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オンラインライブ配信日程表　11月25日（木）

9:00

10 :00

11 :00

12 :00

13 :00

14 :00

15 :00

16 :00

17 :00

18 :00

19 :00

WEB会場① WEB会場② 別回線 ※

会長講演
The best is yet to come!
座長：越永従道　演者：井上雅美

共催セミナー 1
座長：康　勝好 
演者：加藤元博 

共催：中外製薬株式会社

共催セミナー 2
座長：文野誠久 
演者：小関道夫 

共催：ノーベルファーマ株式会社

共催セミナー 3
座長：原　純一 
演者：松本公一 

共催：大鵬薬品工業株式会社

共催セミナー 4
座長：井上雅美 
演者：古賀友紀 

共催：日本新薬株式会社

日本小児血液・がん学会
学会賞表彰式

日本小児血液・がん学会
臨時社員総会

10:00～10:30

12:00～12:50 12:00～12:50

13:30～14:20 13:30～14:20

14:30～15:00

15:00～16:30

9:45～10:00 開会挨拶

※詳細（参加者用 Zoom URLなど）は、各学会事務局よりご案内いたします。
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オンラインライブ配信日程表　11月26日（金）

9:00

10 :00

11 :00

12 :00

13 :00

14 :00

15 :00

16 :00

17 :00

18 :00

19 :00

WEB会場① WEB会場② WEB会場③ 別回線別回線 ※※

共催セミナー 7
座長：堀部敬三　　　　　 
演者：樋口紘平／中長容子 
共催：中外製薬株式会社

看護特別講演
病気の前で＜人＞として 
何が求められているか
座長：田家由美子 
演者：石井光太　

会長リクエストセッション（看）
復学支援・学校

座長：川口めぐみ／濱田米紀

看護教育講演
子どもの育ちと教育保障

座長：川口めぐみ 
演者：西上優子　

教育委員会：教育セミナー（看）
いまさら聞けない 
分子標的薬のこと
座長：栗林佑季 
演者：加藤元博

看護シンポジウム
COVID-19の体験から 
何を学んだのか

座長：堀　妙子／宮澤真由美 
演者：泉谷恵子／川勝和子／ 
　　　木村　結／上田崇志　

共催セミナー 9
座長：細井　創 
演者：後藤裕明 

共催：バイエル薬品株式会社

共催セミナー 6
座長：多賀　崇 
演者：野上恵嗣 

共催：ノボ ノルディスク ファーマ株式会社

共催セミナー 5
座長：康　勝好 
演者：小倉妙美 

共催：武田薬品工業株式会社

共催セミナー 8
座長：井上雅美 
演者：佐野秀樹 

共催：JCRファーマ株式会社

学術検討委員会：学術交流セミナー（看）
現場から発信する学術研究
座長：河俣あゆみ／佐藤伊織 
演者：柴田映子／井倉千佳　

※定員に達しますとご入室できません。
　予めご了承ください。

スポンサードシンポジウム
再発・難治性 B-ALLにおける 

CAR-T細胞療法
座長：滝田順子／後藤裕明　 
演者：富澤大輔／嶋　晴子／ 
　　　古賀友紀／後藤裕明　 

共催：ノバルティス ファーマ株式会社

共催セミナー 10
座長：康　勝好 
演者：小倉妙美 

共催：サノフィ株式会社

共催セミナー 11
座長：田尻達郎 
演者：原　純一 

共催：大原薬品工業株式会社

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

日本小児がん看護学会
理事会

日本小児がん看護学会
総会

12:30～13:20

11:10～12:10

10:10～11:00

9:00～10:00

13:30～14:30

14:40～16:30

16:50～17:40

11:30～12:20

10:30～11:20

12:30～13:20

15:10～16:40

13:30～15:00

16:50～17:40 16:50～17:40

12:30～13:2012:30～13:20

17:00～18:00

※詳細（参加者用 Zoom URLなど）は、各学会事務局よりご案内いたします。

定員：80名

9:00

10 :00

11 :00

12 :00

13 :00

14 :00

15 :00

16 :00

17 :00

18 :00

19 :00

WEB会場② 別回線WEB会場① ※

ケア検討委員会：ワークショップ（看）
子ども・家族中心ケアを考えよう 

～療養の場が変わっても子どもや家族が 
安心した療養生活を送るために～

司会・進行：白井　史／竹之内直子　 　　　 
　　　演者：竹之内直子／中谷扶美／武澤友弘／宮﨑ゆかり

日韓合同ジョイントセッション
乳児急性リンパ性白血病
座長：康　勝好／富澤大輔　 
演者：宮村能子／野上由貴／ 
　　　Seung-min Hahn／ 　 
　　　Jung Yoon Choi　　　

二学会合同シンポジウム
生きることを支えていくための 
エンド・オブ・ライフケア
座長：天野功二／堀　悠木　 
演者：中長容子／早川　晶／ 
　　　南條浩輝／古本愛貴子

共催セミナー 12
座長：野上恵嗣 
演者：山下敦己 

共催：中外製薬株式会社

共催セミナー 13
座長：酒井道生 
演者：長江千愛 

共催：CSLベーリング株式会社

共催セミナー 14
座長：大賀正一 
演者：康　勝好 

共催：アステラス製薬株式会社／ 
アムジェン株式会社

共催セミナー 15
座長：堀部敬三 
演者：森　鉄也 

共催：武田薬品工業株式会社

共催セミナー 16
座長：井上雅美 
演者：荒川　歩 

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

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

三団体合同公開シンポジウム 
（市民公開講座）

小児・AYA世代がん患者の 
教育支援を考える

座長：井上雅美／田家由美子／ 
　　　山下公輔　　　　　　　 
演者：深草瑞世／早川　晶／　 
　　　久保田一男／大窪英行／ 
　　　青山虎雅　　　　　　　

9:00～10:00 9:00～11:00

10:10～12:00

11:10～12:00

12:10～13:00 12:10～13:00

13:10～14:00 13:10～14:00 13:10～14:00

14:10～16:40

※詳細（参加者用 Zoom URLなど）は、各学会事務局よりご案内いたします。

：小児(AYA)がん患者・経験者・ご家族・支援者向けプログラム：英語発表
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オンラインライブ配信日程表　11月27日（土）

9:00

10 :00

11 :00

12 :00

13 :00

14 :00

15 :00

16 :00

17 :00

18 :00

19 :00

WEB会場① WEB会場② WEB会場③ 別回線別回線 ※※

共催セミナー 7
座長：堀部敬三　　　　　 
演者：樋口紘平／中長容子 
共催：中外製薬株式会社

看護特別講演
病気の前で＜人＞として 
何が求められているか
座長：田家由美子 
演者：石井光太　

会長リクエストセッション（看）
復学支援・学校

座長：川口めぐみ／濱田米紀

看護教育講演
子どもの育ちと教育保障

座長：川口めぐみ 
演者：西上優子　

教育委員会：教育セミナー（看）
いまさら聞けない 
分子標的薬のこと
座長：栗林佑季 
演者：加藤元博

看護シンポジウム
COVID-19の体験から 
何を学んだのか

座長：堀　妙子／宮澤真由美 
演者：泉谷恵子／川勝和子／ 
　　　木村　結／上田崇志　

共催セミナー 9
座長：細井　創 
演者：後藤裕明 

共催：バイエル薬品株式会社

共催セミナー 6
座長：多賀　崇 
演者：野上恵嗣 

共催：ノボ ノルディスク ファーマ株式会社

共催セミナー 5
座長：康　勝好 
演者：小倉妙美 

共催：武田薬品工業株式会社

共催セミナー 8
座長：井上雅美 
演者：佐野秀樹 

共催：JCRファーマ株式会社

学術検討委員会：学術交流セミナー（看）
現場から発信する学術研究
座長：河俣あゆみ／佐藤伊織 
演者：柴田映子／井倉千佳　

※定員に達しますとご入室できません。
　予めご了承ください。

スポンサードシンポジウム
再発・難治性 B-ALLにおける 

CAR-T細胞療法
座長：滝田順子／後藤裕明　 
演者：富澤大輔／嶋　晴子／ 
　　　古賀友紀／後藤裕明　 

共催：ノバルティス ファーマ株式会社

共催セミナー 10
座長：康　勝好 
演者：小倉妙美 

共催：サノフィ株式会社

共催セミナー 11
座長：田尻達郎 
演者：原　純一 

共催：大原薬品工業株式会社

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

日本小児がん看護学会
理事会

日本小児がん看護学会
総会

12:30～13:20

11:10～12:10

10:10～11:00

9:00～10:00

13:30～14:30

14:40～16:30

16:50～17:40

11:30～12:20

10:30～11:20

12:30～13:20

15:10～16:40

13:30～15:00

16:50～17:40 16:50～17:40

12:30～13:2012:30～13:20

17:00～18:00

※詳細（参加者用 Zoom URLなど）は、各学会事務局よりご案内いたします。

定員：80名

9:00

10 :00

11 :00

12 :00

13 :00

14 :00

15 :00

16 :00

17 :00

18 :00

19 :00

WEB会場② 別回線WEB会場① ※

ケア検討委員会：ワークショップ（看）
子ども・家族中心ケアを考えよう 

～療養の場が変わっても子どもや家族が 
安心した療養生活を送るために～

司会・進行：白井　史／竹之内直子　 　　　 
　　　演者：竹之内直子／中谷扶美／武澤友弘／宮﨑ゆかり

日韓合同ジョイントセッション
乳児急性リンパ性白血病
座長：康　勝好／富澤大輔　 
演者：宮村能子／野上由貴／ 
　　　Seung-min Hahn／ 　 
　　　Jung Yoon Choi　　　

二学会合同シンポジウム
生きることを支えていくための 
エンド・オブ・ライフケア
座長：天野功二／堀　悠木　 
演者：中長容子／早川　晶／ 
　　　南條浩輝／古本愛貴子

共催セミナー 12
座長：野上恵嗣 
演者：山下敦己 

共催：中外製薬株式会社

共催セミナー 13
座長：酒井道生 
演者：長江千愛 

共催：CSLベーリング株式会社

共催セミナー 14
座長：大賀正一 
演者：康　勝好 

共催：アステラス製薬株式会社／ 
アムジェン株式会社

共催セミナー 15
座長：堀部敬三 
演者：森　鉄也 

共催：武田薬品工業株式会社

共催セミナー 16
座長：井上雅美 
演者：荒川　歩 

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

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

三団体合同公開シンポジウム 
（市民公開講座）

小児・AYA世代がん患者の 
教育支援を考える

座長：井上雅美／田家由美子／ 
　　　山下公輔　　　　　　　 
演者：深草瑞世／早川　晶／　 
　　　久保田一男／大窪英行／ 
　　　青山虎雅　　　　　　　

9:00～10:00 9:00～11:00

10:10～12:00

11:10～12:00

12:10～13:00 12:10～13:00

13:10～14:00 13:10～14:00 13:10～14:00

14:10～16:40

※詳細（参加者用 Zoom URLなど）は、各学会事務局よりご案内いたします。

：小児(AYA)がん患者・経験者・ご家族・支援者向けプログラム：英語発表


