第 20 回京都がん研究会
プログラム
平成 22 年 9 月 17 日（金）
午後 5 時 30 分から
芝蘭会館 2Ｆ 稲盛ホール
京都市左京区吉田近衛町 京都大学医学部構内
TEL 075-753-9336

当番世話人

京都大学医学部附属病院 地域ネットワーク医療部 横出 正之
看護部

任 和子

テーマ 「がん診療連携の構築について」
第Ⅰ部： 特別講演

『 がん診療連携拠点病院における看護師の役割 』

座長 京都大学医学部附属病院
講師 兵庫県立がんセンター

看護部

任 和子

前 副院長兼看護部長 安部 陽子先生

第Ⅱ部： 一般演題
座長 京都大学医学部附属病院 地域ネットワーク医療部 岸本 寛史
看護部 井沢 知子

共 催

京都がん研究会
中外製薬株式会社

後 援

京都大学がんプロフェッショナル養成プラン
「高度がん医療を先導する人材養成拠点の形成」

第 20 回京都がん研究会プログラム
日 時： 平成 22 年 9 月 17 日（金）

午後 5 時 30 分～8 時 40 分

会 場： 芝蘭会館 稲盛ホール
会 費： 1,000 円

【情報提供】

午後 5 時 30 分〜5 時 40 分

「G-CSF 製剤ノイトロジンについて」
中外製薬株式会社
【開会の辞】

午後 5 時 40 分

京都大学医学部附属病院 地域ネットワーク医療部 横出 正之
【第Ⅰ部】 特別講演

午後 5 時 45 分〜6 時 45 分

座長： 京都大学医学部附属病院 看護部

任 和子

講師： 兵庫県立がんセンター 前 副院長兼看護部長 安部 陽子先生

『 がん診療連携拠点病院における看護師の役割 』
【休 憩】

午後 6 時 45 分〜6 時 55 分

【第Ⅱ部】 一般演題

午後 6 時 55 分〜8 時 40 分

（発表 7 分、討議 3 分）

テーマ 「がん診療連携の構築について」
座長： 京都大学医学部附属病院

地域ネットワーク医療部
看護部

岸本 寛史
井沢 知子

1. 「京都大学医学部附属病院がん相談支援室の現状と課題」
京都大学医学部附属病院がん相談支援室 MSW
関根 知嘉子
2. 「小児血液腫瘍治療後患者の認知機能と QOL の調査」
京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻修士課程１) ,
京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻２), 京都大学医学部附属病院３)
京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻博士後期課程４)
新井 紀子１), 加藤 寿宏 2), 足立 壮一２), 加藤 竹雄３),
渡邉 健一郎３), 坪山 直生２), 松島 佳苗４),

3. 「がん患者とその家族の治療方針と療養場所における意思決定支援への介入」
京都大学医学部附属病院 看護部
西田 章恵
4. 「地域連携における、がん拠点病院緩和チームの役割
～在宅高カロリー患者の退院調整について～」
１）
京都桂病院 緩和チーム , 同 看護部２）, 同 リハビリテーションセンター３）, 同 薬剤科４）
同 一般内科５）, 同 精神科６）
松村 淳子１）２）, 宮崎 博子１）３）, 岩根 裕紀１）４）, 川西 祥宏１）５）, 石坂 好樹１）６）
5. 「京大病院婦人科病棟におけるリンパ浮腫へのとりくみ」
京都大学医学部附属病院 看護部
渡邊 由希, 田中 美奈, 原田 敬子
6. 「運動は癌患者のせん妄に影響を及ぼすか？
―せん妄発症後の抗精神病薬投薬量に着目して―」
京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻 1),
京都大学医学部附属病院 集学的がん診療学 2), 同 探索医療センター臨床部 3),
同 地域ネットワーク医療部 4)
立松 典篤 1)，林 晶子 2)，成田 慶一 3)，岸本 寛史 4)，玉木 彰 1)，坪山 直生 1)
7. 「京大がん診療部頭頸部 Cancer board の開設」
京都大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科 1), 草津総合病院頭頸部センター2)
平野 滋 1),楯谷 一郎 1),北村 守正 1),嘉田 真平 1),石川 征司 1),伊藤 壽一 1),
永原 國彦 2)
8. 「皮膚科のターミナルケアー地域医療との連携」
京都大学医学部附属病院 皮膚科
谷岡 未樹, 谷崎 英昭, 松村 由美, 宮地 良樹
9. 「終末期がん患者の家族の療養場所移行に伴う心理状況の変化」
京都大学医学部附属病院 看護部
角 裕子
10. 「前立腺がん京都地域医療連携の現状と課題」
京都大学大学院医学研究科 泌尿器科学１), 同 放射線腫瘍学・画像応用治療学２)
京都大学医学部附属病院 地域ネットワーク医療部 3)
井上 貴博１), 清水 洋祐１), 神波 大己１), 則久 佳毅２),小倉 昌和２), 溝脇 尚志２),
平岡 眞寛２), 鎌苅 裕道３), 宇都宮 宏子３), 岸本 寛史３), 横出 正之３), 小川 修１)
【閉会の辞】

午後 8 時 40 分

京都大学医学部附属病院 看護部
＊尚、講演会終了後、情報交換の場を設けております。

任 和子

