
－1－ －2－

8：00

9：00

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

18：00

19：00

1日目 平成26年10月3日金

第1会場
5F／大ホール

第2会場
5F／小ホール

第3会場
2F／瑞雲・平安

第4会場
2F／福寿・桃源

サイコオンコロジーと
Public health

8:30～10:00　シンポジウム1

　　座長：平井　啓・塩崎麻里子
シンポジスト：山本精一郎／溝田友里
　　　　　石川善樹・岡浩一朗　

精神腫瘍医がいないところで、
こころのケアをどうするか！

10:10～11:40　シンポジウム4

　座長：松島英介・木澤義之　　
シンポジスト：奥山慎一郎・宇野さつき
　　　　上村恵一・明智龍男　　

13:25～14:05　
社　員　総　会

わが国におけるピアサポート
活動の現況と方向性

16:20～17:20　教育講演3

座長：秋月伸哉
演者：天野慎介

サイコオンコロジー、
リ・イノベーション
－サイコオンコロジーと
社会との新しい関わり－

14:10～16:10　ラウンドテーブ
ルディスカッション

ファシリテーター：小川朝生・平井　啓　
パネリスト：天野慎介・桜井なおみ
　　　　　勝俣範介・江副　聡　

松島英介　

8:30～10:50　一般口演1
座長：大島　彰・吉内一浩

小早川誠　　

今、がん相談に求められるcompetency：知識・ス
キル・姿勢－ソーシャルワーカーの立場から－

9:00～10:00　教育講演1

座長：高山智子
演者：田村里子

終末期の問題（がん治療の発展
の現状と医療者自身の苦悩）

8:30～10:00　シンポジウム2

　　　座長：大西秀樹・大谷弘行
シンポジスト：遠山啓亮・林ゑり子
　　　　　　石田真弓　　　　　

ASCOにおける
患者参加プログラム報告

11:00～12:00　教育講演2

座長：高橋　都　
演者：桜井なおみ

ピアサポートの
さまざまな形と特色を考える

14:10～15:40　シンポジウム6

　　座長：秋月伸哉・高橋　都　
シンポジスト：伊藤朋子・野田真由美
　　　　　堀田めぐみ・福田康介

参加費受付 8：15～　2Ｆロビー

がん相談員に求められる
３つの『力』

10:10～11:40　シンポジウム5

　　座長：高山智子・石川睦弓　
シンポジスト：橘　直子・横川史穂子

高山智子　

気持ちのつらさの対策をがん医療現場
に伝える～PEACE PROJECT～

12:20～13:20　ランチョンセミナー1

座長：清水　研
演者：秋月伸哉

共催：持田製薬株式会社

緩和ケアチームコンサルテー
ションで苦慮した事例

10:10～12:10　事例検討1

　　座長：小山敦子・柏木雄次郎
事例提供者：梶山　徹・垣見　亮　
コメンテーター：江村成就・高見陽子　
　　　　　坂田尚子　　　　　　

18:40～　
会員懇親会

8:20　　　開会の辞

せん妄への多職種介入プログラム
の紹介～せん妄の基礎と初期対応

17:30～18:30　ワークショップ3

座長：井上真一郎　　　　　
演者：比嘉謙介・佐々木千幸

15:50～18:30　一般口演2
座長：所　昭宏・四宮敏章

瀧本禎之　　

チーム医療の盲点に挑む！！

14:10～15:40　シンポジウム7

　　座長：栗原美穂・松本禎久　
シンポジスト：小林直子・松橋久恵　
　　　　　上杉英生・上野順也　

15:50～18:30　一般口演3
座長：木下寛也・谷向　仁

松岡弘道　　

うつ病と不眠

12:20～13:20　ランチョンセミナー2

座長：松島英介
演者：内山　真
共催：MSD株式会社

新たながん診療体制で求められるサイコオンコ
ロジストの役割と具体的活動のための第一歩
～平成26年から開始された新たながん
診療連携拠点病院制度を踏まえて～

14:10～15:40　シンポジウム8

　　座長：加藤雅志・上村恵一　
シンポジスト：中原理佳・岡山幸子　
　　　　　小室龍太郎・田中輝明

共催：特定非営利活動法人　日本緩和医療学会
（厚生労働省委託事業オレンジバルーンプロジェクト）
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第5会場
1F／展示ホール1

ポスター会場

1F／展示ホール2

8:30～18:30
ポスター掲示
ポスター発表者
在席時間

16:15～17:00

9:00～17:20
ピアサポート交流会

共催：特定非営利活動法人
日本緩和医療学会

（厚生労働省委託事業オレン
ジバルーンプロジェクト）

がん領域で働く
若手心理士の必須知識
～ここが違うよ、がん患者～

座長：堂谷知香子　　　　
演者：冨岡　直・石田真弓
　　　大西秀樹・満田　大

14:10～16:40　ワークショップ2

病は人を成長させるのか？
～心的外傷後成長（PTG）の

研究と実体験～

8:30～10:00　シンポジウム3

　　座長：清水　研・安藤満代　
シンポジスト：清水　研・富田眞紀子
　　　　　松原芽衣・上野　創　

チーム医療で働く
心理士を育てる！

～病院側・大学院生・大学教員
の立場から～

座長：平井　啓　　　　　　
演者：鈴木伸一・古賀晴美　
　　　小川祐子／長谷川由美

10:10～11:40　ワークショップ1

※8:30～10:00の間にポスター
を貼付してください。
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2日目 平成26年10月4日土

緩和ケアチーム活動の
困難と工夫

～チーム活動の悩みを語ろう～

第1会場
5F／大ホール

8:30～10:00　シンポジウム9

　　座長：小早川誠・小山富美子
シンポジスト：中村喜美子・平　俊浩
　　　　　二宮ひとみ・小枝伸行

第2会場
5F／小ホール

第3会場
2F／瑞雲・平安

第4会場
2F／福寿・桃源

市民・患者・医療従事者へ
われわれは何を

普及啓発していくべきか

10:10～12:10　合同シンポジウム1

　　　座長：加藤雅志・池永昌之
シンポジスト：緒方真子・池永昌之
　　　　　　大島　彰・平井　啓

日本緩和医療学会との合同開催

高齢者のがん診療

13:25～14:25　教育講演4

座長：小川朝生
演者：田村和夫

かかりつけ医の在宅医療
～超高齢社会　私たちのミッション～

14:35～15:35　教育講演5

座長：木下寛也
演者：太田秀樹

在宅医療におけるサイコオン
コロジーとの連携を考える

15:45～17:15　合同シンポジウム2

　　　座長：木下寛也・川越正平
コメンテーター：富岡里江・宮崎真吾
症例提示者：松本禎久　　　　　
シンポジスト：北田志郎　　　　　

日本在宅医学会との合同開催
共催：公益財団法人　在宅医療助成　勇美記念財団

せん妄や認知症を抱える
がん終末期患者の
退院支援・地域連携

9:00～10:30　シンポジウム10

　座長：福井小紀子・小笠原利枝
シンポジスト：福井小紀子・奥出有香子
　　　　高仲雅子・鈴木樹美　　
　　　　河村朋子　　　　　　　

プロフェッショナルサポート
とピアサポートとの連携

8:30～10:00　シンポジウム11

　　　座長：木下寛也・遠藤公久
シンポジスト：加藤力也・山岡鉄也
　　　　　　栗原幸江・大松重宏

意思決定支援について考える

8:30～10:00　シンポジウム12

　座長：木澤義之・竹之内沙弥香
シンポジスト：木澤義之・寺町芳子　　
　　　　清水千佳子・瀧本禎之　

対応の難しい患者との
関わり方

10:40～12:10　シンポジウム13

　　座長：河野佐代子・松岡弘道
シンポジスト：船橋英樹・松田能宣　
　　　　　伊豆原知恵・久村和穂

新たながん診療提供体制に
おいて求められるがん患者
のうつ病マネージメント

13:25～14:55　シンポジウム15

　　座長：奥山　徹・清水　研　
シンポジスト：清水　研・馬場華奈己
　　　　　久保田陽介・河西千秋

参加費受付 8：15～　2Ｆロビー

高齢がん患者の治療・ケアの
最前線

10:40～12:10　シンポジウム14

　　座長：小川弘美・小川朝生　
シンポジスト：長島文夫・海堀昌樹　
　　　　　濱口哲弥・金子眞理子

生活者の視点から捉える
患者・家族の苦悩とその支援
～社会的存在への揺らぎをどう
受け止め、どう支えるか～

13:25～14:55　シンポジウム16

　座長：加藤雅志・福地智巴　　
シンポジスト：鈴木幸一・白波瀬丈一郎
　　　　堀之内秀仁・横川史穂子

がん診断時からの不眠に関する緩和ケア

12:20～13:20　ランチョンセミナー3

座長：久住一郎
演者：上村恵一

共催：エーザイ株式会社

がん患者指導管理の充実と
精神腫瘍学的サポート

15:05～16:35　合同シンポジウム3

　座長：柴田和彦・所　昭宏　　
　演者：高野利実・小室龍太郎　
　　　　村口さつき・小林勝昭　

日本臨床腫瘍学会との合同開催

遷延する精神症状を抱えた
がん患者の看護や地域連携
する上での問題点や工夫

10:10～12:10　事例検討2

　　　座長：山田　祐　　　　　
シンポジスト：田嶋千彩・坂本節子

　　鶴闢まり子

終末期におけるこころの問題
－症例から考える－

13:25～14:55　事例検討3

　　　座長：林ゑり子・大谷弘行
シンポジスト：石田真弓・四宮敏章

　高橋孝郎

家族ケア・遺族ケア
～家族や遺族への多職種による
アプローチの実践方法の検討～

15:05～16:35　事例検討4

　　座長：近藤まゆみ・加藤雅志
症例提示：吉田沙蘭　　　　　　
ディスカッサント：風間郁子・橘　直子　

石田真弓　

共催：公益財団法人　在宅医療助成　勇美記念財団
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第5会場
1F／展示ホール1

【事前申込制】

8:30～16:30
ポスター掲示

ポスター会場

1F／展示ホール2

研修会場

4F／研修室

ランチセッション会場

2F／蓬莱

共催：公益財団法人 日本対がん協会

9:00～12:00　がんサロン研修会

がん患者指導管理料２算定
の実施に向けての戦略検討

【事前申込制】

　　座長：海津未希子　　　　　
ファシリテーター：山口聖子・小笠原利枝
　　　　　堀孔美恵・伊藤郁美　
　　　　　祖父江由紀子　　　　

13:30～15:00　ワークショップ4

16:30～17:00
ポスター撤去

【事前申込制・有料】

　　　司会：小早川誠・岩満優美
　　　講師：平井　啓・白石恵子
ファシリテーター：小早川誠・岡崎賀美
　　　　　　尾形明子・岩満優美

13:30～16:10　
「がん医療で使える心理療
法のエッセンス」研修会

～自分たちのケア、どうしていますか？～

12:20～13:10　ミート・ザ・エキ
スパート－ランチセッション－

エキスパート：松島英介・大西秀樹
　　　　　　内富庸介・明智龍男
ファシリテーター：石田真弓　　　　　


