NPO法人近畿がん診療推進ネットワーク・7 大学連携先端的がん教育基盤創造プラン共催

〜 がんサバイバー（患者・家族）の
体験談を通して〜
近年のがん治療の進歩に伴い、がん種別だけではなく、
世代別、居住地域別、社会的立場別など、がん患者が直面
する問題と希望するがん医療は多様化しています。
このシンポジウムでは、がん体験者と患者家族（遺族）
から、罹患後に直面した問題点、今後医療者、社会に期待
するがん医療について、共に考える事を目的とし、がん医
療に携わる、あるいは携わる事を目指すあらゆる医療者に
門戸を開いています。
是非、多くのがん医療に携わる（志す）医療者・学生の
参加をお待ちしています。

3月21日(土)
2015 年

（開場 14:30）

15:00-17:30
懇親会〜17:45-19:30
場所：グランフロント大阪 カンファレンスルーム
大阪府大阪市北区大深町 3-1 グランフロント大阪 北館タワー C8 階

お申し込み方法

（ ①〜③お申込締切 : 3 月 20 日午後 3 時 ）

① ホームページでのお申込み :
② メールでのお申込み

:

③ FA X でのお申込み

：

http://www.cancernet.jp/15753
0321kp-net@cancernet.jp
06-6886-3387（※裏 面 FA X 申し込み用紙 使 用可）

ホームページ以外でお申込みの場合、「3 月 21 日セミナー 申し込み」と明記の上、
下記必要事項を記 入してお申込み下さい。
1. 氏名（フリガナ）2. 所属（大学・病院など）3. 立場（医師・看護師・薬 剤師・学生など）
4. 連 絡 先（①メール ②FA X ③電話 ）5. 懇親会 参加の有 無

参加費

無料
参加対象 :

がん医療に
携わる
（志す）
医療者・学生

● 定員 :210 名 ( 定員になり次第締切ります ) 定員に満たない場合、当日もご入場いただけます。

■運営事務局お問合せ先：NPO 法人キャンサーネットジャパン／電話：06-6886-3388 メール：info@cancernet.jp
〒532-0011 大阪市淀川区西中島 5-7-14 大京ビル 206 号
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プログラム

総合司会：橋本 佐与子

15:00〜15:10

公開シンポジウムの趣旨と目的

15:10〜15:40

知ってほしい
若年性がん患者が直面する問題

Opening Lecture

基調講演①

15:40〜16:05
基調講演②

16:05〜16:30
基調講演③

パネルディスカッション

中川 和彦
司

司

会：權 雅憲

司

会：川口 知哉

登壇者：久光 重貴

休

子宮頸がん体験者：厚生労働省がん対策推進協議会委員

大腸がん体験者：金沢大学 名誉教授・城南歯科医院理事長
大阪市立大学 大学院 医学研究科 呼吸器内科学 准教授
肺がん患者：湘南ベルマーレ

憩

医療者が知っておくべき患者が直面する問題点
・若年性がん体験者が直面する妊孕性の問題
・その他若年性がん患者が直面する問題
・医療者が知っておくべき
患者（家族）とのコミュニケーション

司

会：橋本 佐与子

藤阪 保仁

大阪医科大学附属病院 臨床研究センター長

ディスカッサント： 辰巳 陽一

近畿大学医学部血液内科・膠原病内科 教授

パネリスト： 阿南 里恵／山本 悦秀／久光 重貴

17:10〜17:20

がん患者・家族が置かれた現状とニーズ

柳澤 昭浩

17:20〜17:30

がん医療に関わる医療者に求められること

中川 和彦

Closing Lecture

神戸市看護大学 学長

関西医科大学 外科学講座 主任教授

登壇者：山本 悦秀

ともに前進〜がんになっても
フットサル選手として生きる〜

特定非営利活動法人近畿がん診療推進ネットワーク 理事長
近畿大学医学部内科学腫瘍内科部門 教授

会：鈴木 志津枝

登壇者：阿南 里恵

医師（医療者）が
がんになってわかったこと

16:30〜16:40
16:40〜17:10

MBS報道記者

NPO法人キャンサーネットジャパン 理事・事務局長
特定非営利活動法人近畿がん診療推進ネットワーク 理事長
近畿大学医学部内科学腫瘍内科部門 教授

懇親会

17:45〜19:30

ファックス送信用紙 ファックス先 : 06-6886-3387
3 月 21日セミナー申し込み

※ファックス受信が可能な方のみお申込みください。( 受付票を送信いたします)

( フリガナ )

* ボールペン等でしっかりとご記入ください。

1. 氏名
2. 所属（大学・病院など）
3. 立場に○をつけてください。 （ 医師 ・ 看護師 ・ 薬剤師 ・ 学生など ）
4. FAX 番号

5. 懇親会参加有無に○をつけてください。（ 有 ・ 無 ）

アクセス

グランフロント大阪
カンファレンスルーム (C03 〜 04)

地下鉄
中津駅

250m

阪急
中津駅

〒530-0011 大阪府大阪市北区大深町 3-1
グランフロント大阪 北館タワー C 8 階

阪急
梅田駅

グランフロント大阪

阪神
梅田駅

地下鉄
西梅田駅

JR 北新地駅

地下鉄
東梅田駅

最 寄 駅

JR 大阪駅

地下鉄
梅田駅

●JR 大阪駅
●地下鉄御堂筋線 梅田駅・中津駅
●阪急電鉄 梅田駅・中津駅
●阪神電鉄 梅田駅
●地下鉄谷町線 東梅田駅
●地下鉄四つ橋線 西梅田駅
●JR 東西線 北新地駅

