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国際活動委員会では、第 36 回日本がん看護学会学術集会において「コロナ禍で世界が直

面するがん看護のパラダイムシフト」をテーマに 3 名のシンポジストを交えて国際シンポ
ジュウムを開催しました（2022 年 2 月 19 日、パシフィコ横浜ノースに於いて）。シンポジ
ストには、日本や米国、インドの臨床現場で COVID-19 のパンデミック下において日々が
ん看護を展開されている方々をおむかえしました。 

まず始めに、パンデミックが宣言された初期の段階から日本において COVID-19 に感染
した担癌患者の受入れ体制整備に尽力をされた茂木光代氏に、神奈川県立がんセンターに
おける看護管理者としての経験を発表して頂きました。感染が世界に広がった初期の段階
で多くの感染者を出した米国のニューヨーク市からは、メモリアルスローンケタリングが
んセンターのがん看護専門看護師である河面育子氏に発表をして頂きました。大規模な感
染により注目されたインドからは、ムンバイにあるタタメモリアル病院にお勤めの Anita 
D'souza 氏より、インドの社会情勢や医療の現状を踏まえた発表をして頂きました。 

日本の現場では、不確実な状況の中にありながらも医療者が協力し合い試行錯誤を繰り
返しながら現状の医療体制の中でより効果的な方法を求めて感染対策を確立していた過程
が伝えられました。最先端のがん医療を提供しているメモリアルスローンケタリングでは、
徹底して医療処置・業務を合理化していきながらも、がん患者の生命を守り自施設の医療理
念を貫き通す姿に感銘を受けました。タタメモリアル病院では現状の問題に焦点を当て、患
者の受け入れ順位も含め組織の意思決定により潔く問題を解決されてきた様子が伝わりま
した。 

日本における感染再拡大の影響により学術集会当日は、3 名のシンポジストによる収録
ビデオからの発表となりましたが、発表後には横浜、ニューヨーク、ムンバイをつなぎライ
ブでの討議時間を持つことができました。どの施設もがん看護のパラダイムシフトともい
える状況を強いられていました。日々の感染対策業務に疲弊していく看護師もいるなかで、
組織として変わらないがん看護の価値観を共有したり、新たな看護の組織やケアの体制を
築いたりしながらコロナ禍でがん看護実践を提供されていることを分かりあえるシンポジ
ュウムでした。 
 



The International Activities Committee held a symposium with three speakers on the 
theme of "Paradigm Shift in Cancer Nursing when the World Faces the COVID-19 
Pandemic" at the 36th Annual Conference of the Japanese Society of Cancer Nursing 
(February 19, 2022, at Pacifico Yokohama North). The symposium featured speakers 
from Japan, the U.S.A., and India, who are providing cancer patients with care under the 
COVID-19 pandemic in their clinical settings. 

The first speaker was Ms. Mitsuyo Mogi from Japan, who has been endeavoring to 
establish a system to admit COVID-19 positive cancer patients to her hospital since the 
early stages of the pandemic. She presented her experience as a nursing manager at the 
Kanagawa Cancer Center (MSKCC). The second speaker was Ms. Ikuko Komo, a clinical 
nurse specialist in oncology nursing at Memorial Sloan Kettering Cancer Center in New 
York City, where many people were infected in the early stages of the global pandemic. 
The third speaker was Ms. Anita D'souza who works at the Tata Memorial Hospital in 
Mumbai, India. She gave a presentation on the current social situation and medical care 
in India, where the COIVD-19 spread on a large-scale. 

The audience learned the process of establishing infection control measures in the 
midst of uncertain circumstances while medical professionals cooperated each other and 
searched effective methods within the current medical system through trial and error in 
Japan. At MSKCC, which provides state-of-the-art cancer care, we were impressed by 
the way the company thoroughly streamlined medical procedures and operations while 
protecting the lives of cancer patients and adhering to its own facility's medical 
philosophy. Tata Memorial Hospital has focused on the current problems, and has been 
able to resolve them gracefully through organizational decision-making, including the 
order in which patients are accepted. 

Due to re-spreading COVID-19 in Japan, three symposiasts gave their presentations 
via pre-recorded video on the day of the conference, but we were able to connect 
Yokohama, New York, and Mumbai for live discussion after their presentations. All of 
the facilities were undergoing a paradigm shift in oncology nursing. Although some 
nurses were exhausted by their daily infection control work, through the symposium, we 
were able to share the same values of cancer nursing as an organization and learn that 
they have established a new nursing organization and care system while practicing cancer 
nursing in the COVID-19 pandemic. 
 


