肺がん患者が行う呼吸困難感への対処の探究
○和田千穂子（国立がんセンター中央病院）

　大西　和子（三重大学大学院医学系研究科）　大石ふみ子（大阪大学大学院医学系研究科）

 267 緩和ケア病棟の看護師が「言葉を失う」体験
○武見　綾子（川崎市立井田病院看護部）

 268 緩和ケア病棟に入院中のがん患者が体験する症状とそのクラスター
○金子　美幸（山口赤十字病院）

 269 一般外科病棟における終末期がん患者の退院を阻む看護師側の要因
○日塔　裕子（独立行政法人国立病院機構横浜医療センター看護部）

 270 終末期がん看護に携わるアロマセラピスト看護師のケアリング行動に関する研究
○山中　愛子（藤田保健衛生大学医療科学部看護学科）

　神里みどり（沖縄県立看護大学）

 271 院内の緩和ケア浸透への方略の検討 －院内アンケートによる緩和ケアの知識と実践について－
○澤井　美穂　　磯貝　貞子（公立学校共済組合東海中央病院）

 272 遺族からみた望ましい死の達成の評価の関連要因
○宮下　光令　　佐藤　一樹（東京大学大学院医学系研究科健康科学・看護学専攻成人看護学/緩和ケア看護学分野）

　志真　泰夫（筑波メディカルセンター病院緩和医療科）

 273 終末期患者の死前喘鳴を前にした家族の体験と体験に影響する要因
○佐久間由美　　森本　悦子　　小島　操子（社会福祉法人聖隷福祉事業団聖隷三方原病院）

 274 がん性疼痛のある患者に対する看護の現状 ～看護師へのアンケート調査より～
○吉澤　育恵　　大庭　典子　　中満　順子　　田中　結美（京都第一赤十字病院）

 275 緩和ケア病棟でのスピリチュアルペインに焦点をあてた記録の意味
○高江洲さくら（沖縄県立看護大学大学院博士前期課程）

　神里みどり（沖縄県立看護大学）　謝花小百合（沖縄県立看護大学博士後期課程）

 第39群 緩和ケア 9:30～10:30

 276 壮年期再発がん患者のトータルペイン
○平野　照子（大阪赤十字病院）　田中　京子（大阪府立大学看護学部）

 277 熟練看護師のもつ臨床に存在する痛みのマネジメント方略
○真鍋　幸代　　永井　千絵（愛媛大学大学院医学系研究科看護学専攻修士課程）

　後藤　　淳　　光井　綾子　　香川由美子（愛媛大学大学院医学系研究科看護学専攻）

 278 終末期がん患者と家族への緩和ケアチームの介入の評価～臨床倫理の4分割法を活用して～
○林　　亜紀（独立行政法人国立病院機構刀根山病院緩和ケアチーム）

 279 末期がん患者の在宅療養に向けての緩和ケアチームのかかわり
○市川　　瞳　　藤瀬日出美（独立行政法人国立病院機構嬉野医療センター）

 280 デスケースカンファレンスの有効性 
～普遍的なファシリテートの確立に向けて～
○前田　美里　　鎗野　りか（財団法人田附興風会医学研究所北野病院）
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 281 続発性リンパ浮腫に対する医療徒手リンパドレナージの効果 
～エコーを活用した評価～
○苅安真佐美　　安藤　秀明　　舩水　裕子（中通総合病院緩和ケアチーム）

 282 終末期がん患者に対するリンパ浮腫ケア 
～浮腫の改善はないが、患者の満足度が良かった事例を通して～
○鑓水理恵子　　戸田れい子　　岡本美奈子　　木村　亜希（NTT東日本関東病院緩和ケア病棟）

 283 皮膚粘弾性の変化から観た徒手的リンパドレナージの効果
○村山志津子　　高階　淳子（秋田大学医学部保健学科）

 284 患者の痛みの体験を大事にした関わり～骨転移痛に苦渋した事例を通して～
○猪目　夕子（独立行政法人国立病院機構南九州病院）

 285 がん患者へのマッサージの効果の検討
○野戸　結花　　北島麻衣子（弘前大学大学院保健学研究科）

 第40群 メンタルケア・スピリチュアルケア 9:30～10:30

 286 スピリチュアルペインと捉えた患者の言語的表出について
○大えき美樹（鳥取大学医学部保健学科）

　新垣　竜子　　岡本　千絵（至誠会木村病院）

 287 「がんサバイバーのコントロール感覚」の概念特性
○今泉　郷子（北里大学大学院看護学研究科後期博士課程）

　稲吉　光子（北里大学看護学部）

 288 長期的に外来化学療法を受ける大腸がん患者の生活の質～身体症状との関連に焦点をあてて～
○得能　裕子（松山赤十字病院）

 289 がん患者が抱える悩みとその対処にみられる男女差に関する研究
○北村　有子　　石川　睦弓（静岡県立静岡がんセンター研究所患者・家族支援研究部）

 290 ターミナル期患者へのPILテスト実施に伴う人生観・死生観の変化の特徴
○牧野　智恵（石川県立看護大学）

　土田　祐子　　齊藤　美幸　　竹島　恵美　　盛川　和美　　森永　栄子（福井県立病院）

　岩城　直子（石川県立看護大学）

 291 急性転化したCML患者の生き方に対する納得に向けた支援　事例報告 
第2報－受け持ちナースの変化に焦点をあてて－
○永井　庸央（県立広島大学保健福祉学部看護学科）　赤木　紀子（北里大学病院）

 292 急性転化したCML患者の生き方に対する納得に向けた支援　事例報告 
第1報－患者の変化に焦点をあてて－
○赤木　紀子（北里大学病院）　永井　庸央（県立広島大学保健福祉学部看護学科）

 293 がん性疼痛のある患者の危機問題解決モデルによる分析
○高畑　知帆子（愛知県がんセンター中央病院看護部）

 294 危機理論を用いた事例検討－通過障害により経口摂取困難となった患者の事例－
○福岡　義幸（愛知県がんセンター中央病院）

 295 がんが進行していく過程での患者の病状に対する思い
○中村　洋子（市立福知山市民病院）
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 第41群 メンタルケア・スピリチュアルケア 9:30～10:30

 296 血液疾患患者のQOL（生活の質）とGHQ（メンタルヘルス）の検討
○長池　恵美（長崎大学医学部歯学部附属病院）

 297 スピリチュアルペインをもつ終末期患者の看護を通して 
～その人らしい最期を支えた一事例～
○冨田多香子　　中神　智美（独立行政法人国立病院機構南九州病院呼吸器内科）

 298 がん患者のメンタルケア：コンサルテーションリエゾン精神看護への依頼内容と介入からの一考
○金子眞理子（日本医科大学附属病院看護部）

 299 悪性胸膜中皮腫患者の告知後の受けとめ
○松本　伸子　　江口　和子　　太田　賀子　　尾上由美子　　一瀬　理加
　（兵庫医科大学病院）

 300 リンパ浮腫のケアがスピリチュアルペインのケアに繋がったとなった要因を考える
○浦崎　多恵　　庄司　邦枝（横浜市立大学附属市民総合医療センター）

 301 危機的状態となった大腸癌StageIV20歳代女性への退院支援 
－アギュララとメズイックによる危機理論を用いた介入の一考察－
○坂根　若菜　　織田　浩子　　筏　　香織　　中　　八栄　　大内　純子
　（広島大学病院）

 302 化学療法を短期入院で繰り返し受けている患者の思い及びライフスタイルに与える影響 
～切除不能な転移・再発大腸がん患者の語り～
○堀内　淳子　　佐々木久子（昭和大学藤が丘病院）

 303 がん化学療法を受ける肺がん患者のストレスに関する研究
○北島麻衣子　　野戸　結花（弘前大学大学院保健学研究科）

 304 臨床心理士と協働することで再認識できた「患者の声を聴く」ことの重要性
○加藤　恵美　　高山　裕子（板橋中央総合病院）

 305 スピリチュアルペインの表出により退院することができた40歳代の終末期がん患者に関する報告
○則竹　宏美（名古屋大学大学院医学系研究科前期課程）

　荻野　晃子（愛知県厚生連安城更生病院）

　安藤　詳子　　阿部まゆみ（名古屋大学大学院医学系研究科）

 第42群 患者教育 10:30～11:30

 306 婦人科がん術後患者が、下肢リンパ浮腫と折り合いをつけた生活を獲得するプロセス
○櫻井　通恵（群馬県立がんセンター）　二渡　玉江（群馬大学医学部保健学科）

 307 前立腺全摘除術を受ける患者に対する骨盤底筋体操の指導の効果
○谷口　理惠　　西山　明子（山田赤十字病院）

 308 婦人科化学療法をうける患者のセルフケア行動促進のための支援
○植野　淳子　　吉田　万里　　工藤みゆき（医療法人渓仁会手稲渓仁会病院）

 309 造血器腫瘍に対する初回化学療法に用いる患者用パンフレットの評価と課題 
－看護師・患者への質問紙調査結果から－
○坂井華寿美　　倉吉　裕子　　西岡　由樹　　半田麻希子　　荒牧智津子
　河野恵美子　　三浦比呂子（久留米大学病院集学治療センター（東））
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 310 頭頚部がん患者の口腔ケアに対するセルフケア向上の取り組み 
～口腔ケアアセスメントシートを活用して～
○梅津　美江　　赤星　誠美（国立病院機構九州がんセンター）

 311 乳腺腫瘍手術後リンパ浮腫発症前患者用パンフレット内容の評価
○松田　芳美（宮城県立がんセンター）

 312 セルフモニタリング能力向上への関わり～ベバシズマブ導入を通して～
○森　　友紀　　砂川　裕美（兵庫県立がんセンター消化器内科病棟）

 313 リンパ浮腫が患者のQOLに及ぼす影響 －SF36QOL評価表を用いて－
○高山　深雪　　新井　敏子（東京都立駒込病院看護部）

 314 尿路変向術後の化学療法で皮膚障害を生じたストーマ管理
○尾形由貴子（特定医療法人雪ノ聖母会聖マリア病院医療安全管理本部）

 第43群 看護師の教育 10:30～11:30

 315 臨床で役立つリンパ浮腫ケア研修会の内容とは－研修会終了6ヵ月後のアンケートから－
○木村恵美子（青森県立保健大学健康科学部看護学科）

 316 がん性疼痛認定看護師による教育の評価
○藤井　明美　　団塚　恵子（札幌医科大学附属病院）

 317 当院におけるがん看護専門研修（がん看護学び直しプログラム）の取り組み
○高山　良子　　安藤　内美　　赤星　誠美　　安部　陽子　　原田久美子
　（国立病院機構九州がんセンター）

 318 院内認定「がん看護研修」初級コース修了後の受講者の気づきと変化
○中村喜美子　　森　多佳美　　奥川　直子（三重大学医学部附属病院）

　辻川　真弓　　大西　和子（三重大学医学部看護学科）

 319 死について語り合うことでの看護師の死生観の変化
○真田ちひろ　　山本　純子　　鈴木登美子（聖隷浜松病院）

 320 緩和ケアにおける卒後教育～国際比較調査の報告から～
○廣岡　佳代（聖路加看護大学）　山田　雅子（聖路加看護大学看護実践開発研究センター）

　梅田　　恵（オフィス梅田）　内田千佳子（聖路加看護大学看護実践開発研究センター）

 321 一般病棟における終末期ケアのあり方 －達人の領域にある看護師の語りから－
○植田　和恵　　狩野　京子　　石橋　佳奈　　森脇真由美　　目黒　恵子　　西村　恭子
　（島根県立中央病院）

 322 がん看護に従事する看護師の苦悩と院内教育のあり方についての一考察
○中村めぐみ　　高屋　尚子（聖路加国際病院）

　川名　典子（杏林大学医学部付属病院）

　紺井　理和（聖路加国際病院）

 323 療養場所の選択時期にある終末期患者の看護実態と研修参加との関連
○水野　美香（愛知県立看護大学）

　西脇　可織（名古屋市立東部医療センター東市民病院）

　小松万喜子（愛知県立看護大学）
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 第44群 その他 10:30～11:30

 324 一般病棟の看護師が終末期がん患者の看護において体験している困難とその対処法
○池田　正子（名寄市立大学保健福祉学部看護学科）

 325 腹部の皮膚に露出した巨大腫瘍のケア
○佐久間草代夏（東北大学大学院薬学研究科）

　須藤友加里（東北大学病院東7階婦人科病棟）

　熊谷　英子　　高橋　真紀（東北大学病院外来2階WOCセンター）

　小笠原喜美代（東北大学病院東7階婦人科病棟）

 326 北海道がん化学療法看護研究会の活動報告と課題
○岩村　千晴（恵佑会札幌病院）　船木　典子（北海道大学病院）

　黒崎　明子（旭川医科大学病院）　織田由香里（滝川市立病院）

　高口　弘美（市立札幌病院）　東谷　朗子（手稲渓仁会病院）

　吉田　尚子（北海道中央労災病院）　高橋美知枝（函館五稜郭病院）

　佐々木裕美（釧路労災病院）　上條　亜希（帯広厚生病院）

 327 がん患者の家族と被介護者の介護負担感およびその関連
○熊谷　有記（名古屋大学大学院医学系研究科）

　前川　厚子　　国府　浩子　　阿部まゆみ（名古屋大学医学部保健学科）

 328 乳がん体験者が認知する術後後遺症と更年期症状の関連
○吉田真由子（秋田県成人病医療センター）

　佐藤冨美子（山形大学医学部看護学科）

 329 地域で生活する療養者・家族のニーズに関する調査　第三報－療養者と家族のニースの相違－
○瀬山　留加　　神田　清子　　二渡　玉江　　堀越　政孝　　牛久保美津子
　（群馬大学医学部保健学科）

　狩野　太郎　　廣瀬規代美（群馬県立県民健康科学大学看護学部）

　清水　裕子（公立富岡総合病院）　柳川　寿子（桐生厚生総合病院）

　鹿沼　達也（群馬大学医学部附属病院腫瘍センター）

 330 積極的治療が望めなくなった時期のがん患者に対する情報提供のあり方についての検討
○川村三希子（北海道医療大学看護福祉学部）

　小島　悦子（天使大学看護栄養学部）

 331 地域がん診療連携拠点病院のがん相談支援室が対応している院外からのがん相談の内容
○小澤　桂子　　村田　真紀　　成田　真子（NTT東日本関東病院がん相談支援室）

 332 がん体験者の治療と症状がQOLに及ぼす影響
○酒井　幸子（名古屋大学大学院医学系研究科博士前期課程）

　前川　厚子　　竹井　留美　　阿部まゆみ　　国府　浩子（名古屋大学医学部保健学科）

　熊谷　有記　　堀井　直子（名古屋大学大学院医学系研究科博士後期課程）

　廣畑加代子　　藤田　紀見（元名古屋大学大学院医学系研究科博士前期課程）



- �2 -

プ
ロ
グ
ラ
ム

 第45群 その他 10:30～11:30

 333 アロマセラピーマッサージによる終末期がん患者－看護師間の関係性と患者の内面の変化
○福永　稚子（三重大学医学部附属病院）

　大西　和子（三重大学医学部看護学科）　大石ふみ子（大阪大学大学院医学系研究科）

 334 放射線治療における有害事象への予測した看護介入を目指して 
～独自の症状グレードを作成し、データーの分析から見えたこと～
○山口　園美　　山下　紀子　　杉村　恭子　　草刈　依子　　山本　佳代
　（総合病院聖隷浜松病院画像診断室）

 335 学生の死生観の変化による授業・実習の意義
○園田麻利子　　上原　充世（鹿児島純心女子大学看護栄養学部看護学科）

 336 乳がん体験者の代替療法取り入れの実態と影響要因
○高橋　麻美（宮城県立がんセンター）　佐藤冨美子（山形大学医学部看護学科）

 337 院内のエンゼルケアの現状調査～エンゼルケアの充実と普及をはかるために～
○乾　　貴絵（兵庫医科大学病院）

 338 緩和ケア病棟で行っている遺族へのメッセージカード送付がもたらす看護師の心理的変化
○原　　淳子（綜合病院山口赤十字病院）

 339 肺がん患者の生活調整尺度の開発
○堀井　直子（名古屋大学大学院医学系研究科博士後期課程）（名古屋大学大学院医学系研究科看護学専攻）

　前川　厚子（名古屋大学大学院医学系研究科看護学専攻）

 340 事例検討会の成果と課題～ CNSとしての能力と情緒面に焦点を当てて～
○村木　明美（済生会松阪総合病院）

　中村喜美子（三重大学医学部附属病院）　奥野　和美（市立四日市病院）

　辻川　真弓　　大西　和子（三重大学医学部看護学科）

 341 一般公開来場者を対象とした放射線・がん放射線治療に対するイメージ－意識変化の比較－
○三上　恵子　　深尾千枝子　　田原紀代子　　中村　洋子
　（独立行政法人放射線医学総合研究所重粒子医科学センター病院）

 第46群 その他 10:30～11:30

 342 手術を受けた婦人科がん患者へのセクシュアリティの介入と効果
○新井　敏子　　小林真貴子　　高山　深雪（東京都立駒込病院看護部）

 343 がん患者とのコミュニケーションに対する実習前看護学生の関心と不安
○雄西智恵美　　今井　芳枝　　板東　孝枝　　太田　浩子
　（徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部保健科学部門）

 344 デスカンファレンスによる看護師の変化
○水上いづみ　　近藤まゆみ（北里大学病院）

 345 死後のケア演習による看護学生の学び－第2報　学生の感情に焦点を当てて－
○黒髪　　恵　　浦　　綾子（福岡大学医学部看護学科）

 346 死後のケア演習による看護学生の学び－第1報－
○浦　　綾子　　黒髪　　恵（福岡大学医学部看護学科）
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 347 臨床の看護師からみたがん看護の現状と課題（1）
○菅野　久美　　伊藤由里子　　荒川　唱子（公立大学法人福島県立医科大学看護学部生態看護学）

　松田　芳美（宮城県立がんセンター）　小石澤ゆかり（財団法人星総合病院）

　市川久美子（財団法人慈山会医学研究所付属坪井病院）

 348 臨床の看護師からみたがん看護の現状と課題（2）
○伊藤由里子　　菅野　久美　　荒川　唱子（公立大学法人福島県立医科大学看護学部生態看護学）

　松田　芳美（宮城県立がんセンター）　小石澤ゆかり（財団法人星総合病院）

　市川久美子（財団法人慈山会医学研究所付属坪井病院）

 349 乳がん患者へのセクシュアリティの取り組みの評価～看護師アンケート調査から～
○小淵　奈緒　　近松　あや　　小見田美由希　　水本　明子　　小野　菊世
　阿比留衣子（独立行政法人国立病院機構九州がんセンター）

 350 日本におけるがん患者の倦怠感に関する研究の動向
○小島　悦子　　菊地　美香（天使大学看護栄養学部）

　酒井　由香（神奈川県立がんセンター）

 第47群 エンドオブライフケア 13:10～14:10

 351 ターミナルケアにおける一般病院と緩和ケア病棟看護師のアウェアネスとケア行動との関連
○謝花小百合（沖縄県立看護大学大学院博士後期課程）

　仲宗根洋子（沖縄県立看護大学）

　Keiko Imai Kishi（日本赤十字九州国際看護大学）

 352 グリーフケアにおけるメール使用の有用性について
○久保川純子　　神澤　暁子　　田村真理子　　松岡　正美（京都府立医科大学附属病院）

　笹川　寿美　　中川　雅子（京都府立医科大学医学部看護学科）

 353 死と向きあった末期がん患者とナースとの関わり～トラベルビー理論を用いての振り返り～
○西村　千春　　千崎美登子（北里大学東病院看護部）

 354 エンドオブライフにおける攻撃的な患者とナースの心のずれ 
～ナースのケアリングが枯渇していったプロセスを振り返って～
○谷村　美希（社会福祉法人日本医療伝道会総合病院衣笠病院）

 355 がん専門病院における終末期がん患者のニーズ・QOLの現状
○泉　　綾子　　松下　桂子　　矢間　沙織（東京都立駒込病院看護部）

 356 国内外における終末期がん患者の家族の悲嘆に関する文献検討
○謝花小百合（沖縄県立看護大学大学院博士後期課程）

　神里みどり（沖縄県立看護大学）

 357 一般病棟におけるデスカンファレンスの活用に関する一考察
○鈴木　貴美　　樋口さくら　　平野　雅江　　坂下智珠子（北里大学東病院看護部）

 358 再発乳癌患者における患者と家族のDNRの決定を促進する要因
○井上貴久美　　玉橋　容子（聖路加国際病院）

 359 一般病棟における病名告知と未告知の膵がん患者の死にいたる体験の比較
○三浦　浅子（公立大学法人福島県立医科大学看護学部）

　大西　和子（三重大学大学院医学系研究科）



- �� -

プ
ロ
グ
ラ
ム

 360 手術後のがん患者が望む終末期ケアに対する意思表示と医療者への希望 
－がん非罹患者との比較－
○吉村弥須子　　白田久美子（大阪市立大学大学院看護学研究科）

　前田　勇子（甲南女子大学看護リハビリテーション学部）

　岡本双美子　　鈴木けい子（大阪市立大学大学院看護学研究科）

　別宮　直子（大阪府立大学大学院看護学研究科）

 第48群 外来看護 13:10～14:10

 361 外来化学療法における副作用チェックシートの作成と導入
○向井　憲子（聖マリア病院総合外来中央処置室）

　藤島　京子（聖マリア病院総合外来産婦人科）

　村上　　佳　　梅木　智美（聖マリア病院総合外来中央処置室）

 362 ドセタキセルによる爪甲障害に対する爪甲部冷却方法の検討
○城下　淳子（財団法人甲南病院看護部）

 363 外来がん化学療法を受ける患者・家族のセルフケア支援プログラムの開発 
－第3報：プログラム試案の作成－
○若崎　淳子（川崎医療福祉大学医療福祉学部保健看護学科）

　名越　恵美（吉備国際大学保健科学部看護学科）　犬飼　昌子（岡山大学病院腫瘍センター）

　礒本　暁子　　掛橋千賀子（岡山県立大学保健福祉学部看護学科）

 364 リンパ浮腫患者が弾性包帯による圧迫療法を継続する要因
○岩田　聖子　　今堀智恵子　　梅村　由佳　　橋井　梨沙（滋賀医科大学医学部附属病院）

　作田　裕美（京都大学大学院医学研究科）　坂口　桃子（滋賀医科大学医学部看護学科）

 365 外来化学療法センターと病棟の役割の明確化
○関　あかり　　関野　奈穂（財団法人長野市保健医療公社長野市民病院）

 366 がん術後患者の職場復帰に伴う健康問題解決支援プログラムの開発に関する研究 
－プログラムの適用期間と支援方法の検討－
○岡本　明美　　眞嶋　朋子（千葉大学看護学部）

　佐藤　禮子（兵庫医療大学）

 367 外来がん看護支援システムの試構築
○梅田　徳男（北里大学大学院医療系研究科）

　大川　明子（名古屋市立大学看護学部）

 368 乳がん告知後看護師面談の取り組みの評価～看護師・患者アンケートの結果から～
○笹井未亜紀　　松尾　裕佳　　小野　菊世　　阿比留衣子（独立行政法人国立病院機構九州がんセンター）

 369 外来がん化学療法を受ける患者・家族のセルフケア支援プログラムの開発 
－第1報：患者の療養上の困難－
○掛橋千賀子　　磯本　暁子（岡山県立大学保健福祉学部看護学科）

　犬飼　昌子（岡山大学病院腫瘍センター）　近藤なつき（元岡山県立大学大学院）

　名越　恵美（吉備国際大学保健科学部看護学科）　若崎　淳子（川崎医療福祉大学医療福祉学部看護学科）

 370 外来化学療法室開設に伴う外来業務の変化
○山田　恭子（長野赤十字病院）
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 第49群 看護師の教育 13:10～14:10

 371 緩和ケアに携わる看護師の継続教育支援－A病院に勤務する看護師の現状把握と教育ニードの測定
○砂川　洋子（琉球大学医学部保健学科）

　知念　正佳（琉球大学大学院保健学研究科博士前期課程）

　照屋　典子（琉球大学医学部保健学科）

 372 “がん看護臨床実践研修”におけるがん性疼痛看護認定看護師の役割
○道渕　路子（金沢医科大学病院看護部）　松本　尚美（富山県立中央病院看護部）

 373 「平成19年度千葉県専門分野（がん）における質の高い看護師育成事業」の事業後3か月の成果
○笠谷　美保（千葉県がんセンター）

　佐藤まゆみ（千葉大学看護学部）

　茅野　香子　　山岸　聡子（千葉県がんセンター）

　菅原　聡美（千葉大学医学部附属病院）　中村　敦子（千葉県病院局医療整備課）

 374 当院における緩和ケア専門看護委員会の取り組み
○青田　美穂　　遠藤　　恵　　佐藤　郁恵（医療法人東札幌病院緩和ケア専門看護委員会）

 375 がん化学療法を安全に投与するための実践モデルとなる看護師育成への取り組み 
－投与管理トレーニングプログラムの開発と実施－
○濱嶋なぎさ　　天野真由美（名古屋第一赤十字病院）

　菅野かおり（日本看護協会神戸研修センター）

 376 「苦痛緩和のための鎮静を受ける終末期がん患者の看護を行う看護師の困難感」に関する実態調査
○藤内　千夏　　中村　千里　　徳永　直美　　野口久美子（独立行政法人国立病院機構九州がんセンター）

 377 がん看護に従事する看護師のケア実践におけるピアサポート内容
○樋口　友紀（群馬県立県民健康科学大学看護学部看護学科）

　二渡　玉江（群馬大学医学部保健学科）

 378 緩和ケア施設の「看護師における“患者の死”の捉え方」について
○櫁柑富貴子（鹿児島大学医学部保健学科）

 379 Bad Newsを知らされたがん患者の対応において看護師が困難と感じること
○大塚奈央子（姫路医療センター看護部）

 380 がん化学療法看護認定看護師によるジェネラリストへの学習支援の試み
○山田　千絵（大阪赤十字病院）

　中野　妙子（大阪市立大学医学部附属病院）　畠山　明子（財団法人日本生命済生会付属日生病院）

 第50群 その他 13:10～14:10

 381 血液腫瘍患者の「異変の可能性」をとらえた看護師の直感的解釈と看護行為 
－専門病棟におけるグループインタビューの語り分析から
○高橋　利果（岩手医科大学附属病院）

 382 患者意識調査からみた地域がん診療連携拠点病院における外来化学療法室としての問題点
○小畑　絹代　　米津ふさこ（大分県立病院看護部）

 383 ＜Web版がんよろず相談Q&A＞がん体験者の悩みデータベース利用状況の分析
○石川　睦弓　　北村　有子（静岡がんセンター研究所患者・家族支援研究部）
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 384 地域で生活するがん療養者・家族のニーズに関する調査　第一報 
－がん療養者の悩みと主な支援ニーズ－
○狩野　太郎（群馬県立県民健康科学大学看護学部）

　堀越　政孝　　二渡　玉江（群馬大学医学部保健学科）

　須川美枝子　　石田　和子（群馬大学医学部附属病院）

　石田　順子（桐生大学医療保健学部）　丸山　公子（群馬県立がんセンター）

　前田三枝子（関西看護医療大学）

　鹿沼　達哉（群馬大学医学部附属病院）　神田　清子（群馬大学医学部保健学科）

 385 地域で生活するがん療養者・家族のニーズに関する調査　第二報 
－属性別にみたがん療養者のニーズ－
○堀越　政孝（群馬大学医学部保健学科）

　狩野　太郎（群馬県立県民健康科学大学看護学部）

　神田　清子　　松岡　治子（群馬大学医学部保健学科）

　須川美枝子（群馬大学医学部附属病院）　武居　明美（群馬大学医学部保健学科）

　木暮　悦子（伊勢崎市民病院）　鹿沼　達哉（群馬大学医学部附属病院）

　田邉美佐子（高崎健康福祉大学看護学部）　二渡　玉江（群馬大学医学部保健学科）

 386 がん診療連携拠点病院看護師のがん看護に関する知識獲得状況と学習ニーズ調査　第一報
○神田　清子　　武居　明美（群馬大学医学部保健学科）

　清水　裕子（公立富岡総合病院）　石田　順子（桐生大学医療保健学部）

　牛久保美津子（群馬大学医学部保健学科）　田邉美佐子（高崎健康福祉大学看護学部）

　松岡　治子（群馬大学医学部保健学科）　五十嵐克子（公立藤岡総合病院）

　二渡　玉江（群馬大学医学部保健学科）

 387 がん診療連携拠点病院看護師のがん看護に関する知識獲得状況と学習ニーズ調査　第二報 
－がん看護従事者と非がん看護従事者の比較－
○二渡　玉江（群馬大学医学部保健学科）

　石田　和子（群馬大学医学部附属病院）　廣瀬規代美（群馬県立県民健康科学大学看護学部）

　堀越　政孝　　瀬山　留加　　武居　明美（群馬大学医学部保健学科）

　金子れい子（利根保健生活協同組合利根中央病院）　伊藤　久代（独立行政法人国立病院機構西群馬病院）

　神田　清子（群馬大学医学部保健学科）

 388 がん療養者・看護師のがん診療連携拠点病院の認知状況に関する調査
○武居　明美　　神田　清子　　二渡　玉江（群馬大学医学部保健学科）

　狩野　太郎（群馬県立県民健康科学大学看護学部）　石田　和子（群馬大学医学部附属病院）

　清水　裕子（公立富岡総合病院）　瀬山　留加（群馬大学医学部保健学科）

　池沢　けい（独立行政法人国立病院機構沼田病院）　根生とき子（公立富岡総合病院）

　鹿沼　達哉（群馬大学医学部附属病院）

 389 がんによる喉頭摘出者の代用音声評価
○牧野　雅子（刈谷豊田総合病院看護部）

　前川　厚子　　国府　浩子（名古屋大学医学部保健学科）

 390 がん看護専門看護師の4年間の取り組み 
～相談活動・教育活動・院内システムづくりに関して～
○荻原　修代（北里研究所病院看護部）

 第51群 その他 13:10～14:10

 391 乳がん患者の骨密度の現況とその関連要因に関する検討
○伊波　華（静岡県立静岡がんセンター（元琉球大学医学部保健学研究科））

　砂川　洋子（琉球大学医学部保健学科）
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 392 低位前方切除術後患者の交流会が患者に及ぼす影響
○辻　あさみ　　鈴木　幸子（和歌山県立医科大学保健看護学部）

 393 実体験を組み入れた「がん体験者が行う生活調整プログラム」の試み（第1報）
○邊木園　幸（宮崎県立看護大学）

　永田亜希子（元宮崎県立看護大学）

　高木　真理　　寺島　久美　　阿部　惠子（宮崎県立看護大学）

　遠藤恵美子（武蔵野大学看護学部）

 394 抗がん薬の取り扱いについての実態調査 －曝露に関する認識と防護具の使用の現状－
○中村　晴代　　大市　三鈴（山田赤十字病院）

 395 疼痛コントロールにおいてがん性疼痛看護認定看護師が抱える困難
○広瀬　達也（公立大学法人横浜市立大学付属病院9-3病棟）

　林　　直子（東邦大学医学部看護学科成人看護学研究室）

 396 術後絶食の治療を受けたがん患者の闘病意欲を支えるもの
○長　　光代（厚生連滑川病院）

　明神　一浩（谷野呉山病院）　横山　真代（厚生連滑川病院）　一ノ山隆司（富山福祉短期大学看護学科）

 397 がん専門病院の患者相談支援センターで看護師が院内連携において果たす役割
○米須　貴子　　笠谷　美保　　竹中　敦子（千葉県がんセンター患者相談支援センター）

 398 がん性疼痛看護認定看護師に求められている役割
○新田　都子（愛知県がんセンター中央病院）　山崎　祥子（愛知県立看護大学看護実践センター）

　髙山　裕子（東京厚生年金病院）　松野　英美（独立行政法人国立病院機構名古屋医療センター）

　斉藤美智子（神戸市立医療センター中央市民病院）　村越里江子（組合立諏訪中央病院）

 399 相談業務における相談員の役割と今後の課題 
－M.D. Anderson Cancer Centerを見学して－
○北山さゆり（姫路赤十字病院医療社会事業部社会課）

　佐藤　仁美（青森県立保健大学健康科学部看護学科）

 400 抗がん剤曝露防止院内マニュアル作成に向けての抗がん剤取扱いに関する現状調査
○ 岡村　禎子　　三浦比呂子　　高松むつ子　　渡邊美千子　　中野　峰子　　古賀　初代　　 

江崎　仁美　　上田真理子　　田中　洋子　　城島　和子　　田代　明美　　矢永　洋子　　 
真田　洋子　　奥園　邦子（久留米大学病院がん集学医療研究会）

 第52群 在宅・地域看護、遺伝看護 14:10～15:10

 401 がん専門病院における終末期がん患者の在宅支援を退院調整専任看護師が行う利点と今後の課題
○木村由美子　　柴田　純子　　笠谷　美保（千葉県がんセンター）

 402 終末期在宅がん患者に対する訪問看護師の専門的役割
○藤田　紀見（元名古屋大学大学院医学系研究科博士前期課程）

　前川　厚子（名古屋大学医学部保健学科）

　熊谷　有記（名古屋大学大学院医学系研究科博士後期課程）

　酒井　幸子（名古屋大学大学院医学系研究科博士前期課程）

　竹井　留美（名古屋大学医学部保健学科）

　廣畑加代子（名古屋大学大学院医学系研究科博士前期課程）

　堀井　直子（名古屋大学大学院医学系研究科博士後期課程）

 403 意識障害のある在宅がん患者の疼痛アセスメントツールの検討～ STAS-Jを用いて～
○宇野さつき（医療法人社団新国内科医院）



- �� -

プ
ロ
グ
ラ
ム

 404 末期肝がん患者の在宅支援～緩和ケア病棟から在宅へ円滑に移行できた事例～
○比嘉　理恵（福岡医療団たたらリハビリテーション病院緩和ケア病棟）

　砂川　洋子（琉球大学医学部保健学科）

 405 がんターミナル期を在宅で過ごす患者家族の不安体験 
～がん患者を看取った家族インタビューより～
○前羽　美江　　中谷　　愛　　山本　彰子　　半場江利子（独立行政法人国立病院機構兵庫青野原病院）

 406 がん終末期患者の在宅移行に関する文献検討
○柴田亜弥子（名古屋大学大学院医学系研究科博士課程前期課程）

　国府　浩子（名古屋大学医学部保健学科）

 407 がん患者・家族の在宅療養を支える在宅支援システムの検討 
－がん診療連携拠点病院の在宅支援担当部門の支援実績を評価して－
○濱田　由香（静岡県立静岡がんセンター疾病管理センター）

 408 網膜芽細胞腫を発症した児をもつ親の苦悩と葛藤
○村上　好恵（首都大学東京健康福祉学部看護学科）

 409 がん遺伝看護教育プログラムに関する文献検討
○村上　好恵（首都大学東京健康福祉学部看護学科）

　川崎　優子（兵庫県立大学看護学部）　武田　祐子（慶應義塾大学看護医療学部）

 第53群 家族ケア、小児のがん 14:10～15:10

 410 終末期におけるがん患者の家族のニーズと心理的変化
○飛延　愛子　　齊木由紀子（神奈川県立循環器呼吸器病センター）

 411 精神科疾患をもつ終末期がん患者の家族の思い
○宮城　千秋（沖縄県立精和病院）

 412 ターミナル後期から死別期にあるがん入院患者の家族が望む看護 
－遺族へのインタビュー調査を通して－
○石井美智子（財団法人癌研究会癌研有明病院）

 413 がん患者の家族の『意思決定プロセス』のモデル化
○柳原　清子（東海大学健康科学部看護学科）

 414 終末期にある息子を持つ家族の意思決定支援に向けた具体的取り組み 
～自分らしく生きたいと望む事例を通して～
○前田　千鶴　　原田　広子　　大川原佳代　　後藤　祥子（独立行政法人国立病院機構南九州病院）

 415 悲嘆ケアサポートプログラムによる自己開示の変化
○宮林　幸江（宮城大学）

 416 家族へのグリーフケアに関する文献検討
○和泉　尚子（たんぽぽクリニック）（宮城大学大学院看護学研究科）

　宮林　幸江（宮城大学看護学部）

 417 思春期の再発がん患者と患者をケアする医療者の心理過程
○林田由美子（財団法人癌研究会有明病院）
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 418 化学療法を継続しているがん患者の自尊感情に関連する要因 
－高齢がん患者と成人がん患者における比較－
○藤田　佳子（宇部フロンティア大学人間健康学部看護学科）

　芝田　浩美（国立病院機構山陽病院がん性疼痛看護認定看護師）

　竹井　淳子（岡山済生会総合病院がん化学療法看護認定看護師）

 419 がん終末期に発生した褥瘡状態の特徴
○高木　良重（九州大学大学院医学系学府保健学専攻医療法人福西会福西会病院）

　高橋　　純（九州大学大学院医学系学府保健学専攻コンバテックジャパン）

 第54群 その他 14:10～15:10

 420 長期がんサバイバー（オストメイト）のストレスコーピング要因とその構造
○青柳　悦子（防衛医科大学校高等看護学院）

　石原　和子（九州看護福祉大学）

 421 がん看護臨床研究におけるナラティヴアプローチの有用性：その1 
－看護学実習現場を生きる個人の生を記述することに関する検討－
○紙野　雪香（（財）田附興風会医学研究所北野病院）

　大野由美子（大阪大学医学部附属病院）

 422 がん看護臨床研究におけるナラティヴアプローチの有用性：その2 
－治療の限界に直面するがん患者・家族の苦難と専門看護師の実践
○大野由美子（大阪大学医学部附属病院）

　紙野　雪香（（財）田附興風会医学研究所北野病院）

 423 がん看護臨床研究におけるナラティヴアプローチの有用性：その3 
－外来がん化学療法を受ける患者との面接場面の捉え直しを試みて
○福田　敦子（神戸大学大学院保健学研究科）

　紙野　雪香（（財）田附興風会医学研究所北野病院）

 424 医療者のリンパ浮腫に関する意識調査
○比嘉　敬子　　藤本みゆき　　上地　初美　　中森　えり（那覇市立病院）

 425 がん看護の質向上に向けた取り組み ～がん看護専門看護師の視点から～
○畑　　千秋　　齋藤　幸枝　　諸田　直実　　渡邉三紀子（公立大学法人横浜市立大学附属病院）

 426 全国緩和ケア認定看護師の活動の実態と希望するフォローアップに関する調査～第1報～
○大島佐和子（大森赤十字病院）

　舩水　裕子（中通総合病院）　伊藤美智子（東北大学病院）

　宮下　光令（東京大学大学院成人看護学/緩和ケア看護学）

　梅内美保子（東京大学大学院成人看護学/緩和ケア看護学修士課程）

　安藤　秀明（中通総合病院）

 427 がん看護外来への医師からの依頼内容と初診時の対応内容
○田口　賀子（地方独立行政法人大阪府立病院機構大阪府立成人病センター）

 第55群 看護師の教育 14:10～15:10

 428 施設内における「がん看護専門研修」の評価
○織田　浩子　　槙埜　良江　　笹木　　忍　　小谷　早苗（広島大学病院看護部）
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 429 疼痛マネジメントマニュアルの普及における課題：第2報 
～看護師のアンケート調査より～
○郡　由起子　　高山　深雪　　上垣　美江（東京都立駒込病院看護科）

 430 がん看護における臨床実践能力の高い看護師育成強化事業の評価と課題 
－研修生側からの評価－
○菊内　由貴　　松本千都世（独立行政法人国立病院機構四国がんセンター）

　中西　純子（愛媛県立医療技術大学看護学科）　陶山　啓子（愛媛大学医学部看護学科）

　上杉　和美（松山ベテル病院）　吉田美由紀（ベテル在宅療養支援センター）

 431 がん看護における臨床実践能力の高い看護師育成強化事業の評価と課題 
－研修受け入れ側からの評価－
○松本千都世　　菊内　由貴（独立行政法人国立病院機構四国がんセンター）

　中西　純子（愛媛県立医療技術大学看護学科）　陶山　啓子（愛媛大学医学部看護学科）

　上杉　和美（松山ベテル病院）　吉田美由紀（ベテル在宅療養支援センター）

 432 A大学病院外科病棟における医師・看護師の終末期ケアに関する意識調査
○石本万里子（名古屋大学医学部附属病院）

 433 がん性疼痛看護認定看護師の活動による院内看護師のがん性疼痛に関する認識の変化 
～活動開始前と3年後アンケートの結果より～
○長島　明美　　藤井美代子（東京都立豊島病院看護科）

 434 新人看護師のエンドオブライフケアの意味づけにフォーカス・グループ・インタビューがもたらす
変化
○深谷　陽子（名古屋大学医学部附属病院11W病棟）




