
オリエン
テーション

8:15-
8:30

10:15-11:15IL6
混合研究法への誘い
座長：阿部 泰之
演者：成田 慶一

10:15-11:15

10:15-11:15

10:15-11:15

IL7
ディグニティセラピーのその後
そして、人生の意味に焦点を
当てた精神療法
座長：明智 龍男
演者：伊藤 嘉規、藤澤 大介

IL8
がん患者に対する地域での
リハビリテーション
座長：辻 哲也
演者：大森 まいこ

O12
在宅緩和ケア/
退院支援・退院調整
座長：濵本 千春、坂本 岳志

IL10
皮下注射で症状緩和はどこまで可能か
～オピオイド以外の薬剤の可能性を探る～
座長：久永 貴之、龍 恵美
演者：小泉 直也、矢吹 律子、関本 剛

IL11
More, Better, Earlier: 
The Serious Illness Care Program
座長：内富 庸介
演者：Rachelle Bernacki

O13
非がん患者の緩和ケア/
特定の集団に対する緩和ケア
座長：山口 健也、岡 佳子

IL9
緩和ケア提供者が知っておくべき家族性腫瘍の課題
～遺伝子診断により家族性腫瘍と診断された患者や家族に
どのようなチーム医療を提供するか～
座長：吉田 健史
演者：山内 英子、村上 好恵

SY17 8:30-10:00
終末期のケアのエビデンス
座長：池永 昌之、川村 三希子
演者：内藤 明美、青山 真帆、森田 達也

SY18
小児の痛みをどうするか
座長：多田羅 竜平、竹之内 直子
演者：森 尚子、岡本 淳、加藤 実、松岡 真里

SY19
がんサバイバーの慢性 痛に対する
オピオイドの使用
座長：上野 博司、間宮 敬子
演者：里見 絵理子、白川 賢宗、成瀬 暢也

O10
就労の問題/終末期・倫理的問題/
アドバンス・ケア・プランニング/
看取りの前後のケア
座長：船橋 英樹、林 ゑり子

SY20
そろそろがん治療終結？そんなときどうする？
～看護師に求められる調整の極意～
座長：矢野 和美、小林 孝一郎
演者：村木 明美、黒澤 亮子、船越 政江、菊池 由生子

O11
緩和ケアを支える多職種の力/チーム医療
座長：宇野 さつき、小田 浩之

SY21
がん教育における緩和ケア
座長：下山 理史、儀賀 理暁
演者：長岡 邦子、竹平 理恵子、林 和彦、
　　　美濃屋 亜矢子

CM5 8:30-10:00
緩和ケア研修会のこれから
～効率化を目指したeラーニングが導入されて～
【委託事業委員会】
座長：木澤 義之、上村 恵一
演者：山本 亮、田村 恵子、天野 慎介

SY22
眩暈・吃逆・掻痒感
～エビデンスの少ない症状のこれまでとこれから～
座長：前田 一石、石木 寛人
演者：飯田 真之、風間 郁子、西島 薫、石木 寛人

CM6
みんなの緩和医療の現場はどうすれば良くなる ?
現場の問題抽出～エビデンス構築～診療報酬化までの道筋を探る
【健康保険・介護保険委員会】
座長：所 昭宏、福井 小紀子
演者：所 昭宏、久保田 陽介、矢津 剛、岡村 紀宏

SY23
慢性呼吸器疾患における呼吸困難のマネジメント
Management of Breathlessness in Chronic 
Respiratory Illnesses
座長：大石 愛、山口 崇
演者：松田 能宣、合屋 将、Irene J. Higginson

SY24
苦痛のスクリーニング：
どのように実施し、患者ケアにつなげるか
座長：向井 未年子、奥山 徹
演者：藤原 由佳、濱口 恵子、碓井 子

WS1 8:30-11:30
GRACEワークショップ：コンパッションを育む研修会
座長：恒藤 暁、朴 順禮
演者：Anthony L. Back、Cynda Hylton Rushton

8:30-15:45
ポスター閲覧

8:30-15:00
ポスター閲覧

（2日目　6月16日 土）
会場名 講演会場

第1会場

ポ
ー
ト
ピ
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ホ
テ
ル

神
戸
国
際
展
示
場

神
戸
国
際
展
示
場

神
戸
国
際
会
議
場

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

PAL会場 2号館2階2B

第8会場

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）

ワークショップ会場 501

PALラウンジ 1・2号館

ポスター会場 1号館1階
3号館

8:00 9:00 10:00 11:00

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

2号館2階2A

2号館3階3A

案

内

S14

総会
13:00-13:30

11:45-12:45LS8
ヒドロモルフォン3製剤をどう使いこなすか
～オピオイドの投与経路を考える～
座長：余宮 きのみ
演者：小杉 寿文
共催：第一三共株式会社

LS9
肺がん患者における
痛治療について

座長：三宅 智
演者：髙山 浩一
共催：塩野義製薬株式会社

11:45-12:45

11:45-12:45

11:45-12:30

LS10
形状機能を有する新しい栄養製品による
緩和ケアのベストプラクティス
座長：東口 髙志
演者：飯島 正平
共催：イーエヌ大塚製薬株式会社

PAL-LS2
マインドフルネスを
ストレス・ケアにいかす
座長：秋月 伸哉
演者：藤澤 大介

LS11
がん患者にみられる神経障害性 痛
座長：橋口 さおり
演者：平川 奈緒美
共催：ファイザー株式会社

エーザイ株式会社
LS12
タペンタドール
～がん 痛治療における有力な選択肢～
座長：服部 政治
演者：佐藤 哲観
共催：ムンディファーマ株式会社

11:45-12:45LS13
みんなが知りたいメサドンの話
Methadone: beautiful and impossible?

LS14
緩和ケアを医療における大切な機能と位置付けるために
～第3期がん対策推進基本計画から読み解くもの
座長：齋藤 訓子
演者：池永 昌之
共催：東和薬品株式会社

SY25 14:00-15:30

14:00-15:30

鼎談：死にゆく患者を前にして
～わたしの流儀～
座長：小澤 竹俊、梅田 恵
演者：志真 泰夫、田村 恵子、山崎 章郎

SY32 15:45-17:15
今晩どうする？せん妄対策道しるべ
座長：谷向 仁
演者：松田 能宣、山川 宣、井上 真一郎

SY33 15:45-17:15
がん治療・緩和ケアにおける栄養と運動の
Up To Date
座長：中島 信久、上杉 英生
演者：森 直治、片山 寛次、中山 環、立松 典篤

CD2 15:45-17:15
ACPの話し合いを開始しながらも終末期の
意向が確認できないまま看取りとなった
心不全患者への関わり
座長：柏木 秀行、横江 由理子
演者：佐々木 牧子

CM9 15:45-16:45

15:45-17:15

緩和ケアにおける結核の現状と課題
【安全・感染委員会】
座長：髙宮 有介
演者：佐々木 結花

CM10
専門的な緩和ケアの質を高めていくために私たちが取り組むべきこと
について考える～現場による取り組みと学会等によるシステムづくり～
【専門的・横断的緩和ケア推進委員会】
座長：加藤 雅志、秋月 伸哉
演者：加藤 雅志、坂下 明大、垣見 留美子、
　　　樋口 こず絵、中澤 葉宇子

CM11
在宅における緩和医療の現状と問題点
【国際交流委員会】
座長：服部 政治、東口 髙志
演者：服部 政治、Hyun Sook Kim、中山 真美

SY34
アドバンス・ケア・プランニング（ACP)の
本質である「コミュニケーション」のきっかけ作り
Making an opportunity for communication ? 
This is the essence of "Advance Care Planning (ACP)"
座長：森 雅紀、大谷 弘行
演者：Judith A.C. Rietjens、蔵本 浩一、山本 瀬奈、
　　　Anthony L. Back

SY28 14:00-15:30

14:00-14:40

14:00-15:30

緩和ケアの質を高めるためにチーム・病棟・
地域が取り組むこと
座長：小早川 誠、加藤 雅志
演者：四宮 敏章、宮森 正、坂下 明大

PAL-O
PAL口演発表
座長：天野　慎介
　　　藤原　由佳

SY29
病院でもない、自宅でもない場でがん患者を
支える
座長：高橋 都、海津 未希子
演者：龍澤 泰彦、西村 詠子、高下 裕子、栗原 幸江

SY30
呼吸困難緩和のための実践
～他施設での実践から学ぶ～
座長：田中 桂子、山口 崇
演者：合屋 将、渡邊 紘章、佐藤 淳也、角甲 純

CM8
利益相反の大切さを学ぼう
【倫理・利益相反委員会】
座長：濵本 千春、中島 信久
演者：曽根 三郎、下山 理史

SY31
小児緩和ケアからのメッセージ
～非がん疾患への関わりとこれからのありかたについて～
Pediatric palliative care: Current status of 
non-cancer illnesses and future directions
座長：余谷 暢之
演者：余谷 暢之、笹月 桃子、Chris Feudtner

FO2
緩和医療に用いられる新規薬剤の薬学的管理
について
～薬剤師～
座長：伊勢 雄也、塩川 満
演者：植沢 芳広、川名 真理子、千原 里美、
　　　坂本 岳志

WS2
地域緩和ケアワークショップ：
Integrating palliative care through collaboration 
and education. A discussion looking ahead.
講師：Ian Gwynne-Robson、
　　　Ivor Cammack、鷹津 英

SY26
サルコペニア・悪液質から考える緩和ケアと
食・栄養の接点
座長：細川 豊史、東口 髙志
演者：吉田 貞夫、天野 晃滋、片山 寛次、二村 昭彦

SY27
認知症高齢者の痛みの評価と治療方針の決定
座長：市原 香織、上村 恵一
演者：菅野 康二、神林 祐子、高井 ゆかり、
　　　小川 朝生

CM7
消化器症状ガイドライン2017 ここが変わった
【ガイドライン統括委員会 消化器症状ガイドライン改訂WPG】
座長：久永 貴之、新城 拓也
演者：久永 貴之、今井 堅吾、本間 英之、新城 拓也、
　　　大坂 巌、松尾 直樹

15:45-17:30
ポスター撤去

15:00-17:30
ポスター撤去

12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00

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

表
彰
式

座長：細川 豊史
演者：Sebastiano Mercadante、関根 龍一
共催：帝國製薬株式会社/テルモ株式会社

：同時通訳 ：事前申込制

案

内

S15


