1日目
会場名

6月23日
（金）
講演会場

9:00
開会式

国立大ホール

PALラウンジ
PALポスター

10:00

11:00

SY1 9:00-10:30

12:00

13:00

SY9 10:45-12:15

がん疼痛治療の最新エビデンスを整理しよう
座長：塩川 満、外 須美夫
演者：余宮 きのみ、曽根 美雪、伊勢 雄也

14:00

LS1 12:40-13:40

新規薬剤を使用した新しいがん疼痛マネジメント
座長：服部 政治、岡本 健一郎
演者：鈴木 勉、齊藤 洋司、篠崎 勝則

オピオイド誘発性便秘症（OIC）の新たな選択肢～末梢
性μオピオイド受容体拮抗薬 スインプロイク錠～
座長：有賀 悦子 / 演者：住谷 昌彦
共催：塩野義製薬株式会社

8:45 〜

JSY1

第4会場

301+302

第5会場

303+304

多職種協働・チーム医療 / ソー
シャルワーク
座長：福地 智巴、荒井 幸子

一般演題ポスター

SY3

大切な大人ががんになったとき～子どもたちを支えるために～
座長：飯岡 由紀子、中島 恵美子
演者：小嶋 リベカ、向井 未年子、大沢 かおり、
南川 雅子／コメンテーター：Founder Cynthia White

O2

支えになるために～そのスキルを磨く～
モデレーター：小嶋 リベカ
演者：Founder Cynthia White
ファシリテーター：南川 雅子、飯岡 由紀子、中島 恵美子

退院支援・退院調整 / 緩和ケアにおける地域連携
/ 小児・若年者の緩和ケア
座長：尾形 明子、長田 明

コミュニケーションスキルをどう現場に活かすか
座長：間島 竹彦、白井 由紀
演者：龍 恵美、那須 淳一郎、二宮 ひとみ、
關本 翌子

LS3

O8 14:00-15:00

LS4

SY18

最期を自宅で過ごす子どもと家族に寄り添って
座長：佐藤 十美 / 演者：前田 浩利、
鈴木 美香、山田 直美
共催：セコム医療システム株式会社

SY10

エビデンスにもとづいたせん妄ケア：JASCC・JPOS ガイドライ
ングループから
座長：谷向 仁、秋月 伸哉
演者：松田 能宣、岡本 禎晃、堂谷 知香子、角甲 純、井上 真一郎

がん性疼痛における第一段階鎮痛薬の使用法
そしてオピオイド鎮痛薬への進め方
座長：山口 重樹 / 演者：細川 豊史
共催：あゆみ製薬株式会社

SY11

LS5

腫瘍内科と緩和ケアが力を合わせて伴走する
二人主治医制
座長：川越 正平、坂下 美彦
演者：菓子井 達彦、廣橋 猛、森 清

SY17 14:00-15:30

がん患者の神経障害性疼痛をどう攻略す
るか～薬物療法を中心にした治療戦略～
座長：佐藤 英俊 / 演者：上野 博司
共催：ファイザー株式会社/エーザイ株式会社

痛みの評価と治療～身体が痛い
のか、心が痛いのか～
座長：佐藤 哲観 / 演者：小杉 寿文
共催：大鵬薬品工業株式会社

O6

制度設計・政策・費用対効果 / その他
のチーム医療・緩和ケアデリバリー
座長：成清 優子、馬場 玲子

第8会場

413

8:308:45

12:20-12:35

PAL オリエンテーション

PAL
オリエ ン
テーション

O3 9:00-10:00

心理専門職・精神科医 / 緩和 ケ
アチーム
座長：梅澤 志乃、小西 洋子

チャプレンシー・宗教家 / 補完
代替療法（鍼灸、音楽療法・芸術
療法、アロマセラピーなど）
座長：二井矢 ひとみ、槙埜 良江

SY4

最優秀演題
表彰式

O11 15:10-16:10

在宅緩和ケア
座長：福本 和彦、伊藤 真美

SY24

看護ケアの最新エビデンス Up To Date
座長：宮下 光令、久山 幸恵
演者：笹原 朋代、角甲 純、清水 陽一、宮下 光令

そうだったんだ！医療処置をもう一度学ぶ
座長：吉澤 明孝、小林 孝一郎
演者：小林 孝一郎、中村 陽一、松原 康美、
川村 和美

SY19

JSY3

SW1

CM3

緩和ケア研究における連携と展望
～日本の強みを生かす～
座長：森田 達也、明智 龍男
演者：前田 一石、佐藤 一樹、新槇 剛、大野 智

CM4 18:10-19:10
安全・感染委員会企画
専門医更新プログラム
座長：片山 志郎
演者：木村 壯介

抗がん治療が終了するとどうなりますか？〜医療者が
患者のためにできる最適な医療の在り方を考える〜
座長：佐藤 温、池永 昌之
演者：市川 靖子、松本 陽子、里見 絵理子、勝俣 範之
国際交流委員会企画
韓国・台湾・日本における緩和医療の現況と将来
〜緩和医療のグローバル化戦略〜
座長：東口 髙志
演者：Yoon-Jung CHANG、
Eugene Yuh-cheng YANG、
服部 政治

O9

O12

O10

O13

アドバンス・ケア・プランニング、
意思決定
座長：大中 俊宏、大島 彰

LS6

緩和領域における腹水濾過濃縮
再静注法
（CART）
の役割
座長：東口 髙志
演者：森田 達也
共催：旭化成メディカル株式会社

早期からの緩和ケア
座長：荒木 貢士、矢野 和美

苦痛緩和のための鎮静 / がん治
療における支持療法
座長：櫻井 宏樹、林 章敏

評価尺度 / その他の教育・啓発・
研究に関する課題
座長：三宅 智、森 一恵

19:30-21:00

懇親会
インターコンチネンタルホテル
3F「ボールルーム」にて

418
（中継）

419

6/24
（土）

6/24
（土）

第10会場

501+502

第11会場

503

F201+202

第13会場

F203+204

第14会場

F205+206

SY5

SY13

SY6

SY14

地域社会で緩和ケアを提供するためには
座長：岡山 幸子、高橋 正裕
演者：山代 亜紀子、月山 淑、四宮 敏章、
池垣 淳一、花木 宏治、山﨑 圭一

展示ホール

ケア・カフェ

ホールCD

スポンサード
シンポジウム

ホールCD

タペンタドールを使いこなす
座長：恒藤 暁
演者：余宮 きのみ
共催：ヤンセンファーマ株式会社

SY20

SY25

医療圏を越えた連携について考える
座長：松本 禎久、齋藤 義之
演者：坂本 は と 恵、北原 奈緒美、戸倉 夏木、
柏木 夕香、篠原 浩一、山崎 章郎

2025年に備えて緩和ケアを考える〜地域包括ケアとの連携〜
座長：小野沢 滋、坂下 美彦
演者：田中 桂子、廣橋 猛、首藤 真理子、
川越 正平、小澤 竹俊

SY21

SY26

過疎化が進む中国・四国地方での地元に根ざした
緩和ケアの形を考える
座長：山根 弘路、藤田 佐和
演者：谷水 正人、宮内 章充、菅原 英次、太田 桂子

SY7

SY15

LS8

CD1

CD2

CM1

CM2

LS9

SY22

JSY4

SY8

SY16

LS10

医療・介護関連肺炎（NHCAP）の包括的治療戦略
〜何をいつ、どう選ぶ？〜
座長：赤司 雅子、川島 正裕
演者：寺本 信嗣、岡 秀昭、赤司 雅子、小原 弘之

委託事業委員会企画
緩和ケアを受けることが“基本的人権”となるために取り組むべきこと
座長：上村 恵一、天野 慎介
演者：轟 浩美、林 ゑり子、池永 昌之、濵 卓至
心不全の緩和ケア
座長：平原 佐斗司、安斉 俊久
演者：平原 佐斗司、佐野 智美、高田 弥寿子、
木原 康樹

8:30-9:30

ホールCD

LS7

九州のホスピス、緩和ケア関係者からみた日本
緩和医療学会とは？
座長：小杉 寿文、中嶋 由紀子 / 演者：矢津 剛、山岡
憲夫、二ノ坂 保喜、齋藤 武、冨安 志郎、山本 達郎
緩和的外科治療の適応をどう考えるか
座長：太田 惠一朗、片山 寛次
演者：宮﨑 正二郎、児山 香、大澤 岳史、
柿原 直樹

（SL）
ポスター会場

東海・北陸地区における緩和医療の取り組みと課
題～病院側から、地域側から～
座長：東口 髙志、村上 望/演者：井上 聡、向井 未年子、松原 貴子、
龍澤 泰彦、紅谷 浩之、土川 権三郎、小関 支郎、伊藤 彰博

ポスター貼り付け
分野1：PO1～5
分野4：PO6～15
分野6：PO16～20

9:30-10:30
ポスター発表

専門医認定・育成委員会企画
日本緩和医療学会専門医制度
座長：橋口 さおり、大坂 巌 / 演者：坂下 明大、
本間 英之、岡田 雅邦、山本 亮、関根 龍一
緩和ケア Up To Date
座長：大谷 弘行、石木 寛人
演者：田上 恵太、沖崎 歩、蓮尾 英明

東北における緩和ケアのあゆみ、そしてこれから〜東
北緩和医療研究会20年の歩みと東北６県の取り組み〜
座長：橋爪 隆弘、長澤 昌子 / 演者：山室 誠、太田 緑、
木村 祐輔、安藤 秀明、井上 彰、奥山 慎一郎、橋本 孝太郎
口腔ケア時の誤嚥予防を考慮した「水を使わない
口腔ケア」～誤嚥が心配な患者さんへの対応～
座長：西川 満則 / 演者：角 保徳
共催：日本歯科薬品株式会社
在宅での医療処置への応用
座長：岡崎 成実
演者：岡崎 成実、前澤 美代子
共催：DR.C 医薬株式会社
もっと活用できる漢方～がんセン
ター漢方外来における知見から～
座長：林 章敏 / 演者：岡本 英輝
共催：株式会社ツムラ

10:45-11:45

呼吸困難の強い認知症のあるがん患者の症状マネジメント
〜終末期における最善の対応を倫理的側面も踏まえて考える〜
座長：前滝 栄子、今井 堅吾
演者：野島 恵

がんと向き合う AYA 世代の患者を支援するため
に医療者ができること
座長：石田 裕二、安保 博文
演者：堀部 敬三、桜井 なおみ、永山 淳、吉田 沙蘭

SY23

SY27

卒前教育〜5W1H 緩和ケア領域の底上げに向けて〜
座長：鈴木 志津枝、門田 和気
演者：門田 和気、中谷 俊彦、中村 陽一、
川崎 優子、細谷 治
ポスター発表

CC1

主な Cancer Pain Syndrome の診断と治療
座長：松下 格司、大坂 巌
演者：佐藤 哲観、足立 誠司、須賀 昭彦、
山田 圭輔

15:10-16:10

生と死

（SL）

17:00‐
17:30

ポスター発表

CC2 13:50-15:20

痛み

（CL）

終末期の在宅療養の希望を支えるために病院・訪
問診療所の連携はどうあるべきか
座長：岸田 さな江、舩木 康二郎
演者：小杉 和博

オンコロジーエマージェンシー
座長：神谷 浩平、小山 富美子
演者：萩原 信悟、内藤 陽一、田平 芳子、
清水 わか子

14:00-15:00

ポスター発表

北海道における各地区の緩和ケア・在宅ケアのネットワーク
座長：前野 宏、田巻 知宏
演者：杉元 重治、阿部 泰之、瀧川 千鶴子、
中谷 玲二、福徳 雅章

特別講演

アネックスホール

特別講演

第12会場

PL：会長講演

6/23
（金）

会長講演

会長講演
（CL）

6/23
（金）

6/24
（土）

緩和ケアを歴史から紐解
く
座長：桜井 なおみ
演者：志真 泰夫

外科治療
座長：坂本 雅樹、佐藤 健

学校におけるがん教育
座長：林 和彦、儀賀 理暁
演者：野津 有司、貫田 みゆき、根岸 怜子、
三好 綾、副島 賢和

18:0018:10

PAL-LS1 12:35-13:25

O7 11:20-12:20

SY12

専門医教育～ Collaboration が拓く未来～
座長：坂下 明大、西 智弘
演者：橋口 さおり、駒澤 伸泰、松本 禎久、
柏木 秀行

総会

一般演題口演

一般演題口演

416+417
（中継）

第9会場

O5 10:10-11:10

17:3018:00

一般演題口演

会議センター

一般演題口演

315

がん患者の精神症状はこう診る、
向精神薬はこう使う
座長：小川 朝生
演者：上村 恵一

わが国におけるエンド・オブ・ライフ・ケアの現状と課
題〜最期まで患者のレジリエンスを支えるために〜
座長：志真 泰夫、柏木 雄次郎
演者：木澤 義之、田村 恵子、蘆野 吉和、山崎 章郎

313+314
（中継）

第7会場

SL2 16:15-17:15

JSY2 15:45-17:15

慢性便秘症の診断と治療
座長：橋口 さおり
演者：山本 貴嗣
共催：マイラン EPD 合同会社

早期からの緩和ケア
座長：髙瀬 久光、田口 奈津子

第6会場

6/23
（金）

S12

LS2

WS1

リハビリテーション
座長：井上 順一朗、中山 紀子

がん悪液質 (Cachexia) に対する治療戦略の最
前線
座長：中島 信久、安部 能成
演者：森 直治、荒金 英樹、天野 晃滋、立松 典篤

311+312

逐

O4 10:10-11:10

SY2

逐

座長：本田 美和子
演者：本田 美和子、Yves Gineste

19:00

一般演題ポスター

211+212

SL1 14:00-16:00

18:00

一般演題ポスター

一般演題ポスター

第3会場

入院・外来から在宅まで看護の継続性をどう保証するか？
〜切れ目のない地域緩和ケアのための作戦会議 part2〜
座長：下山 理史、濵本 千春
演者：宇野 さつき、早川 満利子、品田 雄市、白髭 豊

O1 9:00-10:00

6/23
（金）

6/24
（土）

メインホール

: ユマニチュード」の緩和医療への導
逐 「優しさを伝えるケア技術
入とその実践

17:00

PALポスター
ディスカッション

セッション
第2会場

16:00

13:4014:00

PAL ポスター貼付

マリンロビー

15:00

: 逐次通訳

案 内

案 内

国立大ホール

第1会場

8:00

逐

ポスター撤去

CC3 15:35-17:05
連携

SSY1 15:20-16:20

SY：シンポジウム

LS：ランチョンセミナー

緩和医療のスタッフが抑えておき
たい医療機器体験セミナー
講師：橋爪 友香
共催：シップヘルスケアファーマシー東日本株式会社

SL：特別企画

JSY：ジョイントシンポジウム

SW：スイーツセミナー

PALS：PAL ランチョンセミナー

FO：交流フォーラム

CM：委員会企画

CD：症例検討ワークショップ

WS：ワークショップ

SSY：スポンサードシンポジウム

CC：ケア・カフェ

S13

