プ ロ グ ラ ム
13：30－14：30 第一会場（講堂）

特別講演

座長：山本 達郎（熊本大学医学部附属病院）

１．「緩和リハビリテーションのポイント」
安部 能成（千葉県立保健医療大学健康科学部 リハビリテーション学科）

シンポジウム（1）
がん緩和医療医の養成：九州での取り組み

10：30－12：00 第二会場（研修室 2・3）

座長：吉武 淳（熊本大学医学部附属病院）

１．「がん緩和医療医の養成」
清水 祐紀子（九州大学病院がんセンター 緩和ケアチーム）

２．「がん緩和医療医の養成

～現状と課題～」

北條 美能留（長崎大学病院 麻酔科・緩和ケアセンター）

３．
「がん緩和医療医の養成：九州での現状と課題-佐賀県での現状と課題－」
小杉 寿文（佐賀県医療センター好生館 緩和ケア科）

４．「がん緩和医療医の養成：九州での現状と課題」
福重 哲志（久留米大学病院 緩和ケアセンター）
14：45－16：15
シンポジウム（2）
九州各県における ELNEC-J の取り組みについて

第二会場（研修室 2・3）

座長：楠葉 洋子（長崎大学大学院医歯薬学総合研究科保健学専攻看護学講座）
本

尚美（熊本大学医学部附属病院 看護部）

１．「長寿県鹿児島における ELNEC-J の現状と課題」
清水 佐智子（鹿児島大学医学部保健学科看護学専攻臨床看護学講座）

２．「九州各県における ELNEC-J の取り組みについて～長崎県の取り組み～」
中嶋 由紀子（長崎大学病院 緩和ケアセンター）

３．「福岡県及び当院におけるＥＬＮＥＣ－Ｊコアカリキュラム
看護師教育プログラムの取り組みについて」
石橋 あかね（医療法人清和会 長田病院）

４．「九州各県における ELNEC－J の取り組み
－熊本県における現状と課題－

」

安永 浩子（国立病院機構熊本医療センター医療相談支援センター
がん相談支援室）

12：15－13:15 第二会場（研修室 2・3）

共催セミナー（1）

座長：安部 英治（熊本地域医療センター）
共催：塩野義製薬株式会社

１．「スピリチュアルケアと笑い」
加藤 理人（イエズスの聖心病院 地域連携室 パストラルケア部）
※先着 100 名様となります。
12：15－13:15 第三会場（研修室 1）

共催セミナー（2）

座長：吉武 淳（熊本大学医学部附属病院）
共催：テルモ株式会社

１．「アセトアミノフェン：古くて新しい緩和ケアの薬」
永山 淳（国家公務員共催組合連合会 浜の町病院 緩和医療内科）
※先着 100 名様となります。
14：45－16：45 第三会場（研修室 1）

一般演題（1）（口演）

座長：田中 信彦(潤和会記念病院)

１．「緩和ケア病棟における造血器悪性腫瘍患者の特徴：固形がんと何が違うのか」
○大野栄治，首藤真理子（大分市医師会立アルメイダ病院 緩和ケア内科）

２．「神経障害性疼痛に対するタペンタドールの有効性」
○糸永 昇平（長崎医療センター 薬剤部）

３．「脳腫瘍摘出術後合併症に苦しむ患者と再び生きがいを見つけた道のり
～QOL の低下とともに生きる気力を失いかけた患者とマラソン大会へ参加を通して～」

○秋廣 慎太郎 1,2) ，松下

格司 1)

1)鹿児島大学医学部・歯学部付属病院

緩和ケアセンター

2)鹿児島大学医学部・歯学部付属病院

リハビリテーション部

４．「不安・抑うつ傾向のあるがん患者に対するリハビリテーションと
緩和ケアチーム同時介入の効果」
○石井 瞬 1) 3) ，夏迫 歩美 1) ，福島 卓矢 2) ，北條 美能留 3) ，
石井 浩二 3) ，中嶋
木下

裕久 3) ，龍

青木 美帆 3) ，山下

由紀子 3) ，永石 恵美 3) ，森下 暁 3) ，
恵美 3) ，宗像
裕美 3) ，安井

千恵 3) ，安藤
佳世 3) ，芦澤

真紀 3) ，
和人 3) ，

中野 治郎 4)
1)

長崎大学病院 リハビリテーション部

2)

長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 医療科学専攻
リハビリテーション科学講座

運動障害リハビリテーション学分野
3)

長崎大学病院 緩和ケアセンター

4)

長崎大学大学院医歯薬学総合研究科
保健学専攻 理学・作業療法学講座

５．「緩和ケアチーム早期介入のために」
○中村俊彦，徳永浩子，岩坪沙奈恵，佐々木好美，和田依子，安部陽子
（九州中央病院 緩和ケアチーム）

６．「緩和ケア病棟における音楽の効果とリスクについて
～ボランティア導入のための体制づくりを考える～」

○小林真寿子（医療法人社団鶴友会鶴田病院）

７．「当院における転移性骨腫瘍に対する取り組み」
○細川 浩（熊本赤十字病院 国際医療救援部）

８．
「初回終末期ケア説明(end of life discussion)の時期に関する後ろ向き調査
（熊本地域医療センターにおいて膵がん非切除・抗がん化学療法をうけた患者）
」
○安部 英治 1)，吉武 淳 2) ，洲崎 祥子 3) ，山本 達郎 4)
1)

熊本地域医療センター 麻酔科・緩和ケア科

2)

熊本大学医学部附属病院 緩和ケアセンター

3)

熊本大学医学部附属病院 麻酔科

4)

熊本大学大学院 生命科学研究部 麻酔科学分野

16：30－17：15 第二会場（研修室 2・3）

一般演題（2）（口演）

座長：岡本 泰子（熊本大学医学部附属病院）

１．「『生きる』希望を支える緩和ケア～緩和ケアにおける看護師の役割～」
○森本 幸代，荒木 ゆかり，岩松

奈緒美，庄﨑

美恵，石田 佳子，

深堀 知宏（医療法人伴帥会 愛野記念病院 緩和ケアチーム）

２．「当院の緩和ケアチーム活動の現状報告
―緩和ケアチームへの依頼内容の分析―」
○坂口まみ

1)

，岡本泰子

1)

，高野いづみ

1)

，安達美樹

1)

，吉武淳

山本達郎 2) ，本尚美 3)
1)

熊本大学医学部附属病院緩和ケアチーム

2)

熊本大学医学部附属病院緩和ケアセンター

3)

熊本大学医学部附属病院看護部

３．「当院におけるがん死亡時の緩和的治療の変化と傾向」
○岡山 浩子 1) ，福島 珠美 1) ，平嶋 和代 1) ，市村 行典 2) ，
北森 靖隆 2) ，守田

夏希 2) ，橋本

正博 3) ，鳥崎

哲平 3) ，

1)

，

伊藤 清隆 4)
1)

熊本労災病院 緩和ケアチーム 看護部

2)

熊本労災病院 緩和ケアチーム 薬剤部

3)

熊本労災病院 緩和ケアチーム 麻酔科

4)

熊本労災病院 緩和ケアチーム 呼吸器内科

