
1日目　6月15日（金）
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ポートピアホール

第2会場 大輪田A

第3会場 大輪田B+C

第4会場 偕楽

第5会場 2号館1階北

第6会場 2号館1階南

第7会場 2号館2階2A

PAL会場 2号館2階2B

第8会場 2号館3階3A

第9会場 1号館2階B

第10会場 1号館2階A

第11会場 メインホール

第12会場

301

レセプションホール
（中継）

PALラウンジ 1・2号館

ポスター会場 1号館1階
3号館

スポンサード
シンポジウム会場 3号館1階会議室

SY1 9:15-10:45 11:00-12:00

9:15-10:45

9:15-10:45

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：森川 みはる、角甲 純、清水 陽一、
　　　宮下 光令

SY2
腕神経叢浸潤症候群による難治性 痛 Pros＆Cons
座長：鈴木 正寛、深澤 圭太
演者：高雄 由美子、松田 良信、福永 智栄、
　　　大熊 加惠

SY3
薬にまつわる多施設連携
～施設特性による薬物療法の工夫～
座長：岡本 禎晃、荒井 幸子
演者：工藤 信孝、辻井 聡容、笠原 庸子

SY4
緩和ケアとがんロコモ
～がん治療における運動器診療との連携～
座長：髙木 辰哉
演者：河野 博隆、酒井 良忠、篠田 裕介、
　　　井上 順一朗、岩瀬 哲

SY5
変化するがん治療を緩和ケアがサポートするには
～進歩するがん薬物療法とともに歩む支持療法～
座長：井上 彰、岸野 恵
演者：加藤 晃史、井上 彰、田上 恵太、磯貝 佐知子

CM1
診療ガイドラインをより深く理解する
～ガイドラインの位置づけとガイドライン事業の今後の方向性
【ガイドライン統括委員会】
座長：中島 信久、細矢 美紀
演者：中島 信久、中山 健夫、余宮 きのみ

SY6
介護・福祉スタッフと共に取り組む緩和ケア
～地域で多職種が関わると安心が増える～
座長：浜野 淳、倉持 雅代
演者：西澤 文恵、荒井 康之、角田 直枝、
　　　川上 嘉明

O1
せん妄/精神・心理的ケア/
コミュニケーション/ピアサポート
座長：清水 研、吉田 沙蘭

O2
ホスピス・緩和ケア病棟/緩和ケアチーム/
緩和ケア外来/制度設計・政策・費用対効果
座長：小原 弘之、坂井 さゆり

SL1
がん看護、緩和ケア、症状マネジ
メント、そしてケアリング
座長：木澤 義之
演者：内布 敦子

オリエン
テーション

8:30-
8:45

オリエン
テーション

12:15-
12:30

O5
オピオイド
座長：冨安 志郎、金子 健

IL1
取れない痛みに対して
どう対応するか
座長：今井 堅吾
演者：阿部 泰之、田村 恵子

IL2
複雑ながん患者の心理を
読み解き、寄り添う
～行動経済学観点からみた
意思決定支援～
座長：川崎 優子/演者：平井 啓

11:00-12:00O6
リハビリテーション/
早期からの緩和ケア
座長：宮田 知恵子、月山 淑

IL3
若手緩和ケア医に聞く
SNSを用いた学びとネットワーキング
座長：前田 一石、木下 寛也
演者：小杉 和博、田上 恵太

11:00-12:00IL4
がん患者の静脈血栓塞栓症に対する
抗凝固療法～新規抗凝固薬の登場で
がん医療の現場は変わったか？～
座長：渡邊 紘章、赤司 雅子
演者：宮崎 雅之、親川 拓也、
　　　赤司 雅子

11:00-12:00IL5
老化による衰弱や認知症等、
超高齢者のEOLにおける
緩和ケア・アプローチ
座長：桑田 美代子
演者：川上 嘉明

O3
小児・若年者の緩和ケア/
非がん患者の緩和ケア（呼吸器疾患、心疾患）
座長：永山 淳、原田 かおる

8:30-10:00
ポスター貼付

8:30-
PALポスター貼付

10:00-17:30
ポスター閲覧

O4
消化器症状/
栄養・悪液質症候群・サルコペニア
座長：小田切 拓也、渡邊 清高

SL：会長講演 IL：招待講演 CM：委員会企画SY：シンポジウム CD：症例検討ワークショップ FO：職種別フォーラム
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13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00

SY7 14:00-15:30
外来がん医療と緩和医療の統合
～ライブカンファで考える多職種連携～
座長：所 昭宏、關本 翌子
演者：里見 絵理子、藤阪 保仁、宗定 水奈子、
　　　太田 桂子、宮部 貴識

SY8
新規オピオイド鎮痛薬の特徴と使い方
座長：岡本 禎晃、松田 陽一
演者：城山 亮輔、上野 博司、佐藤 哲観、
　　　木内 大佑

SY9
認知症を抱えるがん患者と家族のサポート、
倫理的課題
座長：小林 孝一郎、村上 真由美
演者：高野 利実、谷向 仁、田村 里子、林 ゑり子

CM2 14:00-15:30

14:00-15:30

14:00-15:30

日本緩和医療学会 専門医・認定医制度概説
【専門医認定・育成委員会】
座長：橋口 さおり、山本 亮
演者：関根 龍一、山本 亮、片山 英樹、柏木 秀行

SY10
こどもたちに緩和ケアを届けるために
～小児専門ではない緩和ケアチームが
小児患者に関わるために大切にしていること～
座長：松原 貴子、余谷 暢之
演者：松原 貴子、小杉 寿文、紅谷 浩之、市橋 正子

O8
痛み以外の症状/非薬物療法
座長：大澤 岳史、伊藤 由美子

SY11
オピオイド誘発性便秘症に対する治療戦略
座長：大坂 巌、柏木 夕香
演者：鈴木 勉、有賀 悦子、今井 堅吾、根岸 恵

SY12
緩和ケア病棟・在宅緩和ケアに求められる
新しい役割
座長：三浦 智史、船越 政江
演者：嶋田 和貴、西 智弘、吉岡 亮、加藤 恒夫

CM3
日本緩和医療学会研究助成採択課題を
通して考える緩和ケア研究の進め方
【学術委員会】
座長：齊藤 洋司、宮下 光令
演者：山口 崇、松田 能宣、長岡 広香、
　　　十九浦 宏明

12:30-13:30LS1
アセトアミノフェンと肝機能検査
座長：余宮 きのみ
演者：熊谷 雄治
共催：あゆみ製薬株式会社

12:30-13:30LS2
この数年の興味深い研究の臨床への反映と、
苦痛緩和のための鎮静の国際的な話題
座長：細川 豊史/演者：森田 達也
共催：久光製薬株式会社
　　　協和発酵キリン株式会社

12:30-13:30LS3
緩和ケアにおける腹水濾過
濃縮再静注法(CART)の役割
座長（基調講演）：中島 信久
演者：伊藤 哲也、横道 直佑
共催：旭化成メディカル株式会社

12:30-13:15PAL-LS1
緩和ケアのこれまでと
これから
座長：渡邊 清高
演者：木澤 義之

12:30-13:30LS4
がん 痛治療の最前線
～イーフェンバッカル錠の活用～
座長：月山 淑
演者：服部 政治
共催：大鵬薬品工業株式会社

12:30-13:30LS5
・一般急性期病院における
　認知症入院診療体制の構築
・がん治療中の認知症患者に対する
　効果的なチームアプローチ
座長：谷向 仁
演者：宮尾 眞一、井上 真一郎
共催：中外製薬株式会社

LS6
がん患者が自覚する痛みと
オピオイド治療について
座長：下山 直人
演者：山口 重樹
共催：ファイザー株式会社

LS7
緩和ケアに漢方の力を！
座長：里見 絵理子
演者：山蔭 道明
共催：株式会社ツムラ

O7
痛みの評価・診断/オピオイド以外の
薬物療法/その他の痛みに関するもの
座長：鄭 陽、安部 睦美

SY13 15:45-17:15

15:45-17:15

15:45-17:15

15:45-17:15

心不全緩和ケアのこれから
座長：木原 康樹、柏木 秀行
演者：大石 醒悟、柴田 龍宏、大森 崇史、
　　　安斉 俊久

SY14
こうやる！がん 痛に対するインターベンション治療
座長：小杉 寿文、松本 禎久
演者：肥塚 史郎、橋本 裕輔、曽根 美雪、
　　　星宮 康子

SY15
「悪い知らせを伝える」
コミュニケーションガイドライン
座長：岡島 美朗、二宮 ひとみ
演者：秋月 伸哉、藤森 麻衣子、間島 竹彦、
　　　白井 由紀

FO1
一緒に考えよう!　
切れ目のない緩和ケア提供のために　　
今、外来で求められる看護の役割～看護師～
座長：小山 富美子、藤原 由佳
演者：高山 良子、角田 明美、長尾 充子

O9
ホスピス・緩和ケア病棟/緩和ケアチーム/
教育・啓発/研究
座長：横道 直佑、馬場 玲子

CD1
認知機能障害による離院のため、
施錠管理及び強制退院に至った症例
座長：木下 寛也、桑田 美代子
演者：相木 佐代

15:45-17:15SY16

17:30-18:30SSY1

Steroid! Or Not? 
～ステロイドを科学する～
座長：本間 英之
演者：山本 泰大、浜野 淳、松尾 直樹、逢阪 美里

CM4
2018年度ELNEC-Jコアカリキュラム指導者交流集会
～あなたも明日からやれる!ELNEC-Jコアカリキュラム看護師
教育プログラム～【教育・研修委員会 ELNEC-J WPG】
座長：西山 みどり、村上 真由美
演者：岡山 幸子、津金澤 理恵子

PALポスターディスカッション

17:30-19:00
ポスターセッション

みんなで考えるよりよい突出痛治療
～進まないレスキュー薬の自己管理の
課題と解決策を考える～
座長：的場 元弘
演者：的場 元弘、高下 典子、岡本 禎晃
共催：協和発酵キリン株式会社

O：口演LS：ランチョンセミナー SSY：スポンサードシンポジウム PAL-LS：PALランチョンセミナーWS：ワークショップ

：同時通訳 ：事前申込制

案

内

S13


