
日
本
緩
和
医
療
学
会

「広めよう、深めよう、緩和ケア」

12月7日[土]
三重大学医学部総合医学教育棟（臨床講義棟）第１･２･３臨床講義室

[事前登録] 会員 3,000円／非会員 4,000円
[当日参加] 会員 3,500円／非会員 4,500円

日時
令和元年

テーマ

第

２
回

/ 8日[日] 9:00～15:30

〒514-8507 三重県津市江戸橋2丁目174番地

会場

大会長
松原 貴子（三重大学医学部附属病院 緩和ケアセンター）

参加費

14:30～18:00

7日（1日目）

プログラム

▶シンポジウムⅠ 緩和医療～知っておきたい最新のエビデンス
▶基礎セミナー
１）苦痛緩和～呼吸困難に対応する 医療とケアの両面から
２）苦痛緩和～せん妄に対応する 医療とケアの両面から

▶イブニングセミナー

▶パネルディスカッションⅠ早期からの緩和ケア～がん治療の変化の中で～
▶パネルディスカッションⅡエンドオブライフケアを考える
▶シンポジウムⅡ
患者の「生きる」を支える～それぞれの職種の強みを活かす～

▶一般演題 口演／ポスター
▶ランチョンセミナー／スイーツセミナー
▶企画展示：がん患者の在宅療養生活をイメージする

8日（2日目）

お問い合わせ

日本緩和医療学会第2回東海北陸支部学術大会 運営事務局
三重大学医学部附属病院 緩和ケアセンター TEL.059-231-5764 FAX.059-231-5348

E-mail kanwa-2019mie@clin.medic.mie-u.ac.jp

▶日本緩和医療学会のＨＰよりお申し込みください（上記QRコードを利用ください）
https://www.jspm.ne.jp/shibukai/tokaihokuriku_cong_1912.html

一 般 演 題 募 集

8月1日[木]～9月25日[水]

事 前 参 加 登 録

8月1日[木]～10月30日[水]

詳細はこちらから



第2回日本緩和医療学会　東海北陸支部学術大会
タイムテーブル

時間
第1会場

（第3講義室）
第2会場

（第2講義室）
第3会場

（第1講義室）
ホワイエ 研究棟会議室等

ポスター閲覧
13:25-13:50

企業展示・
集いの広場
9:00-15:30

14:00
シンポジウムⅡ
14:00-15:30

患者の「生きる」を支える
～それぞれの職種の
強みを活かす～

スイーツセミナー
14:00-15:00

共催：第一三共株式会社14:30

15:00

15:30
閉会式

12:30

13:00

16:00

13:30

8:30

受付・クローク
8：30-16:009:00

パネルディスカッションⅠ
9:00-10:20

早期からの緩和ケア
～がん治療の変化の中で～

一般演題Ⅰ
9:00-10:00 企業展示・

集いの広場
9:00-15:30

9:30

10:00

10:30
パネルディスカッションⅡ

10:30-12:00
エンドオブライフケアを考える

～さまざまな現場の
取り組みを通して～

一般演題Ⅱ
10:30-11:30

11:00

11:30

12:00

ランチョンセミナーⅠ
12:15-13:15

共催：株式会社ツムラ

ランチョンセミナーⅡ
12:15-13:15

共催：塩野義製薬株式会社

12月8日（日）

開会式

シンポジウムⅠ
15:15-16:45

緩和医療～知っておきたい
最新のエビデンス

15:30

基礎セミナーⅡ
15:45-16:45
苦痛緩和

～せん妄への対応
医療とケアの両面から

16:00

16:30

17:00

イブニングセミナー
17:00-18:00

共催：ムンディファーマ
株式会社

17:30

18:00

12月7日（土） 第2回組織委員会
13:00-13:4513:30

受付・クローク
13:45-18:15

14:00

企業展示・
集いの広場
14:00-17:00

14:30
基礎セミナーⅠ
14:30-15:30
苦痛緩和

～呼吸困難への対応
医療とケアの両面

15:00

代議員会
17:00～18:00
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第 2 回日本緩和医療学会 東海北陸支部学術大会 プログラム 

 

＜12 月 7 日 土曜日（1 日目）＞ 

第 1 会場 第 3 臨床講義室 

◆開会式 大会長挨拶 15：00～15：10 

◆シンポジウム１ 15：15-1６：45 

「緩和医療～知っておきたい最新のエビデンス」 

 座長 渡邊 紘章（小牧市民病院 緩和ケア科） 

    二村 昭彦（藤田医科大学七栗記念病院 薬剤課） 

 演者 今井 堅吾（聖霊三方原病院 ホスピス科） 

長谷川 貴昭（名古屋市立大学病院 緩和ケアセンター） 

浅井 泰行 （小牧市民病院 緩和ケア科） 

石原 正志 （岐阜大学医学部付属病院 薬剤師） 

 総合コメンテーター 森田 達也（聖隷三方原病院 緩和支持治療科） 

◆イブニングセミナー 17：00-18：00 共催 ムンディファーマ株式会社 

 座長 森田 達也（聖隷三方原病院 緩和支持治療科）   

演者 林 章敏先生（聖路加国際病院 緩和ケア科） 

「がん疼痛治療におけるタペンタドールの役割 ～今、求められるがん疼痛治療とは～」 

 

 第２会場 第２臨床講義室 

◆基礎セミナー１ 14：30～15：30 

「苦痛緩和～呼吸困難への対応 医療とケアの両面から」 

座長 坂本 雅樹（名古屋徳洲会病院外科・緩和ケア外科） 

小林孝一郎（富山赤十字病院呼吸器外科・緩和治療センター） 

演者 吉本 鉄介（中京病院 緩和支持治療科） 

村木 明美（済生会松阪総合病院 がん看護専門看護師） 

◆基礎セミナー２ 1５：45～16：45 

「苦痛緩和～せん妄への対応 医療とケアの両面から」 

座長 坂本 雅樹（名古屋徳洲会病院外科・緩和ケア外科） 

福永 稚子（三重大学医学部附属病院 がん看護専門看護師） 

演者 久保田陽介（名古屋市立大学大学院医学研究科 精神・認知・行動医学講座） 

古川 陽介（名古屋市立大学病院 がん看護専門看護師） 

 第３会場 第１臨床講義室  

◆企業展示 14：00～17：00 
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◆集いの広場 

企画展示「がん患者の在宅療養生活をイメージする」 14：00～17：00 

 

＜12 月８日 日曜日（２日目）＞ 

第 1 会場 第 3 臨床講義室 

◆パネルディスカッション１ 9：00～10：20 

「早期からの緩和ケア～がん治療の変化の中で～」 

座長 下山 理史（愛知県がんセンター 緩和ケアセンター／緩和ケア部） 

室田かおる（名古屋第二赤十字病院 がん性疼痛看護認定看護師） 

演者 安藤 正志（愛知県がんセンター 薬物療法科）" 

梶浦 新也（富山大学附属病院 臨床腫瘍学講座／がん緩和ケア部門） 

堀口 美穂（三重大学医学部附属病院 がん看護専門看護師） 

◆パネルディスカッション２ 10：30～12：00 

「エンドオブライフケアを考える～さまざまな現場の取り組みを通して～」 

座長 松原 貴子（三重大学医学部附属病院 緩和ケアセンター） 

横江由理子（いきいき在宅クリニック 緩和ケア認定看護師）" 

演者 伊藤 浩明（県立多治見病院 緩和ケア内科）" 

井上 登太（みえ嚥下リハビリクリニック） 

帰山絵津子（金沢大学附属病院 小児科看護師）" 

御牧 由子（静岡がんセンター医療ソーシャルワーカー） 

◆ランチョンセミナー１ 12：15～13：15  共催 株式会社ツムラ 

 座長 東口 髙志（藤田医科大学医学部外科・緩和医療学講座） 

演者 丸山 一男（三重大学大学院医学系研究科 麻酔集中治療学講座） 

  「便秘と漢方薬 ～効果のしくみ～」 

◆シンポジウム２ 14：00～15：30 

「患者の「生きる」を支える～それぞれの職種の強みを活かす～ 

座長 向井未年子（愛知県がんセンター がん看護専門看護師） 

澤井 美穂（東海中央病院 がん看護専門看護師） 

演者 苅谷 三月（岐阜大学医学部附属病院 がん看護専門看護師） 

小林 星太（とくひさ中央薬局） 

菊田 正寛（厚生連高岡病院 リハビリテーション部） 

鈴木志保子（三重大学医学部附属病院 医療ソーシャルワーカー） 

山田 真弓（名古屋医療センター チャイルドライフスペシャリスト） 
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第２会場 第２臨床講義室 

 ◆一般演題１（口演） 9：00～10：00（予定） 

 ◆一般演題２（口演） 10：30～11：30（予定） 

◆ランチョンセミナー２ 12：15～13：15 共催：塩野義製薬株式会社     

座長 松原 貴子（三重大学医学部附属病院 緩和ケアセンター）  

演者 有賀 悦子（帝京大学 緩和医療学講座）  

「あなたはオピオイドをどのように選択していますか？ ～文献から見る鎮痛薬の特性～」 

◆スイーツセミナー 12/8（日）14：00-15：00 共催 第一三共株式会社 

  座長 中瀬 一則（三重大学医学部附属病院 がんセンター） 

  演者 余宮きのみ（埼玉県立がんセンター 緩和ケア科） 

「今！すぐ！役立つ がん疼痛治療 2 つのポイント」 

 

第３会場 第１臨床講義室  

 ◆一般演題３（ポスター） 13：20～14：50（予定） 

◆一般演題４（ポスター） 13：20～14：50（予定） 

 

 ◆企業展示 9：00～15：30 

◆集いの広場 

企画展示「がん患者の在宅療養生活をイメージする」 9：00～15：30 


	日本緩和医療学会

