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オンラインライブ配信日程表　11 月 20 日（金）

9:00

10 :00

11 :00

12 :00

13 :00

14 :00

15 :00

16 :00

17 :00

18 :00

19 :00

第 1会場 第 2会場

共催セミナー 1
座長：三井哲夫 
演者：古賀友紀 

共催：武田薬品工業株式会社

会長講演
小児がんと共に歩んだ 35年
座長：井上雅美　演者：菊田　敦

共催セミナー 3
座長：井上雅美 
演者：菊田　敦 

共催：日本新薬株式会社

共催セミナー 2
座長：森尾友宏 
演者：村松秀城  

共催：日本製薬株式会社

共催セミナー 5
座長：湯坐有希 
演者：小倉妙美 

共催：CSLベーリング株式会社

共催セミナー 4
座長：遠藤　幹也 
演者：日野もえ子 

共催：バイエル薬品株式会社

12:00～12:50

10:00～10:30

13:30～14:20

12:00～12:50

18:00～18:50

13:30～14:20

9:45～10:00 開会挨拶

共催セミナー 11
座長：岡本康裕 
演者：康　勝好 

共催：ノバルティスファーマ株式会社

16:30～17:20
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オンラインライブ配信日程表　11 月 21 日（土）

9:00

10 :00

11 :00

12 :00

13 :00

14 :00

15 :00

16 :00

17 :00

18 :00

19 :00

第 1会場 第 2会場 ※別回線

看護特別講演
死から生をみつめる 

―緩和ケア病棟での活動から―
座長：古橋知子 
演者：金田諦晃

看護ミニワークショップ
小児がん治療後の認知機能障害・ 

高次脳機能障害
座長：佐藤伊織／名古屋祐子 
演者：清谷知賀子／田中恭子

共催セミナー 7
座長：今村俊彦 
演者：望月慎史 

共催：アステラス製薬株式会社 /アムジェン株式会社

ケア検討委員会：ワークショップ
子ども・家族中心ケアを考えよう～日々の実践
の中で子どもと家族の声を聴いていますか～
座長：内田雅代／白井　史　　　　　　 
演者：濱田米紀／竹之内直子／平田美佳

教育委員会：教育セミナー
小児がん治療アップデート
座長：竹之内直子　　　　 
演者：松本公一／柴田映子

共催セミナー 10
座長：大賀正一 
演者：長江千愛 

共催：武田薬品工業株式会社

共催セミナー 6
座長：今泉益栄 
演者：家子正裕 

共催：一般社団法人日本血液製剤機構

共催セミナー 8
座長：瀧　正志 
演者：佐藤　篤 

共催：中外製薬株式会社

日韓合同ジョイントセッション
急性白血病に対する再移植
座長：岡本康裕／梅田雄嗣 
演者：Jae Wook Lee／ 　 
　　　Kyung Taek Hong／ 
　　　岡本康裕／坂口大俊

共催セミナー 9
座長：森　鉄也 
演者：深野玲司 

共催：中外製薬株式会社

日本小児がん看護学会
小児がん看護師 
個別相談コーナー

9:40～10:40

10:50～11:50

12:00～12:50

13:00～14:00

14:40～15:30

17:00～17:50

11:00～11:50

12:00～12:50

13:00～14:50

15:00～15:50

12:00～12:50

※別回線の URLについては別途、学術集会ホームページ上にて公開します

：英語発表

9:00

10 :00

11 :00

12 :00

13 :00

14 :00

15 :00

16 :00

17 :00

18 :00

19 :00

第 2会場 第 3会場 別回線第 1会場 ※

学術検討委員会：学術交流セミナー
エビデンスと集合知に学ぶ 
～中心静脈カテーテル管理の 

実践例～
座長：副島尭史／小原美江　 
演者：佐藤伊織／河俣あゆみ

看護教育講演
子どもの権利擁護と主体性を 

守るために
座長：来生奈巳子 
演者：山口　育子

看護シンポジウム
ICTを活用した子どもおよび家族の

QOL向上のための環境づくり
座長：塩飽　仁／込山洋美　　 
演者：住吉智子／小川純子／　 
　　　井上富美子／今川由紀子

共催セミナー 12
座長：酒井道生 
演者：野上恵嗣 

共催：サノフィ株式会社
三団体合同公開シンポジウム 

（市民公開講座）
造血細胞移植後の生活

座長：菊田　敦／上別府圭子　 
演者：井上雅美／安斎　紀／　 
　　　山﨑奈美恵／伊藤彩加／ 
　　　菊地英子　　　　　　　

日本小児がん看護学会
小児がん看護師 
個別相談コーナー

9:00～10:30

10:45～11:45

12:00～13:50 12:00～12:50 12:00～14:00

15:40～16:30

※別回線の URLについては別途、学術集会ホームページ上にて公開します

：小児(AYA)がん患者・経験者・ご家族・支援者向けプログラム
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オンラインライブ配信日程表　11 月 22 日（日）

9:00

10 :00

11 :00

12 :00

13 :00

14 :00

15 :00

16 :00

17 :00

18 :00

19 :00

第 1会場 第 2会場 ※別回線

看護特別講演
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座長：古橋知子 
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座長：佐藤伊織／名古屋祐子 
演者：清谷知賀子／田中恭子

共催セミナー 7
座長：今村俊彦 
演者：望月慎史 

共催：アステラス製薬株式会社 /アムジェン株式会社

ケア検討委員会：ワークショップ
子ども・家族中心ケアを考えよう～日々の実践
の中で子どもと家族の声を聴いていますか～
座長：内田雅代／白井　史　　　　　　 
演者：濱田米紀／竹之内直子／平田美佳

教育委員会：教育セミナー
小児がん治療アップデート
座長：竹之内直子　　　　 
演者：松本公一／柴田映子

共催セミナー 10
座長：大賀正一 
演者：長江千愛 

共催：武田薬品工業株式会社

共催セミナー 6
座長：今泉益栄 
演者：家子正裕 

共催：一般社団法人日本血液製剤機構

共催セミナー 8
座長：瀧　正志 
演者：佐藤　篤 

共催：中外製薬株式会社

日韓合同ジョイントセッション
急性白血病に対する再移植
座長：岡本康裕／梅田雄嗣 
演者：Jae Wook Lee／ 　 
　　　Kyung Taek Hong／ 
　　　岡本康裕／坂口大俊

共催セミナー 9
座長：森　鉄也 
演者：深野玲司 

共催：中外製薬株式会社

日本小児がん看護学会
小児がん看護師 
個別相談コーナー

9:40～10:40

10:50～11:50

12:00～12:50

13:00～14:00

14:40～15:30

17:00～17:50

11:00～11:50

12:00～12:50

13:00～14:50

15:00～15:50

12:00～12:50

※別回線の URLについては別途、学術集会ホームページ上にて公開します

：英語発表
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10 :00
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12 :00
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15 :00
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