
S60

一
般
演
題
ポ
ス
タ
ー

一般演題ポスター

P1　�
痛みの評価・診断�

P1-1	 		3日型FNT貼付剤における定時薬の切れ目の痛み（End-of-dose�failure;�EDF）の頻度と�
1日型FNT製剤へのスイッチ効果〜a�cross-sectional�retrospective�bi-center�study 〜 �   S329
小池 和彦（社会医療法人 札幌清田病院 緩和支持医療センター）

P1-2	 		緩和ケア画像ケースカンファレンスの有用性 �   S329
永田 亮（横浜市立大学附属市民総合医療センター 化学療法・緩和ケア部）

P1-3	 		腹腔神経叢ブロックにおけるX-perCTの有用性 �   S329
波多野 貴彦（京都府立医科大学 疼痛・緩和医療学講座）

P1-4	 		A病院外来を通院するがん患者の抱える疼痛の現状�
〜生活のしやすさに関する質問票を用いたスクリーニングを実施して〜 �   S329
崎原 友美子（沖縄県立中部病院）

P1-5	 		がん患者の外来初診時における疼痛スクリーニングとその対応に関する実態調査 �   S330
塩井 厚子（埼玉医科大学国際医療センター 緩和ケアチーム）

P1-6	 		悪性腸腰筋症候群における病変部位による鎮痛薬必要量の違い �   S330
石井 浩二（長崎大学病院 緩和ケアセンター）

P1-7	 		入院患者の疼痛スクリーニングがオピオイド処方量に及ぼす影響 �   S330
川平 茜（豊見城中央病院 薬剤科）

P1-8	 		フェンタニル速放性製剤使用患者における持続痛の有無とレスキュー使用回数の関係の検討 �   S330
城山 亮輔（東京大学医学部附属病院 薬剤部、東京大学医学部附属病院 緩和ケア診療部）

P1-9	 		骨盤内再発による神経障害性疼痛との鑑別が困難であった閉鎖孔ヘルニアを合併した�
終末期子宮頸がんの1例 �   S331
安江 敦（名古屋掖済会病院 緩和医療科）

P1-10	 		他科でのオピオイド増量にて改善しない癌性疼痛に対し、�
確実な内服ができるよう介入することで疼痛緩和を得た一例 �   S331
山口 健也（飯塚病院 緩和ケア科）

P1-11	 		演題取り下げ
P1-12	 		認知症は癌患者の苦痛の非言語的評価に影響を及ぼすか �   S331

平塚 裕介（竹田綜合病院 緩和ケア内科）

P1-13	 		フェンタニルクエン酸塩舌下錠（Fentanyl�citrate�sublingual�tablets、FCST）�
適正使用のための取り組みと課題〜疼痛評価シートの利用の効果〜 �   S332
徳田 憲治（社会福祉法人恩賜財団 済生会川内病院 緩和ケアチーム、同 薬剤部）

P2　�
オピオイド�

P2-1	 		コンパートメントモデルを使ったオピオイドの処方設計－by�the�clock�を再考する－ �   S332
関谷 雄一（辻仲病院 柏の葉 緩和ケア内科、要町ホームケアクリニック）

P2-2	 		高用量フェンタニル貼付剤からオピオイドスイッチングを行う際の変更後の用量の考察 �   S332
三藤 陽香（砂川市立病院 緩和ケアチーム、砂川市立病院 薬剤部）

P2-3	 		フェンタニルクエン酸塩舌下錠（Fentanyl�Citrate�Sublingual�Tablets:�FST）の用量決定過程と�
使用中止に影響する因子を探索して、適正使用に資する �   S332
櫻井 宏樹（がん研有明病院 緩和ケアチーム）

P2-4	 		終末期がん患者におけるフェンタニル貼付剤からのオピオイドスイッチングに関する検討 �   S333
鈴木 和香子（医療法人社団杏順会 越川病院）

P2-5	 		当院におけるフェンタニルバッカル錠の使用経験 �   S333
荻野 由里惠（公立学校共済組合 東海中央病院）

P2-6	 		フェンタニルクエン酸塩舌下錠の適正使用に向けた取り組み �   S333
飯嶋 友美（JAとりで総合医療センター）
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P2-7	 		オピオイド導入パスは看護ケア・観察に有効か �   S333
小田原 めぐみ（JA尾道総合病院 がん診療支援チーム）

P2-8	 		当院におけるタペンタドールおよびトラマドールの使用状況 �   S334
三松 史野（京都市立病院 薬剤科）

P2-9	 		トラマドール経口薬から注射剤への換算比の検討 �   S334
大井 裕子（聖ヨハネ会桜町病院 ホスピス科）

P2-10	 		当院におけるフェンタニルバッカル錠の使用状況と課題 �   S334
下川 陽子（日本医科大学千葉北総病院 緩和ケアチーム、日本医科大学千葉北総病院 薬剤部）

P2-11	 		当院におけるフェンタニル口腔粘膜吸収製剤使用の実態 �   S334
西島 薫（国立がん研究センター中央病院 緩和医療科）

P2-12	 		当院におけるタペンタドール使用状況の検討 �   S335
穂積 淳（東京大学医学部附属病院 緩和ケア診療部）

P2-13	 		がん突出痛に対するモルヒネ塩酸塩錠の鎮痛効果発現時間に関する考察 �   S335
朽木 由香里（星総合病院 緩和ケア病棟）

P2-14	 		高齢がん疼痛患者おける経口オキシコドン徐放製剤の効果と副作用に関する検討 �   S335
津下 奈都子（国立がん研究センター中央病院 緩和医療科）

P2-15	 		メサドン内服困難症例の後方視的な検討 �   S335
小原 弘之（県立広島病院 緩和ケアチーム、県立広島病院 緩和ケア科）

P2-16	 		フェンタニル速放性剤（ROO）の処方状況からみた問題点 �   S336
武藤 純（広島市立広島市民病院 緩和ケア科、広島市立広島市民病院 緩和ケアチーム）

P2-17	 		オピオイド服用中の外来がん患者の運転とその関連因子の検討 �   S336
沖崎 歩（国立がん研究センター東病院 緩和医療科）

P2-18	 		当院での強オピオイドによるせん妄の出現についての考察 �   S336
永縄 由美子（市立室蘭総合病院 緩和ケアチーム）

P2-19	 		フェンタニル貼付薬使用例における、オピオイドコンビネーションとオピオイドスイッチングについての検討 �  S336
安藤 勤（徳島県立三好病院 緩和ケア内科）

P2-20	 		当院におけるタペンタドールの使用実績調査 �   S337
川久保 充章（JCHO九州病院 薬剤部、JCHO九州病院 がんサポートチーム）

P2-21	 		トラマドール注射剤の癌性疼痛に対する有用性の検討 �   S337
三枝 好幸（桜町病院 ホスピス科）

P2-22	 		当院におけるフェンタニルクエン酸塩舌下錠の導入理由、レスキュー量、効果の状況 �   S337
岩舘 純子（成田赤十字病院 薬剤部）

P2-23	 		フェンタニル口腔粘膜吸収製剤の使用状況から見えてきた問題点 �   S337
徳山 洋子（社会医療法人岡本病院（財団） 第二岡本総合病院 薬剤部）

P2-24	 		オピオイドを使用中の末期患者の手術の後の疼痛コントロール �   S338
藤田 靖明（豊橋市民病院）

P2-25	 		オキシコドン製剤からタペンタドール、フェンタニルクエン酸塩舌下錠へのスイッチングで�
便秘が改善した1事例 �   S338
五十嵐 妙（済生会川口総合病院）

P2-26	 		メサドン導入に難渋した難治性がん疼痛に対して神経ブロック療法を併用した1例 �   S338
福永 智栄（姫路赤十字病院）

P2-27	 		タペンタドール徐放錠からフェンタニル貼付剤へのスイッチング時に抗うつ薬を必要とした2症例 �   S338
津野 佐恵子（高知医療センター 薬剤局）

P2-28	 		オピオイド鎮痛薬のレスキュー頻回使用についての考察 �   S339
伊藤 香織（東京都立多摩総合医療センター 緩和ケアチーム）

P2-29	 		メサドン導入における神経ブロックの有用性 �   S339
打谷 和記（関西医科大学附属枚方病院 薬剤部、関西医科大学附属枚方病院 緩和ケアチーム）

P2-30	 		メサドン内服で流涙や焦燥感などが出現し継続が困難だった1症例 �   S339
仁熊 敬枝（香川県立中央病院 緩和ケア内科）

P2-31	 		オキシコドンによる神経毒性を呈したと考えられた11症例 �   S339
瀧澤 裕（自治医科大学附属病院 緩和ケア部）

P2-32	 		モルヒネ塩酸塩水和物液で嗄声を生じた1症例 �   S340
木村 太（弘前大学医学部 麻酔科）
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P2-33	 		オピオイドに対する薬物関連異常行動を呈した3症例 �   S340
渡辺 昭彦（札幌清田病院 緩和支持医療センター 緩和ケア科・麻酔科）

P2-34	 		メサドンががんの体動時痛に著効した4症例 �   S340
久保田 敬乃（東京慈恵会医科大学附属病院 緩和ケア診療部）

P2-35	 		当院におけるメサドンの使用経験 �   S340
長江 浩幸（総合病院 南生協病院）

P2-36	 		フェンタニル速放製剤導入における緩和ケアチームの取り組みと使用症例の検討 �   S341
鹿田 康紀（済生会福岡総合病院 呼吸器外科）

P2-37	 		総合感冒薬の乱用状態にあった乳がん術後の腋窩痛の患者を、トラマドール製剤により離脱させた症例 �   S341
増澤 宗洋（関西医科大学総合医療センター ペインクリニック・緩和医療科）

P2-38	 		オピオイド誘発痛覚過敏と考えられた2例 �   S341
鄭 陽（  がん・感染症センター都立駒込病院 緩和ケア科、がん・感染症センター都立駒込病院 緩和ケアチーム）

P2-39	 		オキシコドンからトラマドールへオピオイドスイッチングを行ったがんサバイバーの非がん疼痛の一例 �   S341
仙田 正博（姫路赤十字病院 麻酔科）

P2-40	 		タペンタドール使い方のコツ �   S342
堀木 優志（市立伊丹病院 緩和ケアチーム）

P2-41	 		早期退院に向けてフェンタニル持続静注にフェンタニルクエン酸塩舌下錠を併用投与した1症例 �   S342
高橋 智恵子（大阪医科大学附属病院 薬剤部、大阪医科大学附属病院  緩和ケアチーム）

P2-42	 		骨転移痛に対してタペンタドールで疼痛コントロールを行った25症例についての検討 �   S342
山崎 圭一（ベルランド総合病院 乳腺センター 緩和ケア科）

P2-43	 		食事摂取時の予測できる突出痛に対するフェンタニルクエン酸塩舌下錠使用事例の報告�
－食事の楽しみを支える緩和ケア－ �   S342
明神 友紀（高知医療センター 看護局）

P2-44	 		オキシコドンにより黄疸を来した1症例 �   S343
村山 圭介（国立病院機構 旭川医療センター 緩和ケアチーム）

P2-45	 		オピオイドの精神依存が疑われ嗜癖行動チェックリストを用いてオピオイド投与の妥当性を検討した1症例 �  S343
尾関 あゆみ（国立病院機構 熊本医療センター 薬剤部）

P2-46	 		トラマドール注射剤の間歇的点滴静注の有用性の検討 �   S343
野津 朋子（聖ヨハネ会桜町病院）

P2-47	 		ブプレノルフィン貼付剤から強オピオイドへ変更した2例 �   S343
酒向 あずみ（国立病院機構 霞ヶ浦医療センター薬剤科）

P2-48	 		トラマドール注射剤が鎮痛補助薬として有用であった神経障害性疼痛を有する症例の報告 �   S344
大井 裕子（聖ヨハネ会桜町病院 ホスピス科）

P2-49	 		身体依存と疼痛増強に対する不安によりoxycodoneの中止に苦慮した多発性骨髄腫の長期生存の1例 �   S344
宍戸 英樹（宍戸内科医院）

P2-50	 		ROO製剤の定期使用により在宅療養が可能となった一症例地域医療連携への薬剤師の関わり �   S344
筧 由紀子（公立西知多総合病院 薬剤科）

P2-51	 		オキシコドン速放製剤の過量投与により多彩な副作用をきたした1例 �   S344
河合 奈津子（名古屋第一赤十字病院 緩和ケア科）

P2-52	 		高用量のオピオイドとケタミンを内服中の患者の周術期疼痛管理を経口製剤で行った一例 �   S345
端 裕之（大阪赤十字病院 緩和ケア科）

P2-53	 		メサドンの使用により高用量オキシコドンから離脱し得た一症例 �   S345
青木 優子（岩手医科大学 緩和医療学科、岩手医科大学附属病院 緩和ケアチーム）

P2-54	 		拡大広背筋皮弁による一期的乳房再建術後の遷延痛に対し�
タペンタドールが著効しQOLが改善した1例 �   S345
棚橋 順治（名古屋第二赤十字病院 麻酔・集中治療部、名古屋第二赤十字病院 緩和ケアチーム）

P2-55	 		がん疼痛を中心とした混合性疼痛に各種トラマドール製剤が有用であった1症例 �   S345
川人 伸次（徳島大学大学院 地域医療人材育成分野）

P2-56	 		トラマドール徐放性製剤（TRA-C）の使用経験 �   S346
白澤 円（  独立行政法人 国立病院機構 災害医療センター 緩和医療・ペインクリニック科、 

がん治療サポート緩和ケアチーム）

P2-57	 		治療開始時から在宅医療に移行するまで緩和ケアチームとして関わりを持った骨肉種の一症例 �   S346
中嶌 絵美（山梨大学医学部附属病院 医療チームセンター）
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P2-58	 		タペンタドール使用後にせん妄症状をきたした3例 �   S346
明石 浩史（済生会小樽病院 内科、済生会小樽病院 緩和ケアチーム）

P2-59	 		医療用麻薬レスキュー薬の自己管理マニュアル作成にむけた看護師の意識調査 �   S346
吉田 美佐登（鹿児島市医師会病院）

P2-60	 		急性期総合病院の緩和ケア病棟におけるレスキュー自己管理について �   S347
尾浦 小百合（社会医療法人生長会 ベルランド総合病院 緩和ケア病棟）

P2-61	 		アブストラル舌下錠®の安全かつわかりやすい運用法 �   S347
佐塚 祥一郎（東京歯科大学 歯科麻酔科）

P2-62	 		当院でのがん・非がん患者におけるトラマドール塩酸塩の使用実態調査 �   S347
元木 孝（釧路赤十字病院 薬剤部）

P3　�
オピオイド以外の薬物療法�

P3-1	 		当院における経口アセトアミノフェン製剤の処方動向 �   S347
義川 祐子（宮崎県立宮崎病院 麻酔科、宮崎県立宮崎病院 緩和ケアチーム）

P3-2	 		終末期がん患者の難治性疼痛におけるケタミンの使用経験 �   S348
鈴木 晶子（独立行政法人 国立病院機構 函館病院 緩和ケア科）

P3-3	 		アセトアミノフェン注射剤の当院使用成績からみた有効性と安全性の検討 �   S348
二村 昭彦（  藤田保健衛生大学七栗記念病院 薬剤課、藤田保健衛生大学医学部外科・緩和医療学講座）

P3-4	 		がん性疼痛に対する静注用アセトアミノフェン定期投与の使用経験 �   S348
田中 俊行（高崎総合医療センター）

P3-5	 		局所麻酔薬の持続硬膜外投与により在宅療養へ移行できた一症例 �   S348
近藤 有（JA愛知厚生連 豊田厚生病院 薬剤部）

P3-6	 		放射線治療における口腔粘膜炎に対して2%リドカン塩酸塩ゼリーが有効であった1例 �   S349
岩上 泰崇（一般財団法人 脳神経疾患研究所附属総合南東北病院 緩和ケアチーム）

P3-7	 		酢酸オクトレオチドが奏功した終末期膵癌に伴う直腸テネスムスの1例 �   S349
長佐古 良英（東京臨海病院 緩和ケアチーム）

P3-8	 		脊髄横断症状にミダゾラムが奏功した一例 �   S349
米谷 晶子（社会医療法人きつこう会 多根総合病院）

P3-9	 		膀胱癌術後再発に伴う直腸テネスムスに対してプレガバリンが有効であった1症例 �   S349
池尻 佑美（広島大学病院 麻酔科、広島大学病院 緩和ケアチーム室、広島大学病院 精神科）

P3-10	 		プレガバリンにより内臓性感覚過敏が関与する苦痛が改善した2症例 �   S350
金井 昭文（北里大学 医学部 新世紀医療開発センター 疼痛学）

P3-11	 		造血幹細胞移植時の口内炎にケタミンが有効であった5例 �   S350
大枝 萌子（東京慈恵会医科大学附属病院 緩和ケア診療部）

P4　�
ペインクリニック・神経ブロック�

P4-1	 		進行乳がん患者の筋・筋膜性疼痛に対するトリガーポイント注射の有用性 �   S350
糸山 貴浩（相良病院 緩和ケア科）

P4-2	 		神経根高周波熱凝固が転移性仙骨腫瘍による下肢痛軽減に寄与した1例 �   S350
上川 竜生（姫路赤十字病院 麻酔科）

P4-3	 		短期間に集約的ブロックを行う事により早期に在宅管理移行が可能になった�
巨大腹腔内リンパ節転移、巨大肋骨転移を合併した食道癌患者の一症例 �   S351
岩木 俊男（天和会 松田病院 麻酔科）

P4-4	 		尿道癌終末期の難治性疼痛に対し硬膜外くも膜下併用鎮痛法が有効であった1例 �   S351
梶野 友世（刈谷豊田総合病院 疼痛緩和ケア科 、刈谷豊田総合病院 緩和ケア病・ 緩和ケアチーム）

P4-5	 		仙骨硬膜外ブロックを有効に活用することで高線量膣内照射が可能になった1例 �   S351
柳泉 亮太（横浜市立大学附属病院 麻酔科）

P4-6	 		局所麻酔薬の持続注入による神経ブロックでがん性痛のコントロールを行った3症例 �   S351
河田 竜一（山口県済生会下関総合病院 麻酔科緩和ケア内科）
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P4-7	 		診断が困難で治療に難渋した悪性腸腰筋症候群の一例 �   S352
高橋 麗子（石川県立中央病院 緩和ケアチーム、石川県立中央病院 麻酔科）

P4-8	 		アルコールアレルギーを有する内臓腫瘍由来の右鼡径部痛を訴える患者に�
テトラカインを用いた腹腔神経叢ブロックを行い奏功した1例 �   S352
佐々木 翼（帝京大学 医学部 麻酔科）

P4-9	 		硬膜外鎮痛が奏功し、緩和的放射線治療が施行できた悪性リンパ腫の1症例 �   S352
沼澤 理絵（北楡会 札幌北楡病院 麻酔科、札幌北楡病院 緩和ケアチーム）

P4-10	 		神経根パルス高周波法と手術療法で疼痛コントロールし得た転移性頸椎腫瘍の1例 �   S352
杉山 陽子（岐阜大学医学部附属病院 麻酔科疼痛治療科）

P4-11	 		骨転移部の脆弱性骨折による痛みにくも膜下ベタメタゾン注入法が著効した症例 �   S353
赤嶺 智教（長野赤十字病院 緩和ケアセンター 第１麻酔科）

P4-12	 		腎機能障害を合併する難治性の神経障害性疼痛に対し、�
くも膜下埋込みカテーテルを併用して持続鎮痛を行った一例 �   S353
後藤 慎一（日本赤十字社 長崎原爆病院 麻酔科/緩和ケアチーム）

P4-13	 		上腕骨病的骨折の疼痛管理に持続腕神経叢ブロックが有用であった1例 �   S353
重臣 宗伯（市立秋田総合病院 緩和ケアチーム）

P4-14	 		薬物療法でコントロール困難な四肢の神経障害性疼痛に対して�
局所静脈内ステロイド治療法で痛みの軽減が得られた2例 �   S353
林 優美（広島大学病院 緩和ケアチーム）

P4-15	 		仙骨線維肉腫・局所再発による難治性神経障害性疼痛に対し、�
持続脊髄クモ膜下麻酔が有効であった症例 �   S354
佐藤 範子（名古屋市立大学病院 緩和ケア部）

P4-16	 		高用量オピオイド使用患者の緊急手術術後鎮痛に腹横筋膜面ブロックが有効であった一症例 �   S354
青木 浩（佐世保市立総合病院 麻酔科、佐世保市立総合病院 緩和ケアチーム）

P5　�
非薬物療法（患者教育など）�

P5-1	 		経皮的電気刺激治療により化学療法誘発性神経障害性疼痛が軽減し、身体活動量とQOLが改善した1症例 �  S354
萬福 允博（大阪医科大学附属病院 リハビリテーション科）

P5-2	 		疼痛マネジメント教育が自己効力感に影響したと考えられる一例 �   S354
坂口 まみ（熊本大学医学部附属病院 緩和ケアセンター）

P6　�
トータルペイン�

P6-1	 		患者自身の疼痛改善への期待は、疼痛予後を改善する �   S355
松岡 弘道（  近畿大学医学部附属病院 がんセンター緩和ケアセンター、近畿大学医学部 内科学心療内科部門）

P6-2	 		終末期がん患者の「一番辛い」と感じる苦痛の変化に関する検討 �   S355
野田 裕貴（藤田保健衛生大学病院 看護部）

P7　�
その他の痛みに関するもの�

P7-1	 		持続皮下注射の刺入針の交換の時期についての検討 �   S355
荒木 貢士（済生会飯塚嘉穂病院 緩和ケア科）

P7-2	 		Breakthrough�Cancer�Pain（BTCP）の実態 �   S355
中村 真理（一般財団法人 神戸市地域医療振興財団 西神戸医療センター 緩和ケアチーム）

P7-3	 		終末期における痛みの強さの違いについての検討 �   S356
塚本 千佳（荒尾市民病院 外科、荒尾市民病院 緩和ケアチーム）

P7-4	 		多発性に骨格筋に転移し、疼痛と筋攣縮をきたした肝内胆管がんの1例 �   S356
中野渡 正行（札幌厚生病院 緩和ケア内科）

P7-5	 		重度の物質使用障害が併存したがん患者に対するがん疼痛治療の経験 �   S356
博多 紗綾（  大阪大学大学院 医学系研究科 生体統御医学講座 麻酔・集中治療医学教室、 

大阪大学医学部附属病院 オンコロジーセンター緩和ケアチーム）
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P7-6	 		重粒子線治療の晩期障害で下肢運動障害を生じたがんサバイバー症例 �   S356
土井 千春（済生会 横浜市南部病院 緩和医療科）

P7-7	 		緩和ケアチームで神経障害性疼痛に多角的アプローチをおこなった小児科症例 �   S357
生駒 美穂（  新潟大学大学院 医歯学総合研究科 緩和医療学、新潟大学医歯学総合病院 緩和ケアチーム）

P7-8	 		Stevens-Johnson症候群／中毒性表皮壊死融解症：疼痛軽減を目的とした湿潤管理の重要性 �   S357
平川 聡史（菊川市立総合病院、浜松医科大学 医学部 皮膚科）

P7-9	 		くも膜下ポートによる疼痛マネジメントを行った患者の療養支援における課題 �   S357
岩本 純子（北里大学病院）

P8　�
呼吸器症状（呼吸困難、咳など）�

P8-1	 		がん患者の悪液質と誤嚥性肺炎を合併する転帰との関連 �   S357
赤司 雅子（国立病院機構 埼玉病院 緩和ケア内科、国立病院機構 埼玉病院 緩和ケアチーム）

P8-2	 		癌性胸水に対し、タルクを用いた胸腔鏡下胸膜癒着術を施行した一例 �   S358
若原 鉄平（高砂市民病院 緩和ケア内科）

P8-3	 		悪性胸水のコントロールに50%ブドウ糖液の胸腔内投与が有効であった1例 �   S358
足立 洋心（安来第一病院 緩和ケアチーム）

P8-4	 		局所進行期肺扁平上皮癌に対して放射線化学療法中に気管支食道瘻をきたし、�
頚部食道瘻造設により嘔気などの症状緩和に成功した一例 �   S358
國政 啓（神戸大学医学部附属病院 呼吸器内科）

P8-5	 		オピオイドが使用できずプレガバリンにて改善をみた肺癌に伴う咳嗽の1例 �   S358
川西 祥宏（川西診療所）

P9　�
消化器症状（悪心・嘔吐、腹水など）�

P9-1	 		化学療法中の患者に対する円皮鍼による鍼灸治療 �   S359
川原 玲子（JCHO星ヶ丘医療センター 緩和ケア科）

P9-2	 		緩和ケア病棟での腹水穿刺の有効性についての検討 �   S359
岡本 明子（京都府立医科大学 疼痛・緩和医療学講座）

P9-3	 		終末期がん患者の悪心嘔吐に対するオランザピン使用における多施設調査 �   S359
金石 圭祐（JCHO東京新宿メディカルセンター）

P9-4	 		Peritoneovenous�shuntによる難治性腹水に対する治療 �   S359
豊見山 健（沖縄赤十字病院 外科）

P9-5	 		進行肺がん・胸膜中皮腫患者の、嘔気・嘔吐に対するプロメタジン注射薬の効果 �   S360
松原 陽子（国立病院機構 刀根山病院 緩和ケアチーム）

P9-6	 		当院における進行胃癌の出血、通過障害に対する緩和放射線治療の検討 �   S360
赤坂 威一郎（岩手県立中央病院 内視鏡科）

P9-7	 		当施設における胃瘻造設の現況とスキントラブルに関する検討 �   S360
山形 寿文（横須賀市立市民病院 消化器内科）

P9-8	 		難治性腹水貯留患者に対する腹水濾過濃縮再静注法の検討 �   S360
守 正浩（国立病院機構 千葉医療センター 緩和ケアチーム）

P9-9	 		再発婦人科悪性腫瘍患者63例に対する難治性腹水の管理について �   S361
三浦 彩子（聖マリアンナ医科大学 産婦人科学）

P9-10	 		難治性腹水に対する腹腔静脈シャントの有効性の検討 �   S361
中村 聖華（盛岡市立病院 外科）

P9-11	 		肺癌によるがん疼痛に対しオキシコドンを導入後、嘔吐症状が顕性化した食道アカラシアの1例 �   S361
村松 雅人（JA愛知厚生連 豊田厚生病院 緩和ケア内科）

P9-12	 		肺癌患者に発症した上腸間膜動脈症候群の一例 �   S361
飯田 邦夫（協立総合病院 緩和ケア診療部）

P9-13	 		オクトレオチドにより還納された終末期癌患者の鼠径ヘルニア嵌頓 �   S362
大北 淳也（筑波メディカルセンター病院 緩和医療科）
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P9-14	 		緩和ケア病棟入院中に悪性消化管狭窄に対し内視鏡的治療を行った2例〜「食べたい」を支える〜 �   S362
高橋 有我（二之沢病院）

P9-15	 		切除不能再発膵癌の化学療法後に発症した難治性膵液瘻に伴う皮膚炎びらんに対して�
陰圧閉鎖療法が著効した一症例 �   S362
清水 智治（滋賀医科大学医学部附属病院 緩和ケアチーム、滋賀医科大学外科学講座 消化器外科）

P9-16	 		腹水コントロールで難渋する膵臓がん患者へのトリアムシノロンアセトニドの腹腔内投与の効果 �   S362
吉澤 龍太（地方独立行政法人 那覇市立病院）

P9-17	 		進行再発癌の難治性腹水に腹腔－静脈シャントが有効であった2症例 �   S363
上野 聡一郎（上尾中央総合病院 外科）

P9-18	 		肝性腹水に対して経頸静脈肝内門脈大静脈短絡術（TIPS）を適用した進行肝がんの1例 �   S363
原田 大司（市立福知山市民病院 腫瘍内科、市立福知山市民病院 緩和ケアチーム）

P9-19	 		改良型腹水濾過濃縮再静注法（KM-CART療法）による定期的ドレナージにて�
ADLの維持が可能であった大量腹水貯留を伴った卵巣癌患者の1例 �   S363
金 英植（三菱神戸病院 緩和ケア外科）

P9-20	 		再発卵巣癌患者の腹水貯留に対するベバシズマブの効果と有用性 �   S363
黒星 晴夫（京都府立医科大学 産婦人科）

P9-21	 		消化器癌患者に対し減圧目的の経皮内視鏡的胃瘻造設術を施行した3例の検討 �   S364
三浦 聖子（金沢医科大学 一般消化器外科 ）

P10　�
食欲不振・輸液・栄養・悪液質症候群�

P10-1	 		栄養学的に介入した化学療法中の末期癌患者の摂取栄養量と体重減少の検討 �   S364
濱本 能利子（大田市立病院 栄養管理科、大田市立病院 緩和ケアチーム）

P10-2	 		大腿四頭筋筋肉量と栄養状態が癌終末期患者の日常生活動作に与える影響 �   S364
楠本 真由美（久留米大学病院 緩和ケアセンター）

P10-3	 		当院でのPICC留置症例158例におけるがん症例と非がん症例の比較 �   S364
丸田 望（医療法人誠和会 和田病院 緩和ケア内科）

P10-4	 		当院における終末期がん患者輸液療法の現状 �   S365
坂本 亜佐子（唐津赤十字病院 薬剤部、唐津赤十字病院 緩和ケアチーム）

P10-5	 		緩和ケア病棟に入棟したがん患者におけるアミノ酸輸液投与の検討 �   S365
和泉 早智子（医療法人 東札幌病院 薬剤課）

P10-6	 		緩和ケア病棟における腸内環境改善の試み �   S365
今木 幹子（日本赤十字社医療センター 医療技術部 栄養課）

P10-7	 		胃・大腸術後の体重変化〜栄養管理につなげるために〜 �   S365
澤田 あゆみ（一部事務組合下北医療センターむつ総合病院 緩和ケアチーム）

P10-8	 		終末期におけるステロイド使用における、現状と課題ー使用開始と中止理由について－ �   S366
澤井 美穂（公立学校共済組合 東海中央病院）

P10-9	 		化学療法施行中外来患者への管理栄養士による栄養管理の必要性の検討 �   S366
西川 陽子（地方独立行政法人 広島市立病院機構 広島市立広島市民病院 栄養室）

P10-10	 		緩和医療における副腎皮質ステロイド薬の使用状況調査 �   S366
丸山 友里子（藤田保健衛生大学 臨床薬剤科）

P10-11	 		担癌患者に対する放射線・化学療法併用患者における栄養管理〜有害事象に対する食事対応〜 �   S366
下北 千恵美（近畿大学医学部附属病院 栄養部）

P10-12	 		緩和ケア病棟の写真入りメニュー表での選択を実施して�〜第2報〜 �   S367
山崎 和哉（公益社団法人京都保健会 京都民医連中央病院 栄養課）

P10-13	 		総合病院での緩和ケアチームにおける管理栄養士の活動 �   S367
曽部 知恵（国立国際医療研究センター病院 栄養管理室）

P10-14	 		緩和ケア食の提供を試みて �   S367
村上 祥子（地方独立行政法人 山形県・酒田市病院機構 日本海総合病院 がん診療サポートチーム）
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P11　�
倦怠感�

P11-1	 		がん患者の全身倦怠感に対する十全大補湯とレボカルニチンの検討 �   S367
鈴木 晶子（独立行政法人 国立病院機構 函館病院 緩和ケア科）

P11-2	 		がん終末期の倦怠感に対する少量ミダゾラム持続投与の効果 �   S368
礒部 博隆（国立病院機構 熊本医療センター 腫瘍内科）

P11-3	 		終末期高齢者の倦怠感に対してアセトアミノフェンが有効であった2例 �   S368
大村 浩之（愛知国際病院 ホスピス）

P12　�
しびれ感�

P12-1	 		Numb�chin�syndromeを契機に診断に至った急性リンパ性白血病の2例 �   S368
辻 隆宏（熊本市民病院 血液・腫瘍内科）

P13　�
泌尿器症状�

P13-1	 		造血幹細胞移植後アデノウイルス出血性膀胱炎による難治性疼痛をきたした2例 �   S368
長岡 広香（筑波大学附属病院 緩和ケアセンター）

P13-2	 		腹部巨大腫瘍の膀胱圧迫による過活動膀胱症状に対して猪苓湯が有効であった一例 �   S369
秋山 紀子（国立がん研究センター）

P13-3	 		がん患者のテネスムス症状に持続脊髄硬膜外ブロック・くも膜下ブロックが有効であった2例 �   S369
山代 亜紀子（京都府立医科大学 疼痛・緩和医療学講座）

P14　�
リンパ浮腫・浮腫・皮膚症状�

P14-1	 		リンパ浮腫を伴った婦人科がん患者に関する実態調査 �   S369
安達 なさ子（越谷市立病院）

P14-2	 		リンパ浮腫治療におけるフットケア介入の試みとその効果 �   S369
近藤 さえ子（伊那中央病院）

P14-3	 		がん治療に関連した続発性リンパ浮腫の症状マネジメントの実態調査 �   S370
杉江 礼子（大津市民病院 緩和ケア病棟）

P14-4	 		手術困難な膵腺房細胞癌に伴う有痛性下肢結節性紅斑に対して緩和薬物療法を試みた症例�
〜オクトレオチド・蛋白分解酵素阻害薬の効果。 �   S370
村松 雅人（JA愛知厚生連豊田厚生病院 緩和ケア内科）

P14-5	 		乳癌皮膚潰瘍に対するMohs軟膏、亜鉛華デンプン外用療法 �   S370
山田 秀久（NTT東日本札幌病院外科）

P14-6	 		皮膚浸潤・転移部自壊創に対するMohsペースト療法の有用性について �   S370
中谷 直喜（上尾中央総合病院 腫瘍内科）

P14-7	 		亜鉛華デンプンによる処置が浸出液コントロールに有効であった3症例 �   S371
石渡 明子（北海道済生会小樽病院 看護部、緩和ケアチーム）

P14-8	 		メトロニダゾールゲル（ロゼックスゲル®）の使用経験　問題点と工夫 �   S371
沼田 綾（山形県立中央病院 緩和医療科）

P14-9	 		汗腺がんによる皮膚浸潤病変に対して亜鉛華デンプン外用療法を用いた1例 �   S371
大川 未沙貴（医療法人協和会 協和マリナホスピタル 薬剤科）

P14-10	 		頚部リンパ節転移のある原発不明癌に伴う顔面浮腫によるQOL低下に対して�
化学療法が有効であった1例 �   S371
岸本 真（霧島市立医師会医療センター 薬剤部）

P14-11	 		在宅緩和医療におけるモーズペースト（MP）の有用性 �   S372
神野 君夫（医療法人社団 神野医院 じんのクリニック、医療法人社団 神野医院 くまのクリニック）

P14-12	 		小細胞肺癌に合併した背部びまん性紅斑による難治性掻痒に対してプレガバリンが著効した1例 �   S372
村上 祥子（地方独立行政法人 山形県・酒田市病院機構 日本海総合病院 がん診療サポートチーム）
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P14-13	 		緩和ケア病棟における褥瘡発生の現状分析 �   S372
大関 美和子（公益財団法人 筑波メディカルセンター 筑波メディカルセンター病院）

P15　�
口腔の問題�

P15-1	 		在宅終末期がん患者へ対する歯科的対応経験 �   S372
菅野 真人（太田歯科医院）

P15-2	 		成分栄養剤（Elemental�diet）での口内炎の予防効果の検討と提供の工夫 �   S373
赤木 秀子（けいゆう病院 内科）

P15-3	 		口腔乾燥に対するケアの取り組み�アセスメントシートを活用して �   S373
戸巻 礼子（啓愛会 美山病院 緩和ケア病棟）

P15-4	 		当院緩和ケア病棟における歯科介入による口腔ケア実施の現状調査 �   S373
豊田 紀夫（東京新宿メディカルセンター）

P15-5	 		ホスピスにおける終末期の口臭に対するクリンダマイシンの有効性について〜20症例の使用経験から〜 �  S373
西村 幸祐（JA岐阜厚生連 岐北厚生病院 緩和ケアセンター）

P15-6	 		当院緩和ケア病棟における終末期患者への口腔ケアチームの介入の重要性と役割 �   S374
小内 あゆみ（京都府立医科大学附属病院 歯科）

P15-7	 		口腔粘膜炎の疼痛による含嗽・飲水不能状態に経口補水液が有効であった2例 �   S374
片岡 秀之（徳島県立中央病院 総合診療科、徳島県立中央病院 緩和ケアチーム）

P15-8	 		緩和ケアチームへの歯科麻酔医の参加とその効果について�
〜新潟大学医歯学総合病院での1年間の活動を通して〜 �   S374
佐藤 由美子（  新潟大学 医歯学総合病院 歯科麻酔科、新潟大学 医歯学部総合病院 緩和ケアチーム）

P15-9	 		開口量わずか1横指の上顎癌術後の患者に在宅緩和医療の連携を通じて歯科医師として行った�
メディカルサポートの全記録〜義歯制作から服薬介助、止血処置まで〜 �   S374
名越 充（名越歯科診療所）

P15-10	 		在宅がん患者の口腔ケア推進に向けた医科歯科看護連携の取り組み�第二報�
：地域統一口腔ケアマニュアル作成と多職種からの評価 �   S375
伊藤 瑠美（青森県立中央病院緩和ケアチーム）

P16　�
脊髄圧迫・脳転移・痙攣�

P16-1	 		髄膜癌腫症診断における髄液検査の意義 �   S375
三枝 美香（静岡県立総合病院 呼吸器内科）

P16-2	 		がん脊椎転移の前後方向部位局在と下肢麻痺症状のMRI画像解析 �   S375
阿部 博昭（東京大学医学部附属病院 麻酔科・痛みセンター）

P16-3	 		転移性脳腫瘍を有する終末期がん患者の背景�
－放射線治療歴の有無と意識レベル、生命予後、医療用麻薬使用量についての考察 �   S375
大原 寛之（藤田保健衛生大学 外科・緩和医療学講座）

P16-4	 		がん転移により不可逆的な対麻痺を来した患者の検討 �   S376
久保 ひかり（前橋赤十字病院 かんわ支援チーム）

P16-5	 		胸椎転移によって完全麻痺に至った後に化学療法を開始したことで�
知覚障害・運動障害の改善を認めたALK陽性肺癌の1例 �   S376
高瀬 直人（宝塚市立病院 呼吸器内科兼腫瘍内科）

P17　�
感染症�

P17-1	 		緩和ケア病棟における抗菌薬投与の意義〜当院緩和ケア病棟の調査から〜 �   S376
岡田 恵（京都府立医科大学 疼痛・緩和医療学講座）
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P18　�
貧血・出血・血栓症・血液学的問題�

P18-1	 		緩和ケアの介入は終末期がん患者の輸血を減らさない �   S376
山崎 裕（市立函館病院 緩和ケア科、市立函館病院 緩和ケアチーム）

P18-2	 		血小板減少を来した終末期がん患者に関する検討 �   S377
許山 美和（山梨県立中央病院 緩和ケア科）

P18-3	 		重度心身障害者の原発不明癌皮膚自壊創からの出血に対し�
短時間Mohs軟膏が奏効し生きる希望を支えた1例 �   S377
吉田 靖子（JA埼玉県厚生連 熊谷総合病院 緩和ケアチーム）

P18-4	 		皮膚自壊悪性腫瘍からの出血、滲出液に対するMohs法の応用：ケースシリーズ �   S377
千葉 創（東京大学医科学研究所附属病院 緩和医療科）

P18-5	 		輸血が不可能な症例に対して緩和ケアチームが介入したことにより重篤な貧血が改善した1例 �   S377
宮本 義浩（社会医療法人厚生会 木沢記念病院 緩和ケアチーム、薬剤部）

P19　�
オンコロジーエマージェンシー�

P19-1	 		肺癌急変を考える �   S378
志津 匡人（地方独立行政法人 岐阜県立多治見病院 呼吸器内科）

P19-2	 		緊急放射線治療により症状改善を認めた脊髄転移の3例 �   S378
永田 和也（館林厚生病院 放射線治療科）

P19-3	 		有痛性皮膚転移部への緩和的放射線照射後に腫瘍崩壊症候群を呈した下咽頭癌症例 �   S378
荻野 行正（京都民医連中央病院 緩和ケア科）

P19-4	 		がん患者の視力低下についての検討 �   S378
荒川 和清（済生会宇都宮病院 放射線科）

P19-5	 		大腸癌閉塞に対して、緩和治療目的に大腸ステントを挿入した症例の検討 �   S379
北川 祐資（河北総合病院 消化器一般外科）

P19-6	 		腫瘍崩壊が考えられる出血性ショックに対し内視鏡的、�
およびIVRにて止血し救命しえた胆管癌十二指腸浸潤の1例 �   S379
遠野 千尋（岩手県立久慈病院）

P19-7	 		上大静脈が保たれている上大静脈症候群 �   S379
竹内 義人（京都府立医科大学附属北部医療センター 放射線科）

P19-8	 		末期がん患者の急変時に過剰な医療がなされた可能性のある症例の検討 �   S379
余語 久則（豊見城中央病院 麻酔科・緩和ケアチーム）

P20　�
予後予測�

P20-1	 		がん終末期患者の予後予測：当院死亡例におけるPPI，PiPS-A，PiPS-Bの比較 �   S380
加藤 恭郎（関西電力病院 緩和医療科）

P20-2	 		がん患者の死の過程でみられる主要な身体兆候の出現時期の検討 �   S380
上林 孝豊（祐ホームクリニック石巻）

P20-3	 		終末期癌患者における客観的予後予測ツールOPPSとそれを基に作成した独自スコア�
（O-OPPS）の比較検討 �   S380
西尾 美帆（医療法人社団いちえ会 洲本伊月病院 緩和ケア外科）

P20-4	 		血液疾患患者に対するPaPスコア（Palliative�Prognostic�Score）�による予後予測の検討 �   S380
畠山 元（盛岡赤十字病院 緩和ケア科）

P20-5	 		終末期がん患者の7日間の生死を血液検査データから予測する �   S381
新保 暁子（名古屋第一赤十字病院 緩和ケア科）

P20-6	 		予後予測における呼吸困難、酸素飽和度と、酸素吸入との関係 �   S381
片山 英樹（国立病院機構 山口宇部医療センター 緩和ケア内科）

P20-7	 		当院における各診療科の予後予測の妥当性についての検討 �   S381
前田 隆司（がん・感染症センター 都立駒込病院 緩和ケア科）
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P20-8	 		大腸がん終末期におけるPalliative�Prognostic�Indexを用いた予後予測の検討 �   S381
相川 りえ（社会医療法人社団高野会 高野病院 看護部）

P20-9	 		終末期がん患者の予後予測の指標としての酸素飽和度に関する検討：後ろ向きコホート研究 �   S382
佐藤 香（市立伊勢総合病院）

P20-10	 		予後予測スケールを用いた看取り時のケアへの取り組み �   S382
佐藤 ミカ（石巻赤十字病院）

P21　�
苦痛緩和のための鎮静�

P21-1	 		当院の緩和ケア病棟における鎮静の現状 �   S382
白木 照夫（国立病院機構岩国医療センター 緩和ケア）

P21-2	 		当院における終末期患者に対する苦痛のための鎮静の現状と課題 �   S382
渡部 秀樹（地方独立行政法人 三重県立総合医療センター 緩和ケアチーム）

P21-3	 		臨死期に鎮静を受けたがん患者の遺族の鎮静に対する思いー遺族の語りから見えてきたことー �   S383
赤木 郁子（医療法人惇慧会 外旭川病院）

P21-4	 		鎮静の説明に関する看護師の認識 �   S383
細川 知子（岡山済生会総合病院  緩和ケア病棟）

P21-5	 		終末期がん患者に対する鎮静マニュアル導入による課題の検討 �   S383
古田 愛美（大阪市立大学医学部附属病院）

P21-6	 		緩和ケアチームが介入した一般病棟入院中の終末期がん患者に対する鎮静についての後方視的カルテ調査 �  S383
金村 誠哲（高槻赤十字病院 緩和ケア診療科部）

P21-7	 		鎮静検討カンファレンスの現状と課題 �   S384
松尾 直樹（外旭川病院 ホスピス）

P21-8	 		自施設での苦痛緩和を振り返って〜当科で持続的鎮静の頻度が少ない理由は？〜 �   S384
小栗 啓義（高知厚生病院 緩和ケア科）

P21-9	 		当院緩和ケア病棟でのミダゾラムによる鎮静施行状況調査 �   S384
船越 康太（製鉄記念八幡病院 薬剤部）

P21-10	 		独立型ホスピスにおける鎮静の現状 �   S384
加藤 晋一郎（あそかビハーラ病院 薬局、KKR札幌医療センター斗南病院 薬剤部）

P21-11	 		当院緩和ケア病棟における持続鎮静の施行状況についての検討 �   S385
松尾 幹彦（相良病院）

P21-12	 		終末期鎮静に関わる看護師の抱える問題やストレスと今後の課題 �   S385
安田 晴美（医療法人社団曙会 シムラ病院）

P21-13	 		鎮静が長期化した患者家族の不安と看護の現状 �   S385
佐々木 比登美（亀井病院 看護部）

P21-14	 		一般病棟入院中の終末期がん患者に対する鎮静施行時の緩和ケアチームによる支援の現状と課題 �   S385
原武 麻里（高槻赤十字病院 看護部）

P21-15	 		当緩和ケア内科病棟における深い持続的鎮静の現状 �   S386
池田 あづさ（光ヶ丘スペルマン病院）

P21-16	 		当院緩和ケア病棟における鎮静の現状と課題 �   S386
村井 美代（藤田保健衛生大学 医学部 外科・緩和医療学講座）

P22　�
看取りの前後のケア�

P22-1	 		緩和ケアの教育および看取りのチェックリストの導入による�
一般病棟看護師の緩和ケアに関する実践・困難感・知識の変化 �   S386
長谷川 貴昭（岐阜市民病院 呼吸器・腫瘍内科、岐阜市民病院 緩和ケアセンター）

P22-2	 		A病院緩和ケア病棟における入浴の現状調査 �   S386
佐々木 猛（岡山赤十字病院 緩和ケア病棟）

P22-3	 		死前喘鳴に対するブチルスコポラミンの効果が乏しい場合の、2次治療としてスコポラミンの有効性評価 �   S387
廣橋 猛（永寿総合病院 緩和ケア科）
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P22-4	 		緩和ケア病棟において看取り後に「湯灌」を希望しなかった患者・家族の要因についての検討 �   S387
正木 晶子（医療法人光仁会 西田病院）

P22-5	 		一般病棟における終末期癌患者の看取りのための環境調整について�
〜個室への移動を拒否した4事例の検証から〜 �   S387
梨木 舞（国立研究開発法人 国立長寿医療研究センター）

P22-6	 		エンゼルケアに対する看護師の意識変化〜院内研修とエンゼルメイクセットの導入を試みて〜 �   S387
乗松 有加（大阪府済生会中津病院 緩和医療室）

P23　�
薬物相互作用�

P23-1	 		トラマドール塩酸塩/アセトアミノフェン配合錠がワルファリンカリウム服用患者のPT-INRに及ぼす影響 �   S388
高野 陽平（砂川市立病院 緩和ケアチーム、砂川市立病院 薬剤部）

P23-2	 		メサドンとアプレピタントの併用でQT間隔の延長を認めた1例 �   S388
宮永 圭（長崎大学病院 薬剤部、長崎大学病院 緩和ケアチーム）

P23-3	 		ステロイド減量が原因と思われるフェンタニル退薬症状が出現した1症例 �   S388
村上 あきつ（香川大学医学部附属病院 緩和ケアチーム）

P24　�
血液検査・画像検査�

P24-1	 		終末期がん患者におけるカルニチン測定の意義 �   S388
坂本 明之（信州大学 医学部 麻酔蘇生学教室、信州大学 医学部 包括的がん治療学教室）

P24-2	 		脊髄転移をDWIBS併用の体幹部MRIにて指摘出来た1例 �   S389
松下 真弓（すずかけセントラル病院 放射線科）

P24-3	 		筋肉転移をDiffusion�weighted�Whole�body�Imaging�with�Background�Body�signal�Suppression
（DWIBS）併用MRIにて指摘出来た4例 �   S389
境野 晋二朗（すずかけセントラル病院 放射線治療科、すずかけセントラル病院 緩和ケアチーム）

P25　�
がん治療における支持療法�

P25-1	 		シスプラチンを含む高度催吐性化学療法による化学療法誘発性悪心・嘔吐に対する標準制吐療法�
＋オランザピンの有効性・安全性の検討:�多施設共同第2相試験 �   S389
安部 正和（静岡県立静岡がんセンター 婦人科）

P25-2	 		当院における進行・終末期胃癌患者に対する緩和手術と消化管ステント留置に関する検討 �   S389
児山 香（東北薬科大学病院 消化器外科）

P25-3	 		進行食道扁平上皮癌に対するDCF療法における�
持続型G-CSF製剤（pegfilgrastim（Pf））使用の検討 �   S390
麓 祥一（大分中村病院 外科、大分大学医学部 消化器・小児外科学講座）

P25-4	 		腸管GVHDによる下痢に対し半夏瀉心湯が奏功した一例 �   S390
佐藤 信恵（独立行政法人 国立病院機構 東京医療センター 緩和ケア チーム、薬剤部）

P26　�
抗がん治療：化学内分泌療法�

P26-1	 		緩和ケア病棟と一般病棟での看取り患者における終末期抗癌治療の現状 �   S390
田中 宏（東住吉森本病院 緩和ケア病棟）

P26-2	 		がん終末期における化学療法実施の予後への影響ついての後方視的調査 �   S390
覚前 有希子（藤田保健衛生大学 医学部 臨床薬剤科、藤田保健衛生大学病院 緩和ケアチーム）

P26-3	 		当科における切除不能進行がんに対する化学療法終了から死亡までの期間についての検討 �   S391
近藤 侑鈴（東京女子医大 化学療法・緩和ケア科）

P26-4	 		ベンダムスチン併用化学療法後に生じた免疫不全を契機とする重症感染症の1例 �   S391
山根 弘路（  川崎医科大学附属川崎病院 総合内科学4、川崎医科大学附属川崎病院 緩和ケアチーム）
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P26-5	 		全身状態不良進行肺癌症例の分子標的薬によるPS改善効果 �   S391
石倉 久嗣（徳島赤十字病院 外科）

P26-6	 		乳癌癌性胸水に対するLate�lineでの�S-1+CPT-11併用療法の施行経験 �   S391
中川 剛士（東京医科歯科大学 乳腺外科）

P26-7	 		胃癌腹膜播種イレウス終末期症例にタキサンによる化学療法を施行して�
QOLの改善をみた2症例 �   S392
遠藤 正人（埼玉県厚生連熊谷総合病院 緩和ケアチーム）

P26-8	 		緩和ケア目的に紹介されたが、抗PD-1抗体の投与により腫瘍の縮小、症状改善、�
生存期間の延長が得られた悪性黒色腫の２例 �   S392
照井 健（東札幌病 内科）

P26-9	 		治療しながらどう生きるか�
－抗がん剤の副作用により日常生活を著しく障害されている患者への意思決定支援－ �   S392
今井 洋子（前橋赤十字病院 外来）

P26-10	 		常に苛立ちを隠せない対応の難しい再発胃がん患者への看護�
－全人的苦痛の視点から看護支援の糸口を見いだす－ �   S392
田村 喜美子（前橋赤十字病院 外来化学療法室）

P26-11	 		ALK融合遺伝子陽性肺がんの治療薬の切り替えを経験した2例について �   S393
加茂 章弘（沖縄病院 薬剤科）

P27　�
抗がん治療：放射線治療�

P27-1	 		骨転移緩和的放射線治療患者の傾向分析から、緩和ケアチームの役割と課題を考える �   S393
羽成 恭子（小田原市立病院 緩和ケア科、小田原市立病院 緩和ケアチーム）

P27-2	 		当院における緩和的照射の現状 �   S393
松波 馨士（国立病院機構 米子医療センター 緩和ケア内科）

P27-3	 		前立腺癌骨転移に対して放射線治療を施行した症例の検討 �   S393
鈴木 賢次郎（埼玉医科大学国際医療センター 泌尿器腫瘍科）

P27-4	 		緩和的放射線治療を繰り返し施行することの有用性 �   S394
熊野 智康（金沢大学 放射線医学）

P27-5	 		皮膚浸潤を伴う化学療法抵抗性進行乳がんに対して、�
Mohsペースト併用放射線療法が著効した症例 �   S394
濱口 裕光（荒尾市民病院 外科 緩和ケア科）

P27-6	 		巨脾に起因した腹部膨満感・疼痛症状に、3度に及ぶ少線量放射線照射が有効であった�
原発性骨髄線維症症例 �   S394
間部 賢寛（西日本旅客鉄道（株） 大阪鉄道病院 血液内科）

P27-7	 		乳がん局所再発に対し正常組織耐容線量を越えた放射線再照射が有効であった2症例 �   S394
川上 浩幸（聖隷佐倉市民病院 放射線治療科）

P27-8	 		骨転移照射終了後3ヶ月以内に死亡した症例についての考察�
〜妥当な意思決定のあり方の模索〜 �   S395
清水 わか子（三井記念病院 放射線治療科）

P27-9	 		ステージ4期で高精度放射線治療を行った患者のPSの動向 �   S395
長谷川 多恵（医療法人新明会 都島放射線科クリニック）

P28　�
外科治療�

P28-1	 		胃癌に対する緩和手術の現状 �   S395
村川 力彦（JA北海道厚生連帯広厚生病院 外科）

P28-2	 		緩和手術における術前予後指標 �   S395
吉川 征一郎（順天堂大学医学部附属浦安病院 外科）

P28-3	 		終末期患者に対する人工肛門造設術の問題点と対応に関する検討 �   S396
吉田 良（関西医科大学 外科学講座）

P28-4	 		転移性頸部皮膚腫瘍に対する姑息切除後のポリグルコール酸シートで被覆した1症例 �   S396
松塚 崇（福島県立医科大学附属病院 臨床腫瘍センター）
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P28-5	 		デンバー胸腔－腹腔シャントを用いた難治性悪性胸水の治療経験 �   S396
大杉 純（福島県立医科大学 臓器再生外科学講座）

P28-6	 		両上肢の転移性骨腫瘍に対して、一期的手術を行い、退院可能となった一例 �   S396
松石 純（昭和大学横浜市北部病院 緩和医療科）

P28-7	 		オンコロジー・エマージェンシー術後に救命し、生きる希望がわき、�
充実した在宅療養が可能となった高度進行S状結腸癌の1例 �   S397
町支 秀樹（桑名東医療センター 外科）

P28-8	 		がん終末期前の緩和的膵頭十二指腸切除は許容できるか？ �   S397
橋本 真治（筑波大学医学部 消化器外科 臓器移植外科）

P29　�
インターベンショナルラジオロジー�

P29-1	 		当院における悪性胆道狭窄に対するself-expandable�metallic�stent（SEMS）留置症例の検討 �   S397
金戸 宏行（市立室蘭総合病院 消化器内科）

P29-2	 		外陰癌に対する動注化学療法の有効性の検討〜緩和IVRの可能性について �   S397
中川 侑子（聖マリアンナ医科大学 産婦人科）

P30　�
その他の痛み以外の身体症状・治療�

P30-1	 		外来通院がん患者の苦痛症状調査 �   S398
寺邊 政宏（伊賀市立上野総合市民病院 外科、緩和ケアチーム）

P30-2	 		胆汁うっ滞性皮膚掻痒症に対するセルトラリンの効果 �   S398
横道 直佑（聖隷三方原病院ホスピス科）

P30-3	 		緩和ケア病棟における錐体外路症状の出現状況 �   S398
小屋 紘子（西群馬病院 緩和ケア科）

P30-4	 		がんを合併した統合失調症患者を看取る過程で行った身体的ケアと看護診断の活用状況�
－A県内単科精神科病院8施設を対象として－ �   S398
久松 美佐子（鹿児島大学医学部 保健学科）

P30-5	 		緩和ケアにおける人参湯・当帰湯の外用療法による症状緩和効果についての研究 �   S399
古田 弥生（社会医療法人山弘会 上山病院 緩和ケアチーム、薬剤科）

P30-6	 		がん終末期における化学療法、放射線治療の検討 �   S399
長谷川 依子（花の谷クリニック、亀田総合病院 腫瘍内科）

P30-7	 		緩和ケア病棟におけるコンピュータ断層撮影の有用性 �   S399
福重 哲志（久留米大学病院 緩和ケアセンター）

P30-8	 		膵胆道癌における黄疸および胆管炎の現状と緩和治療について �   S399
根東 順子（九州中央病院 外科）

P30-9	 		活性化自己リンパ球療法患者に対するFACT評価の意義 �   S400
堅田 洋佑（川崎医科大学附属病院 臨床腫瘍科）

P30-10	 		不定愁訴とみられていた癌末期の心不全 �   S400
齊藤 理（船橋中央病院 緩和医療科）

P30-11	 		癌終末期における維持透析患者の透析効果の検討－維持透析を中止した3症例 �   S400
川畑 恵（勤医協中央病院 緩和ケア科）

P30-12	 		転移性肝腫瘍による黄疸の掻痒感に対してナルフラフィンが有効であった1例 �   S400
高橋 康宏（時計台記念病院 緩和ケアセンター）

P30-13	 		緩和医療としてのハイパーサーミアを48週以上施行した症例の検討 �   S401
田口 宏一（砂川市立病院 外科、砂川市立病院 がん相談支援センター）

P30-14	 		医療用麻薬依存症に対し、薬物療法と多職種アプローチにより強オピオイドの中止を実現した1例 �   S401
柏木 秀行（飯塚病院 緩和ケア科）

P30-15	 		当院緩和ケア病棟における血糖値の異常に関する検討 �   S401
仲宗根 ありさ（京都府立医科大学 疼痛緩和医療学講座）

P30-16	 		退薬症状のためオピオイド減量に難渋した乳がん術後症例 �   S401
大木 浩（鹿児島県立大島病院 麻酔科）
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P30-17	 		終末期の症状コントロールに難渋したACTH産生腫瘍を呈した一例 �   S402
川田 和弘（神奈川県立がんセンター）

P30-18	 		脊椎転移による仰臥位保持不能に対し全身麻酔時の工夫を行った2症例 �   S402
城戸 晴規（大阪医科大学 麻酔科学教室、大阪医科大学 第二内科学）

P31　�
抑うつ・不安�

P31-1	 		脳転移もしくはがん性髄膜炎を有するがん患者におけるミルタザピンの安全性の検討 �   S402
松田 能宣（  国立病院機構 近畿中央胸部疾患センター 心療内科、 

国立病院機構 近畿中央胸部疾患センター 支持・緩和療法チーム）

P31-2	 		軽度知的能力障害を有する癌患者に合併したうつ病に対する包括的介入 �   S402
足立 康則（名古屋大学医学部附属病院 化学療法部、名古屋大学医学部附属病院 精神科）

P32　�
せん妄・不眠�

P32-1	 		医療者の記録からみたせん妄の兆候を示す患者の言動・行動の分析 �   S403
温井 由美（和歌山県立医科大学附属病院 緩和ケアセンター）

P32-2	 		がん患者の不眠に対するミルタザピンの有用性 �   S403
工藤 浩史（独立行政法人 国立病院機構 東京医療センター 緩和ケアチーム、薬剤部）

P32-3	 		せん妄の中枢神経軸索損傷バイオマーカーpNF-Hに対する抗精神病薬の効果：予備的検証 �   S403
井上 玲央（東京大学医学部付属病院 麻酔科・痛みセンター）

P32-4	 		夜勤帯における終末期がん患者のせん妄へのケアに関する看護師の困難 �   S403
森田 郁代（国家公務員共済組合連合会 六甲病院）

P32-5	 		緩和ケア病棟におけるせん妄患者に対する看護〜せん妄学習会と気づきの声カンファレンスの効果〜 �   S404
倉津 菜緒美（出水郡医師会 広域医療センター）

P32-6	 		せん妄の初期対応改善のための教育介入とベンチマーキング �   S404
秋月 伸哉（千葉県がんセンター 精神腫瘍科）

P32-7	 		当院におけるせん妄要因の一考察 �   S404
荒木 弥生（社会福祉法人 函館厚生院 函館五稜郭病院）

P32-8	 		オランザピンが譫妄発症に関与したと推察された1症例 �   S404
野本 靖史（我孫子聖仁会病院 緩和ケア内科）

P32-9	 		緩和ケアにおけるtrazodoneの役割 �   S405
北浦 祐一（関西医科大学精神神経科学教室、関西医科大学附属滝井病院 緩和ケアチーム）

P32-10	 		せん妄による恐怖心によっておこる症状に対して作業療法が有効であった一症例 �   S405
野田 有里奈（香川県立中央病院 リハビリテーション部 作業療法科）

P32-11	 		術後せん妄の不快な記憶により退院後も苦悩が続いていた一症例 �   S405
安西 裕子（公立昭和病院）

P32-12	 		ミダゾラムに耐性を形成したがん患者のせん妄・不眠に対してレボメプロマジンが奏功した2症例 �   S405
加登 大介（国家公務員共済組合連合会 虎の門病院 緩和医療科）

P32-13	 		難治性せん妄に対し、スボレキサントを併用したことにより、在宅療養が可能となった1例 �   S406
堀尾 建太（愛知県がんセンター 愛知病院 緩和ケア科）

P32-14	 		化学療法中にステロイド誘発性の躁状態を来した一例 �   S406
大中 俊宏（諏訪中央病院 精神腫瘍科）

P32-15	 		在宅療養を希望する筋萎縮性側索硬化症患者の不眠に対しミダゾラム舌下投与が有効であった一例 �   S406
島田 麻美（神戸大学医学部付属病院 緩和支持治療科）

P33　�
精神・心理的ケア�

P33-1	 		精神症状のコントロール依頼があったがん患者の問題点とその対応 �   S406
村田 京子（市立函館病院）
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P33-2	 		早期前立腺癌症例にも配慮した心の緩和ケアに対する検討 �   S407
近藤 福次（県西総合病院 泌尿器科）

P33-3	 		緩和ケアでの心理評価にバウムテストを用いた経験 �   S407
増田 亨（もりえい病院 緩和ケア外科）

P33-4	 		下顎歯肉癌に対してオピオイド大量投与中にアカシジアを併発した一例 �   S407
村上 敏史（聖隷佐倉市民病院 緩和医療科）

P33-5	 		機能不全がありながらも自己肯定感を支えつづける訪問リハビリ �   S407
中村 浩美（スタイル訪問看護ステーション）

P33-6	 		亡くなった重要な他者との関係を夢や心像体験を介し内的に再構築することにより、�
終末期に心理的安定を得られる可能性についての検討 �   S408
大山 覚照（市立池田病院）

P33-7	 		根治不能な胃癌患者の在宅療養に向けた心理過程に添った関わり �   S408
藤野 未穂（聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 看護部）

P33-8	 		自然流産した2症例のグリーフケアで若手医師が患者に寄り添って得た無形の財産�
－指導医から若手医師に伝えたい想い：「君たちはなぜ医師になったの？」－ �   S408
東田 太郎（赤穂市民病院 産婦人科）

P33-9	 		婦人科がん術後の合併症で退院が延期した患者への危機介入�
－アギュララとメズイックの問題解決危機モデルを用いての分析－ �   S408
梶原 美絵（福岡県済生会 福岡総合病院）

P33-10	 		がん専門病院において緩和ケア医が行う「こころの問題への対応」についての検討 �   S409
齋藤 義之（新潟県立がんセンター新潟病院 緩和ケア科）

P33-11	 		当院における精神心理面の苦痛のスクリーニングの対応についての検討 �   S409
我妻 佐知子（一般財団法人厚生会 仙台厚生病院 緩和ケアチーム）

P33-12	 		当院緩和ケアチームへの精神的問題への依頼についての検討 �   S409
吉村 匡史（関西医科大学精神神経科学教室、関西医科大学附属滝井病院 緩和ケアチーム）

P34　�
ボディイメージ・セクシュアリティ�

P34-1	 		がん患者のセクシュアリティに対する看護実践を困難にする要因�文献的考察 �   S409
高野 智早（福井大学医学部附属病院 緩和ケアチーム）

P35　�
スピリチュアルケア・宗教的ケア�

P35-1	 		苦しむ人への援助と5つの課題（スピリチュアルケアを言語化する試み） �   S410
小澤 竹俊（めぐみ在宅クリニック）

P35-2	 		全盲若年がん患者の自宅療養を可能にしたスピリチュアルケア �   S410
引野 雅子（ひきのクリニック）

P35-3	 		スピリチュアルコーピングにおける感謝・謝罪と赦し �   S410
大瀬 克広（鹿児島市医師会病院 緩和ケア科）

P35-4	 		スピリチュアルケアの提供が保障されるホスピス体制を目指して�
〜ドイツにおけるホスピス研修（NPO臨床パストラル教育研究センター協力）からの学び〜 �   S410
丸山 寛（公立八女総合病院企業団 みどりの杜病院）

P35-5	 		新しい資格「スピリチュアルケア師」養成課程の病院実習を依頼されて（第1報）�
；臨床スピリチュアルケアの定義構築 �   S411
水嶋 章郎（順天堂大学 医学部 緩和医療学研究室、順天堂医院 緩和ケアチーム）

P36　�
家族のケア・子どものケア�

P36-1	 		終末期患者の家族にとって後悔のない食事援助法を考える �   S411
塚本 美沙子（総合病院国保旭中央病院）

P36-2	 		当院で作成した看取りの冊子「これからのときに」の見直し �   S411
大石 由香里（医療法人社団 シマ嶋田病院 緩和ケア病棟）
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P36-3	 		終末期における親の病気に関する子どもとのコミュニケーションの関連要因の探索 �   S411
小川 祐子（早稲田大学大学院 人間科学研究科）

P36-4	 		未就学児童を育てながら夫のがん終末期療養を支える妻が抱える課題 �   S412
服部 聖子（滋賀医科大学医学部附属病院）

P36-5	 		終末期がんの親をもつ幼い子どもへの心理的支援の試み �   S412
近藤 俊彦（伊那中央病院 医療福祉室）

P36-6	 		外来通院末期がん患者の家族支援についての問題点－患者単独通院事例を経験して �   S412
高畠 ひろ子（KKR北陸病院）

P36-7	 		子供と共に看取りを行うために医療チームで関わった1症例 �   S412
北野 弘美（石川県立中央病院 看護部）

P36-8	 		がん終末期の母親をもつ子どもを含めた家族へのケア�
〜看護師のソーシャルサポートにより適応良好に至った事例〜 �   S413
齋藤 靖子（JA愛知厚生連 豊田厚生病院 看護部）

P36-9	 		終末期における壮年期希少がん患者の家族ケアを通した振り返り �   S413
小林 身和子（市立池田病院 看護部）

P36-10	 		Mohsペーストの腫瘍縮小効果がボディーイメージを改善し家族ケアにつながった頭頚部癌2症例の報告 �  S413
大井 裕子（聖ヨハネ会桜町病院 ホスピス科）

P36-11	 		最期まで治療継続への期待に固執した介護者への心理的支援の困難さ �   S413
内海 明美（JA北海道厚生連 札幌厚生病院 緩和ケアチーム）

P36-12	 		アクティビティ（遊び・工作）を用いた家族ケア〜幼い家族と一緒に過ごすには〜 �   S414
小高 ふみ（（公財）東京都保健医療公社 豊島病院 緩和ケア内科）

P36-13	 		乳がん終末期の母親を急性期病院で看取ったこどもへの関わり �   S414
浅川 寛子（社会福祉法人恩賜財団 済生会京都府病院）

P36-14	 		子育て中に配偶者をがんで亡くした遺族における臨終期から死別後までの病気についての�
コミュニケーションに関する一事例 �   S414
小川 祐子（聖路加国際病院 こども医療支援室、早稲田大学大学院 人間科学研究科）

P36-15	 		終末期患者に寄り添う家族を支える－安楽死を望んだ家族との関わりを通して－ �   S414
冨松 千尋（社会医療法人小寺会 佐伯中央病院）

P36-16	 		学童期の子供のいる患者・家族への支援 �   S415
水野 裕紀子（飯山赤十字病院 緩和ケアチーム）

P37　�
遺族のケア�

P37-1	 		子どもを亡くした家族への介入：系統的レビュー �   S415
遠藤 香（国立精神・神経医療研究センター 精神薬理研究部）

P37-2	 		GDIを用いた遺族の評価による終末期がん患者のQOLから見えた当院の特徴と課題 �   S415
穴井 由貴（朝倉医師会病院 緩和ケア病棟）

P37-3	 		がん患者遺族会にファシリテーターとして参加した看護師の意識調査�
〜参加前後の意識の変化と家族看護への影響〜 �   S415
宮本 絵美（独立行政法人 国立病院機構 刀根山病院 緩和ケアチーム）

P37-4	 		ホスピス・緩和ケア病棟の遺族への手紙の内容や工夫〜手紙送付の実施率向上を目指して〜 �   S416
田中 郁美（社会医療法人財団石心会 埼玉石心会病院 緩和ケア病棟）

P37-5	 		家族に寄り添ったエンゼルケアを目指して�
〜外科病棟を死亡退院された患者家族にアンケート調査を行って〜 �   S416
塚本 浩樹（藤枝市立総合病院）

P37-6	 		アンケートを通して見えた遺族会でのニーズ �   S416
齋藤 優生（石川県済生会 金沢病院 緩和ケア病棟）

P37-7	 		在宅ケアを行い家族を看取った主介護者の悲嘆�
－悲嘆の状況および死別後必要とされるグリーフケアの検討－ �   S416
金子 仁美（城西国際大学 看護学部 看護学科）

P37-8	 		緩和ケア病棟における遺族ケア〜開催からみえてきた課題〜 �   S417
岩谷 理佳子（医療法人徳洲会 和泉市立病院 看護部）
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P37-9	 		医療者自身が遺族になった際の意識変化の検討 �   S417
戸倉 夏木（相模原中央病院 外科）

P37-10	 		ペインリハビリテーションにおけるグリーフケア �   S417
大塚 美佐子（JCHO星ヶ丘医療センター 緩和ケア科）

P37-11	 		全国の緩和ケア病棟における遺族会の現状報告〜アンケート結果より〜 �   S417
井原 真利子（松江市立病院）

P37-12	 		緩和ケア病棟�第1回家族会を振り返る〜アンケート調査から見えた課題〜 �   S418
熊谷 晴子（市立ひらかた病院 緩和ケア病棟）

P37-13	 		当院緩和ケア病棟の遺族会の評価及び今後の課題 �   S418
野田 順子（医療法人徳洲会 和泉市立病院 看護部）

P38　�
相談支援・がんカウンセリング�

P38-1	 		大腸がん患者におけるアウトリーチ活動の必要性 �   S418
斉藤 祐子（社会医療法人社団高野会 高野病院 看護部）

P38-2	 		ターミナル期の患者を支えるがん性疼痛看護認定看護師のがん患者指導の実際 �   S418
霜鳥 暁子（社会福祉法人恩賜財団 済生会支部 新潟県済生会三条病院）

P38-3	 		腎瘻造設患者の日常生活上の問題点に対する対応 �   S419
森本 舞子（国立がん研究センター 東病院）

P38-4	 		緩和ケア入院時における紹介元での予後予測の実態 �   S419
東村 悦子（誠心会 井上病院 医療ソーシャルワーカー）

P38-5	 		肺がん告知後のがん看護面談の効果に関する検討 �   S419
藤本 喜久恵（名古屋第一赤十字病院 看護部）

P38-6	 		自己決定を支える〜終末期の在宅医療におけるMSWの役割を改めて考える〜 �   S419
服部 美栄（関西医科大学香里病院 地域医療連携部）

P38-7	 		臨床心理士によるがん相談支援センターの相談窓口�活動報告 �   S420
杉山 あけみ（名古屋記念病院 臨床心理部）

P38-8	 		がん患者指導管理料の実践と今後の課題 �   S420
川嶋 麻有（市立千歳市民病院 看護部、市立千歳市民病院 緩和ケアチーム）

P38-9	 		当院のがん相談支援センターにおける現状と今後の課題 �   S420
清水 美穂子（飯田市立病院）

P38-10	 		他医療圏で治療を受けていたがん患者の連携とがん相談支援センターにおける�
エンド・オブ・ライフケアの取り組み �   S420
飯尾 友華子（青梅市立総合病院 がん相談支援センター）

P38-11	 		がん看護外来におけるニ－ズの把握〜頭頚部がん患者に焦点を当てて〜 �   S421
小島 千恵美（独立行政法人 国立病院機構 東京医療センター）

P38-12	 		県指定がん診療拠点病院におけるがん相談支援センターへの相談状況 �   S421
牧野 雅子（医療法人豊田会 刈谷豊田総合病院 がん診療支援室）

P38-13	 		がん相談支援センターにおける相談内容の現状からみえてきたもの �   S421
平野 久美子（岩手県立宮古病院）

P38-14	 		がんサロンでの新たな取り組み〜参加者自身によるミニレクチャーの効果と可能性〜 �   S421
高橋 亜矢子（製鉄記念室蘭病院 がんサポートチーム）

P38-15	 		当院における看護専門外来の在り方と方向性の検討 �   S422
小峰 和美（埼玉医科大学総合医療センター）

P38-16	 		看護専門外来開設後のがん患者指導料に関わる相談件数増加の要因と今後の課題 �   S422
平野 千穂（公立大学法人 福島県立医科大学 会津医療センター附属病院）

P39　�
ピアサポート・患者会・家族会�

P39-1	 		庄内プロジェクトがん患者・家族サロン「ほっと広場」の有用性 �   S422
阿部 美知子（南庄内緩和ケア推進協議会、鶴岡市立荘内病院）
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P39-2	 		がん患者サロンの意義と今後の展望を考える－心の支えとなるサロンを目指して－ �   S422
山田 忍（医療法人 宝会PL病院）

P39-3	 		当院におけるがんサロンの現状と課題 �   S423
吉川 陽子（浜松医療センター 緩和ケアチーム）

P39-4	 		院外型がんサロンを継続して �   S423
引野 雅子（ひきのクリニック）

P39-5	 		院内がんサロンの取り組み－臨床宗教師のミニレクチャーを通して－ �   S423
藤本 弘信（臨床宗教師）

P39-6	 		緩和ケアチーム（PCT）主催の患者・家族会の現状と課題 �   S423
上林 沙希子（鶴岡市立荘内病院）

P39-7	 		女性限定がん患者サロンの効果と課題について �   S424
藤原 佳美（日本医科大学 武蔵小杉病院 看護部）

P39-8	 		Ａ病院の常設ピアサポートサロンを活用する患者の思い �   S424
北野 真実（国民健康保険 小松市民病院）

P39-9	 		がんサロン「がん患者・家族の会の現状と課題」〜参加者へのアンケート調査から〜 �   S424
藤野 優子（埼玉医科大学総合医療センター）

P40　�
社会的・経済的問題・就労の問題�

P40-1	 		がん薬物療法を行った大腸がんサバイバーの面接調査：病勢コントロールができた症例の質的内容分析 �   S424
宮崎 貴久子（京都大学大学院 医学研究科 社会健康医学系専攻 健康情報学）

P40-2	 		がんの障害年金申請の事例を通して〜がんの障害年金の症状固定の問題について〜 �   S425
及川 佑介（砂川市立病院 がん相談支援センター）

P40-3	 		がん相談における社会保険労務士介入の効果 �   S425
伊藤 礼子（伊那中央病院 がん相談支援センター）

P40-4	 		MSWと社会保険労務士との協働によるがん患者就労相談会の意義を考える �   S425
槇原 貴子（島根大学医学部附属病院 がん患者・家族サポートセンター）

P40-5	 		がん患者の就労問題・経済的問題に関する�
社会保険労務士とファイナンシャルプランナーによる相談事業の実績 �   S425
賢見 卓也（NPO法人がんと暮らしを考える会、医療法人社団パリアン）

P41　�
ケアギバーのストレス・燃え尽き症候群�

P41-1	 		緩和ケア病棟に勤務する看護師の感情労働の特徴に関する研究 �   S426
羽田 かおり（長野看護専門学校）

P42　�
コミュニケーション�

P42-1	 		患者の希望が実現されるために〜病状の伝達はどのように影響しているか �   S426
前田 薫（白根大通病院、新潟大学医歯学総合病院 緩和ケアチーム）

P42-2	 		終末期がん患者の希望を引き出す為の関わり〜プロセスレコードを用いて〜 �   S426
三屋 碧（福井県済生会病院）

P42-3	 		思いに寄り添う「連絡帳」の活用〜寄り添うことの喜びを求めて〜 �   S426
高藤 早苗（社会医療法人財団董仙会 恵寿総合病院 緩和医療科）

P42-4	 		肺癌末期、BPSDが強く症状マネジメントに難渋した事例 �   S427
橋野 陽子（市立芦屋病院 緩和ケア病棟）

P42-5	 		患者の希望を叶えるため、家族の不安に寄り添う〜コミュニケーションの大切さ〜 �   S427
吉本 訓子（岸和田徳洲会病院 看護部）
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P43　�
アドバンス・ケア・プランニング、意思決定�

P43-1	 		血液透析と人工栄養に関する検討〜アンケート調査〜 �   S427
中瀬 一（北杜市立甲陽病院 外科）

P43-2	 		「がんの終末期の軌跡」の理解は看取りに役立っていたのか �   S427
高世 秀仁（信愛報恩会 信愛病院）

P43-3	 		厚生労働省平成26年度人生の最終段階における医療体制整備事業後の当院の取り組み �   S428
福原 明（社会医療法人芳和会 くわみず病院）

P43-4	 		看護師によるアドバンス・ケア・プランニングの現状と今後の課題�
：ACP看護研究会地域公開講座における質問紙調査結果から �   S428
竹之内 沙弥香（京都大学大学院 医学研究科 人間健康科学系専攻）

P43-5	 		当院のがん患者・家族に対する意思決定支援場面への病棟看護師の関わりの現状�
－インフォームド・コンセント場面に関する看護師アンケート調査から－ �   S428
濱川 文彦（社会医療法人社団高野会 高野病院 医療福祉課）

P43-6	 		独居がん患者の意思決定を支える場面での看護師の困難感�
〜患者の思いに寄り添ったケアの提供を目指して〜 �   S428
出頭 裕美（独立行政法人 国立病院機構 山口宇部医療センター）

P43-7	 		意思決定支援としての在宅緩和ケア �   S429
新屋 洋平（沖縄県立中部病院 地域ケア科、緩和ケアチーム）

P43-8	 		当院における終末期医療の意思決定に関する意識調査 �   S429
大成 恵梨子（国家公務員共済組合連合会 佐世保共済病院）

P43-9	 		化学療法施行中の患者に認知行動療法を用い、意思決定支援を行った一例 �   S429
竹井 清純（救世軍ブース記念病院 ホスピス科、市立芦屋病院 緩和ケア内科）

P43-10	 		代理意思決定を行なう家族との看護師の関わりと今後の課題 �   S429
中田 美都里（社会医療法人康和会 札幌しらかば台病院）

P43-11	 		患者の意思決定を尊重した自宅での看取り－2時間で退院調整が行えた一例－ �   S430
友部 久美子（株式会社日立製作所 ひたちなか総合病院、看護局）

P43-12	 		アドバンスケアプランニングにおけるPrOACTアプローチの有用性 �   S430
野池 輝匡（社会医療法人財団慈泉会 相澤病院 緩和ケア支援チーム）

P43-13	 		自律性が高い患者への看取りにおいて意思決定支援を行った一症例 �   S430
小川 佐知子（  地方独立行政法人 山口県立病院機構 山口県立総合医療センター 看護部、 

地方独立行政法人 山口県立病院機構 山口県立総合医療センター 緩和ケアチーム）

P43-14	 		緩和ケア病床に紹介となった心肺蘇生術後の3事例 �   S430
吉武 淳（熊本大学医学部附属病院 緩和ケアセンター）

P43-15	 		心不全終末期患者への意思決定支援 �   S431
釣 加奈梨（兵庫県立姫路循環器病センター 看護部）

P43-16	 		急性期病院からホスピスへ終末期がん患者と家族に寄り添った�
「療養場所の選択」を支える援助についての一考察 �   S431
木本 美由紀（近江八幡市立総合医療センター）

P43-17	 		痛みのコントロールに難渋し人工肛門造設を選択した直腸がん患者への意思決定支援を通して �   S431
日爪 真美（石川県立中央病院 看護部）

P43-18	 		“生きる”ことを最期まであきらめなかった終末期がん患者とその家族の希望を支えた一事例 �   S431
岡本 亜紀（奈良県立五條病院）

P43-19	 		集中治療室で緩和ケアチームが治療に関わった4症例 �   S432
瀧川 千鶴子（KKR札幌医療センター 緩和ケア科）

P43-20	 		緩和ケア病棟入院患者に対するアドバンス・ケア・プランニングの実施に伴う病棟看護師の認識の変化 �   S432
杉江 礼子（大津市民病院 緩和ケア病棟）

P43-21	 		シンガポールのアドバンスケアプランニング（ACP）視察活動から検討した日本の課題 �   S432
谷本 真理子（東京医療保健大学 医療保健学部 看護学科）

P43-22	 		患者の自己決定を支援するには「平成26年度�人生の最終段階における医療整備事業」に参加して �   S432
下平 悦子（  国立病院機構 長良医療センター 患者・家族意思決定サポートチーム 医療ソーシャルワーカー）

P43-23	 		終末期がん患者における早期からの意思決定支援〜療養先の実態調査からみえた当院の傾向と課題〜 �   S433
小湊 裕美子（公立昭和病院）
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P43-24	 		緩和ケア認定看護師によるアドバンスケアプランニングの検討 �   S433
宮崎 万友子（飯塚病院）

P44　�
倫理的問題�

P44-1	 		がん患者の告知に関するアンケート調査 �   S433
高橋 理智（田園調布中央病院 緩和ケアチーム）

P44-2	 		がん終末期患者の「帰りたい」願いを叶えた1例の考察〜「臨床倫理の4分割法」を用いて〜 �   S433
田中 直美（済生会 松阪総合病院）

P45　�
概念・歴史、文化（culture）の問題、死生学・死生観・哲学�

P45-1	 		東日本大震災被災による担癌患者の地域コミュニティ喪失と終末期ケアについて �   S434
横田 瑞穂（（公財）東京都 保健医療公社 豊島病院 緩和ケア内科）

P46　�
その他の精神・心理・社会的ケア・倫理的問題・概念�

P46-1	 		緩和ケア病棟入院時の言葉と最後の言葉 �   S434
田中 千恵（鹿児島市医師会病院 診療部 緩和ケア科）

P46-2	 		緩和ケア病棟看護師に生じる悲嘆反応と対処行動 �   S434
渡邉 晶子（藤沢湘南台病院）

P46-3	 		進行がん患者における大切な領域と主観的QOLの縦断的評価�
－SEIQoL-DW（シーコール-DW）を用いて－ �   S434
坂下 美彦（千葉県がんセンター 緩和医療科）

P47　�
多職種協働・チーム医療�

P47-1	 		未成年の子供を持つがん患者の支援 �   S435
小野 裕子（市立函館病院 緩和ケアチーム）

P47-2	 		第三次救命救急病院としてのPCT介入患者の栄養管理は如何にあるべきか�第2報�
〜当院で求められる管理栄養士の役割について一考察〜 �   S435
清水 純子（福岡県済生会 福岡総合病院 栄養部）

P47-3	 		緩和ケア病棟におけるソリューション・フォーカスト・ブリーフセラピーを用いた�
カンファレンス〜患者・家族をコンプリメントする効果についての検討〜 �   S435
永石 尋幹（公益社団法人 出水郡医師会 広域医療センター 心理サポート室）

P47-4	 		熊本県における緩和ケア対象患者へのアルコール提供の実態調査 �   S435
長瀬 博美（熊本大学医学部附属病院 栄養管理部）

P47-5	 		三重県内７病院を結んだ多職種緩和ケアテレビカンファレンスの評価と課題－その１・量的検討－ �   S436
辻川 真弓（三重大学 医学部 看護学科）

P47-6	 		三重県内7病院を結んだ多職種緩和ケアテレビカンファレンスの評価と課題－その２・質的検討－ �   S436
坂口 美和（三重大学 医学部 看護学科）

P47-7	 		痛みシートを活用したカンファレンスの有効性の検討〜看護師の意識の変化に焦点をあてて〜 �   S436
川人 直子（社会医療法人社団カレスサッポロ 時計台記念病院 看護部）

P47-8	 		緩和ケア病棟のデータベース活用の向上を目指して �   S436
近藤 円香（公立みつぎ総合病院）

P47-9	 		舌癌と診断された患者への治療開始前からの多職種協働支援が、自宅退院につながった一症例�
〜視覚障害をもつ不安の強い親子に対して〜 �   S437
小野 恵里香（松山赤十字病院 精神科・心療内科）

P47-10	 		がん終末期の母親が子供に病状を伝えることを多職種で支えた一事例 �   S437
寺島 智子（済生会横浜市東部病院）

P47-11	 		多職種の効果的介入により自宅退院を支援出来た終末期肺癌対麻痺の一例 �   S437
若月 雅人（独立行政法人 地域医療機能推進機構 北海道病院 リハビリテーション部）
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P47-12	 		病状否認にある患者の意思決定支援に緩和ケアチームが対応した一例 �   S437
糸賀 知子（越谷市立病院）

P47-13	 		海外渡航を計画され、その支援を多職種連携により行った1例 �   S438
今野 俊和（医療法人完光会 今野病院）

P47-14	 		脊髄浸潤による上下肢麻痺となるも、多職種チームにより化学療法と�
在宅療養が可能となった悪性リンパ腫の1症例 �   S438
佐藤 亜佑美（千葉西総合病院 看護部）

P47-15	 		終末期患者の在宅療養を支える�
〜家族の不安により在宅療養の希望を叶える事が困難な患者・家族へのアプローチ〜 �   S438
谷口 絢子（独立行政法人 国立病院機構 敦賀医療センター）

P47-16	 		多職種面談がQOL改善に有効であった、�
他院でBest�Supportive�Care選択後病状悪化に伴い来院した末期結腸癌の1例 �   S438
荒能 義彦（ＫＫＲ北陸病院）

P47-17	 		終末期がん患者に対し補高便座の作成によりQOLの向上を認めた2症例 �   S439
吉田 奈美江（社会医療法人社団 カレスサッポロ 時計台記念病院 看護部）

P47-18	 		メサドン使用経験にもとづく適応患者の検討 �   S439
笠原 庸子（県立広島病院 薬剤科、県立広島病院 緩和ケアチーム）

P47-19	 		病棟看護師が役割分担を行ったことにより、離別した夫婦が新たな関係を構築でき、自宅退院できた1症例 �  S439
明石 靖子（青梅市立総合病院）

P47-20	 		乳癌手術後にアカシジアを呈し緩和ケアチームで関わった一症例 �   S439
佐賀 真希子（一部事務組合 下北医療センター むつ総合病院 緩和ケアチーム）

P47-21	 		安静保持を拒否する脊髄圧迫リスクのある患者への多職種アプローチ �   S440
野田 陽子（福岡県済生会福岡総合病院）

P47-22	 		海外に在住する維持透析中の胃癌終末期患者の受け入れに成功した一例 �   S440
小杉 和博（聖路加国際病院 消化器内科）

P47-23	 		鎮静開始について医療者間で意見対立が生じた1例 �   S440
井原 世尊（東京女子医科大学 化学療法緩和ケア科）

P47-24	 		多職種協同により意思決定支援を行い患者の望む療養場所へ退院できた一例 �   S440
伊藤 武志（近畿大学医学部附属病院 薬剤部）

P47-25	 		未治療の進行期乳がん症例に対する診療科・職種・施設間横断的アプローチ �   S441
岩橋 智史（順天堂大学医学部附属順天堂医院 リハビリテーション室）

P47-26	 		多職種の良好な関係性の構築が、chemical�copingの診断につながった1例 �   S441
大迫 竜也（帝京大学医学部附属病院）

P47-27	 		ブリーフセラピーを援用したデスカンファレンス－「質問」を通した新たな現実構成－ �   S441
三谷 聖也（愛知教育大学）

P47-28	 		「最期は家で」という希望があった患者の自宅退院を支援した1症例の考察 �   S441
伊藤 裕美（公立置賜総合病院  緩和ケアチーム）

P47-29	 		「緩和ケア版見える事例検討会®」を用いた在宅医療機関と緩和ケア病棟との事例検討会実施とその評価 �   S442
伊藤 浩明（地方独立行政法人 岐阜県立多治見病院 緩和ケア病棟）

P47-30	 		がんサポート室の現状と緩和チームの関わり �   S442
安部 一秀（太田西ノ内病院 緩和ケアチーム）

P47-31	 		ヒューマンエレメントアプローチを基にしたチーム医療教育 �   S442
清水 広久（埼玉成恵会病院 外科）

P47-32	 		当院におけるEOLカンファレンスの現状（第2報） �   S442
川淵 朱美（井原市立井原市民病院 看護部）

P47-33	 		多職種恊働による骨転移キャンサーボードの運営報告 �   4S43
釆田 志麻（熊本赤十字病院 血液腫瘍内科）

P47-34	 		神奈川県立こども医療センター緩和ケア普及室設置後3年間の実績 �   4S43
堀木 としみ（  神奈川県立こども医療センター 麻酔科、神奈川県立こども医療センター緩和ケア普及室）

P47-35	 		がん終末期患者および家族へのリーフレット作成の試み �   4S43
塩原 正之（千葉市立海浜病院 緩和ケアサポートチーム）

P47-36	 		当院における麻薬有効使用に対する取り組み �   4S43
石見 淳子（高砂市民病院 薬剤科）
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P47-37	 		緩和ケアのスクリーニングは誰のためのスクリーニングなのか？〜当院における導入過程と現状〜 �   S444
吉武 淳（熊本大学医学部附属病院 緩和ケアセンター）

P47-38	 		緩和ケア病棟専任薬剤師が作成したオピオイド使用状況一覧表を用いた一元化管理について �   S444
佐藤 良太（社会福祉法人 毛呂病院 薬局）

P47-39	 		がん診療連携拠点病院ではない当施設の看護師・薬剤師・栄養士・理学療法士が立ち上げた�
インフォーマルな緩和ケアチーム活動の現状 �   S444
梅山 恵一郎（独立行政法人 国立病院機構 東埼玉病院）

P47-40	 		当院におけるがん疼痛に対するブロック施行症例の変遷 �   S444
中布 龍一（JA尾道総合病院 緩和ケアチーム、JA尾道総合病院 麻酔科）

P47-41	 		演題取り下げ 
P47-42	 		緩和ケア病棟における麻薬事故減少への取り組み �   S445

松田 唯子（名古屋第一赤十字病院 薬剤部）

P47-43	 		苦痛のスクリーニングの結果と緩和ケアチームへのコンサルテーションの現状と課題 �   S445
中満 順子（京都第一赤十字病院）

P47-44	 		当院の「がんリハビリテーション」への認識の現状報告 �   S445
石橋 友子（医療法人社団昌医会 葛西昌医会病院 Ａ病棟）

P47-45	 		当院における緩和ケアチーム活動の評価と今後の課題 �   S446
内田 登志香（倉敷市立児島市民病院）

P47-46	 		「がんリハビリテーション」研修実施の効果と今後の課題 �   S446
阪本 久美子（医療法人社団 昌医会 葛西昌医会病院 リハビリテーション科）

P47-47	 		喉頭癌患者の在宅支援介入を通して見えたチーム活動の課題 �   S446
高田 寿美子（医療法人重工記念長崎病院 4階病棟）

P48　�
看護介入�

P48-1	 		耳鼻科外来看護師が実践するギアチェンジ支援 �   S446
田中 まゆこ（佐賀大学医学部附属病院 看護部）

P48-2	 		つぼ刺激によるがん患者の倦怠感軽減の効果 �   S447
角田 美和（一般財団法人 竹田健康財団 竹田綜合病院）

P48-3	 		「生活のしやすさに関する質問票」からみた入院がん患者の緩和ケアニーズ �   S447
井上 玲子（公立福生病院）

P48-4	 		がん終末期患者に対するタッチングと他動運動を組み合わせたケアの効果 �   S447
福田 美代子（盛岡赤十字病院 緩和ケア病棟）

P48-5	 		レゴラフェニブによる手足症候群の実態および外来の予防対策に関する研究 �   S447
新井 美智子（国立研究開発法人 国立がん研究センター中央病院）

P48-6	 		がん終末期患者の希望を支える看護〜過去3年間のカルテを振り返って〜 �   S448
松田 舞（沖縄県立中部病院）

P48-7	 		LCPを用いることで看護の視点と課題を明確にする〜1事例の検証を通して〜 �   S448
伊藤 美幸（潤和会記念病院 緩和ケア病棟）

P48-8	 		患者の想いを支え、精神的な不安定さ（うつ状態）を持つ遺される娘への関わり�
〜渡辺式家族アセスメントモデルを用いて〜 �   S448
春日 詩織（松江市立病院 緩和ケア病棟）

P48-9	 		唯一の希望であった帰郷は叶わなかったが、最後にエンパワーメントできた事例 �   S448
関根 梨紗（東京急行電鉄株式会社 東急病院）

P48-10	 		ケア介入を望まない患者への看護 �   S449
佐伯 裕美（地方独立行政法人 東京都健康長寿医療センター）

P48-11	 		疼痛が悪化した高齢者の看護を通して学んだこと〜対照的な2事例を検証して �   S449
田中 晴美（株式会社コミュニティー研究所  訪問看護ステーション  陽だまり）

P48-12	 		治療期に緩和ケアのサポートを希望した壮年期の進行肺がん患者との関わり�
〜トラベルビーの人間対人間の看護論を用いて〜 �   S449
山田 琴絵（KKR札幌医療センター 緩和ケアチーム）

P48-13	 		一般病棟における終末期看護〜患者の思いをかたちにして〜 �   S449
江嵜 宏美（公立八女総合病院 外科・泌尿器科病棟）
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P48-14	 		治療効果が得られなくなった抗がん剤治療を希望し続ける患者と苦悩する家族への介入�
〜院内緩和ケアチームコアナースとして〜 �   S450
金城 ユカリ（社会医療法人敬愛会 中頭病院 看護科）

P48-15	 		がん患者のケアをつなぐ病棟看護師の役割 �   S450
松本 愛美（広島市立広島市民病院 看護部）

P48-16	 		高齢者がん患者の治療継続への不安に対する自律を支援する取り組み �   S450
出町 美奈（東京都立墨東病院）

P48-17	 		終末期がん患者の希望を支える〜看護ケアを振り返り、緩和ケア認定看護師の役割を再考する〜 �   S450
竹崎 薫（一般社団法人 八代郡医師会 八代郡医師会立病院）

P48-18	 		浮腫ケア外来開設後の活動成果と今後の課題 �   S451
腰原 麻衣子（日本赤十字社医療センター）

P48-19	 		緩和ケアリンクナースの部署横断的ケアを取り入れた緩和ケア病床のケア充実の試み �   S451
藤内 眞理（独立行政法人 岐阜県総合医療センター）

P48-20	 		急性期病棟におけるデスカンファレンスが看護に与える影響と今後の課題 �   S451
並木 瑠理江（東京歯科大学 市川総合病院 緩和ケアチーム）

P48-21	 		外来化学療法室利用患者への電話訪問の有用性と今後の課題 �   S451
布谷 玲子（埼玉医科大学 総合医療センター  看護部）

P49　�
薬剤師・薬学的介入�

P49-1	 		緩和ケア病棟入院時におけるポリファーマシーの現状 �   S452
西別府 弘子（横浜市立市民病院 薬剤部）

P49-2	 		当院の緩和ケア病棟における、薬剤師の薬学的介入の報告 �   S452
内山 祐佳（日本赤十字社医療センター 薬剤部）

P49-3	 		調剤薬局が地域に貢献できることの考察�
〜訪問薬剤管理指導件数ゼロの調剤薬局が1年で33件も担当するようになって地域貢献している話〜 �   S452
清水 里恵（株式会社サンテ ひまわり調剤薬局）

P50　�
ソーシャルワーク�

P50-1	 		家族支援の一考察〜家族会の実現に向けて〜 �   S452
田上 幸輔（医療法人潤和会 札幌ひばりが丘病院）

P50-2	 		人生最終段階の意思決定を支えるために〜緩和ケア病棟の現状と課題、MSWの役割〜 �   S453
春日 みゆき（島根大学医学部附属病院 地域医療連携センター）

P50-3	 		がん地域連携パスにおけるMSWによる科学的根拠に基づく介入の試み�
：独立型t検定による面談時における肯定的態度との関連 �   S453
三谷 勇一（八尾徳洲会総合病院、中間的就労研究所）

P51　�
リハビリテーション�

P51-1	 		がんリハビリテーション実施頻度が抗がん剤治療中の血液がん患者の上下肢の筋力、�
運動耐容能に及ぼす影響について �   S453
新谷 圭亮（医療法人宝生会 PL病院 リハビリテーション科）

P51-2	 		がん専門施設のリハビリテーション科患者における静脈血栓塞栓症の実態 �   S453
池田 聖児（大阪府立病院機構 大阪府立成人病センター リハビリテーション科）

P51-3	 		当院の緩和ケア病棟におけるリハビリテーション2年目の現状と課題 �   S454
山田 文之（札幌清田病院 リハビリテーション科）

P51-4	 		保存療法を行うがん患者における痛みはリハビリテーションの阻害因子となるか？ �   S454
福島 卓矢（  長崎大学大学院 医歯薬学総合研究科 医療科学専攻 運動障害リハビリテーション学分野）

P51-5	 		当院緩和ケア病棟におけるリハビリテーション科新人教育プログラムの効果�
〜チェックテストによる検討�第2報〜 �   S454
伊藤 美希（医療法人社団曙会 シムラ病院 診療技術部 リハビリテーション科）
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P51-6	 		緩和ケアチーム活動強化によるリハビリテーションの成果と課題 �   S454
石橋 奈苗（済生会福岡総合病院 リハビリテーション部）

P51-7	 		当院におけるがんリハビリテーション実施による変化 �   S455
奥園 翔太（公立玉名中央病院 リハビリセンター、公立玉名中央病院 症状緩和ケア委員会）

P51-8	 		リハビリテーションの実施時間を定時化することは進行がん入院患者にとって益となるか �   S455
西山 菜々子（  市立芦屋病院 リハビリテーション科、広島大学大学院 医歯薬保健学研究科 保健学専攻）

P51-9	 		がんリハビリテーションが終末期患者のADLおよび生存期間に及ぼす影響について �   S455
新野 巧（医療法人ガラシア会 ガラシア病院 リハビリテーション科）

P51-10	 		終末期におけるST介入の効果〜最期まで口から食べるためにできること〜 �   S455
喜多 なつひ（富山医療生活協同組合 富山協立病院 リハビリテーション科）

P51-11	 		入院中の終末期がん患者への作業療法が患者のQOLに与える影響 �   S456
谷 詩織（筑波大学附属病院 リハビリテーション部）

P51-12	 		脊椎転移による対麻痺症例のリハビリテーションに関する調査〜吊り上げリフト移乗在宅導入の有用性〜 �  S456
北原 エリ子（順天堂大学医学部附属順天堂医院 リハビリテーション室）

P51-13	 		がんリハビリテーション実施時のECOG�Performance�Statusと筋力ならびに持久力との関連 �   S456
黒郷 哲（  先端医療センター病院 リハビリテーション室、神戸リハビリテーション病院 リハビリテーション部）

P51-14	 		生活歴を考慮し介入した胃がん終末期患者の一症例〜参加・活動に着目した関わり〜 �   S456
秦 健一郎（釧路孝仁会記念病院 リハビリテーション部）

P51-15	 		脳梗塞発症後もリスク管理により積極的なリハビリテーションが可能になった末期癌患者の一例 �   S457
庄子 翼（医療法人 東札幌病院 診療部2 リハビリテーション課）

P51-16	 		生活行為に着目しADL、IADL動作が可能となった腎がん多発脊椎転移の一例 �   S457
熊野 宏治（パナソニック健康保険組合 松下記念病院 リハビリテーション科）

P51-17	 		看取りまでの緩和ケアの開発を目的にした終末期がん患者の睡眠状態の把握 �   S457
河野 茉梨絵（医療法人宝持会 池田病院 総合リハビリテーションセンター）

P51-18	 		がん患者に対するリハビリ・ケアの質的向上を目指したアセスメントシートの開発とその有効性 �   S457
黒田 未貴（医療法人宝持会 池田病院 総合リハビリテーションセンター）

P51-19	 		がん患者のリハビリテーションにおけるADL自立度とQOLの相関について�
〜カナダ作業遂行測定（COPM）を用いて〜 �   S458
三戸部 浩之（社会医療法人山弘会 上山病院 緩和ケアチーム、リハビリテーション科）

P51-20	 		最期まで支えるQOL〜緩和ケア病棟の患者参加型カンファレンスにて自己決定を支えた1事例〜 �   S458
新里 恵梨（社会医療法人友愛会 南部病院 リハビリテーションセンター）

P51-21	 		脳梗塞を合併した上行結腸癌（神経内分泌がん）の夫と妻の生きる楽しみを支えた摂食支援 �   S458
老田 英利香（市立砺波総合病院 総合リハビリテーションセンター）

P51-22	 		腹水濾過濃縮再静注法とリハビリテーションの併用により�
倦怠感、活動量、QOLが改善した癌性腹膜炎の一症例 �   S458
片岡 英樹（長崎記念病院 リハビリテーション部）

P51-23	 		大腿骨骨転移部を骨折した終末期肺癌患者が、理学療法介入を通して患者自身で希望を見い出し、�
希望達成に向けて関わることのできた1症例 �   S459
松本 恭平（  国際医療福祉大学三田病院 リハビリテーション室、 

国際医療福祉大学三田病院 医療相談・緩和ケアセンター）

P51-24	 		がんリハビリテーションがギアチェンジに役立った悪性リンパ腫の一症例 �   S459
藤田 隼也（社会医療法人高清会 高井病院）

P51-25	 		理学療法士が復学支援に寄与した13歳腎細胞癌の一症例 �   S459
深田 亮（千葉大学医学部附属病院 リハビリテーション科）

P51-26	 		もの作りが患者の家族的役割を再認識するきっかけとなった一例�
〜若年成人がん患者のがんリハビリテーションを振り返って〜 �   S459
出島 裕子（白河厚生総合病院）

P51-27	 		がん終末期患者の生活環境支援〜動ける環境を提供することで、生きる力と笑顔を取り戻した1症例〜 �   S460
林 よしみ（医療法人社団藤聖会 八尾総合病院 緩和ケアチーム）

P51-28	 		低栄養の食道がん患者に対する低負荷での運動療法と栄養管理の試み �   S460
丸居 夕利佳（金沢西病院 リハビリテーションセンター）

P51-29	 		四肢・脊柱に多発骨病変を呈した多発性骨髄腫2症例�
〜整形外科手術後理学療法における屋外歩行獲得までの経過〜 �   S460
吉田 司（順天堂大学医学部附属順天堂医院 リハビリテーション室）
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P51-30	 		疼痛の訴えが強い症例への介入〜リハビリテーションの役割を考えて〜 �   S460
前畑 宏樹（医療法人社団博友会 金沢西病院 リハビリテーション部）

P51-31	 		前立腺がん多発骨転移にて対麻痺を呈しながらも症例の希望を尊重しながら�
チームで関わることで在宅復帰に至った1症例 �   S461
小野寺 智和（砂川市立病院 緩和ケアチーム）

P51-32	 		重度末梢神経障害を来した縦隔原発胚細胞腫瘍患者に対する理学療法の経験 �   S461
吉川 正起（大阪府立成人病センター リハビリテーション科）

P51-33	 		当院（急性期病院）におけるがんリハビリテーションのこれまで �   S461
井上 研作（荒尾市民病院 リハビリテーション技術科）

P51-34	 		当院の緩和ケア病棟におけるリハビリテーションの現状と課題 �   S461
下村 歩美（富山市民病院 リハビリテーション科）

P51-35	 		がんリハビリテーションの導入によるがん患者のリハビリテーションの変化について �   S462
川崎 秀樹（亀井病院 リハビリテーション部）

P51-36	 		当院におけるがんのリハビリテーションの現状分析から見えた�
在宅復帰目的の緩和的リハ早期介入に対する課題 �   S462
新川 忠輔（医療法人いちえ会 洲本伊月病院 リハビリテーション部）

P51-37	 		緩和ケア病棟におけるリハビリテーション内容の検証 �   S462
西本 理紗（藤田保健衛生大学病院 リハビリテーション部）

P51-38	 		当院における小児がんリハビリテーションの現状 �   S462
山下 達也（岐阜市民病院 小児科 小児血液疾患センター）

P51-39	 		終末期リハビリテーションに対する看護職の意識調査 �   S463
青木 淳（AMG 桜ヶ丘中央病院 リハビリテーション科）

P52　�
栄養サポートチーム�

P52-1	 		当院におけるがん患者の食欲不振に対する新たな個別対応食の検討 �   S463
川崎 愛弓（国保水俣市立総合利用センター）

P52-2	 		当院の緩和ケア症例における早期栄養管理実施と未実施の比較 �   S463
成合 順子（宮崎江南病院 栄養管理部）

P53　�
心理専門職・精神科医�

P53-1	 		40歳代�シングルマザーの乳がん患者への心理士の関わりについて �   S463
礒崎 聖子（市立ひらかた病院）

P53-2	 		徳島大学病院における血液疾患患者への心理士介入の現状 �   S464
門田 芳（徳島大学病院 がん診療連携センター）

P54　�
介護支援専門員・介護福祉士・介護職�

P54-1	 		がん終末期利用者の介護度に関するアンケート調査 �   S464
引野 雅子（ひきのクリニック）

P55　�
補完代替療法（鍼灸、音楽療法・芸術療法、アロマセラピーなど）�

P55-1	 		緩和ケアにおける（鍼灸）治療効果の総合的評価法に関する検討 �   S464
篠原 昭二（九州看護福祉大学 鍼灸スポーツ学科）

P55-2	 		終末期呼吸困難に対するアロマセラピーの有効性について �   S464
中川 恵里子（札幌清田病院 緩和支持医療センター 緩和ケア病棟）

P55-3	 		悪性リンパ腫寛解後に生じた左肩関節可動域制限に対し、鍼灸治療の効果を認めた一例 �   S465
佐々木 久子（国立研究開発法人 国立がん研究センター 中央病院 緩和医療科）
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P55-4	 		鍼治療の介入後にADLが改善し外来通院化学療法への移行が可能となった進行胃癌の一例 �   S465
吉田 洋（大阪府立急性期・総合医療センター 緩和ケアチーム）

P55-5	 		肺に転移した乳癌患者に対し鍼灸治療を継続している1例 �   S465
平井 顯徳（  新潟リハビリテーション大学 地域連携推進室、新潟看護医療専門学校 東洋医療学科、 

新潟看護医療専門学校附属東洋医療センター鍼灸治療院）

P55-6	 		看取り時期の身体的精神的苦痛に対してアロマセラピストにできたこと �   S465
畑 亜紀子（国立病院機構 京都医療センター 緩和ケア）

P55-7	 		終末期ガン患者の家族ケアを目的とした鍼治療の有用性に関する検討 �   S466
横西 望（小牧市民病院 緩和ケア科）

P55-8	 		緩和ケア外来での鍼灸治療に対する他職種の見解 �   S466
鈴木 春子（新座志木中央総合病院 緩和ケア科、無量光寿庵 はる治療院）

P56　�
ホスピス・緩和ケア病棟�

P56-1	 		当院の緩和病棟に入院しperformance�status（PS）の改善した9症例の検討 �   S466
今澤 雅子（苫小牧東病院 緩和科）

P56-2	 		北見赤十字病院緩和ケア病棟開設後の入院経路とPSおよび在院日数に関する検討 �   S466
西本 武史（北見赤十字病院 緩和ケア内科）

P56-3	 		一般病棟と緩和ケア病棟の比較からみた在宅療養支援の可能性と課題 �   S467
桶口 史篤（富山市立富山市民病院 緩和ケア内科）

P56-4	 		緩和ケア病棟プライマリーナースの共感疲労軽減への試み�
〜チームカンファレンス・デスカンファレンスで思いを語ることの効果〜 �   S467
前田 有紀子（公立甲賀病院）

P56-5	 		遺族調査による本院緩和ケア病棟のケアの質の評価 �   S467
関川 加奈子（京都府立医科大学附属病院 緩和ケアセンター）

P56-6	 		緩和ケア病棟にPNS®導入したことによる効果�
－PNS導入が看護師の緩和ケアに対する知識、態度、困難感に及ぼす影響－ �   S467
西藤 美恵子（独立行政法人 国立病院機構 岩国医療センター）

P56-7	 		緩和ケア病棟開設当初の看護師の意識調査 �   S468
大野 美紀（城東桐和会 東京さくら病院）

P56-8	 		ホスピス病棟で迎える最後の1週間 �   S468
加藤 周子（聖フランシスコ病院）

P56-9	 		当ホスピスにおける予定・予定外（緊急）入院の経年的変化から今、求められていることを探る �   S468
前里 喜一（松籟会 河畔病院 緩和ケア内科）

P56-10	 		入院予約キャンセル者の待機状況からみた当院の現状と課題�
〜待機期間短縮への取組みから見えてきたこと〜 �   S468
大澤 理恵（独立型ホスピス 大分ゆふみ病院）

P56-11	 		地域包括ケアシステムのおける緩和ケア病棟と在宅療養支援診療所の連携 �   S469
吉川 善人（宝塚市立病院 緩和ケア内科）

P56-12	 		急性期病院における緩和ケア病床の役割と課題 �   S469
森山 恵（西宮市立中央病院）

P56-13	 		緩和ケア病棟における鎮静の現状と課題 �   S469
岡山 幸子（宝塚市立病院 緩和ケア病棟）

P56-14	 		デスカンファレンスで語られた内容の分析 �   S469
大河 弘子（JA秋田厚生連 大曲厚生医療センター 緩和ケア病棟）

P56-15	 		緩和ケア病棟立ち上げ時期の看護師のストレス要因について �   S470
立石 るか（医療法人徳洲会 宇治徳洲会病院）

P56-16	 		一般病棟から緩和ケア病棟への転棟時に重要視している情報の検証 �   S470
梶原 陽子（県立広島病院 緩和ケア病棟）

P56-17	 		緩和ケア病棟から在宅療養へ移行した症例の検討 �   S470
川島 正裕（市立岸和田市民病院 緩和ケア内科）

P56-18	 		A病院緩和ケア病棟における自立を支えるための転倒防止に関する検討 �   S470
寺井 智子（福井赤十字病院 緩和ケア病棟）
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P56-19	 		緩和ケア病棟の適正病床数の検討（第2報） �   S471
金子 和彦（岡谷市病院事業 岡谷市民病院）

P56-20	 		亡くなる前日までレスキュー用の医療用麻薬の自己管理を希望した事例 �   S471
椎崎 正秀（公立八女総合病院 薬剤科、みどりの杜病院 薬剤科）

P56-21	 		緩和ケア病棟における家族システムが回復ができた一例－30代の妻と幼児に対する支援－ �   S471
山口 牧子（独立行政法人 国立病院機構 京都医療センター 緩和ケア病棟）

P56-22	 		舌扁平上皮癌に併発した難治性三叉神経痛に対してガンマナイフ施行したところ�
疼痛が改善しQOLが向上した一例。 �   S471
渡邉 正哉（京都民医連中央病院 緩和ケア科）

P56-23	 		統合失調症の家族へのケアを地域関係機関とともに行なった1事例 �   S472
本井 真樹（京都民医連中央病院 緩和ケア病棟）

P56-24	 		壮年期の癌患者が父親の役割を果たすため自宅退院した一事例 �   S472
加藤 直子（京都民医連中央病院 緩和ケア病棟）

P56-25	 		若年末期がん患者の在宅療養を支援するために緩和ケア病棟に求められる役割について �   S472
片町 守男（医療法人社団若林会 湘南中央病院 緩和ケア科）

P56-26	 		誰もが困難と思われていた患者が娘の結婚式へ出席するまでの過程 �   S472
小坂 美那（社会医療法人共愛会 戸畑リハビリテーション病院）

P56-27	 		当院緩和ケア病棟（PCU）入院症例の検討を通して緩和ケア地域連携パス利用のメリットを探る �   S473
小尾 芳郎（横浜市立みなと赤十字病院 緩和ケアセンター）

P56-28	 		緩和ケア病棟の「あるべき姿」を病棟スタッフと共に考える �   S473
田中 淑子（JCHO湯布院病院）

P56-29	 		緩和ケア病棟の感染対策 �   S473
越川 貴史（医療法人社団杏順会 越川病院）

P56-30	 		オピオイドの種類・投与経路増加に伴い記録テンプレート変更し1年〜見えてきた課題と今後の取り組み〜 �   S473
有田 まゆか（広島医療生活協同組合 広島共立病院）

P56-31	 		緩和ケア病棟の運営、増床、地域連携、救急対応の経験と総括 �   S474
佐藤 健（国立病院機構 豊橋医療センター 外科）

P56-32	 		独立型緩和ケア病院における長期入院患者についての検討 �   S474
今村 拓也（淀川キリスト教病院 ホスピス・こどもホスピス病院 緩和ケア内科）

P56-33	 		PCU希望者がより多く入棟できるための取り組み �   S474
櫻井 真知子（独立行政法人 国立病院機構 京都医療センター）

P56-34	 		緩和ケア病棟にPNS®を導入する取り組み �   S474
中谷 早苗（独立行政法人 国立病院機構 岩国医療センター）

P56-35	 		緩和ケア病棟におけるせん妄患者の転倒・転落予防センサーを用いた安全対策の現状 �   S475
関 典子（兵庫県立加古川医療センター）

P56-36	 		緩和ケア病棟におけるカルテの質向上を目指した取り組み �   S475
小山 千恵（宝塚市立病院 緩和ケア病棟）

P56-37	 		群馬県立がんセンター緩和ケア病棟開棟後1年６ヶ月の診療実績報告 �   S475
風間 俊文（群馬県立がんセンター 緩和ケア部）

P56-38	 		地域完結型病院緩和ケア病棟における緩和ケア認定看護師としての役割と課題 �   S475
山本 起美代（公立西知多総合病院 看護局）

P56-39	 		緩和ケア病棟における行事食の試み �   S476
塩満 清華（公益社団法人 鹿児島共済会 南風病院 栄養科）

P56-40	 		知多半島医療圏における緩和ケアに関する新病院の役割と課題 �   S476
渡邊 哲也（公立西知多総合病院 緩和ケア外科）

P56-41	 		都道府県がん診療連携拠点病院の緩和ケア病棟におけるケアの評価 �   S476
青木 清美（独立行政法人 国立病院機構 四国がんセンター）

P56-42	 		緩和ケア病棟における看取りの改善－看護師アンケートを用いてこれからの看取りを考える－ �   S476
湯川 綾子（医療法人協和会 協和マリナホスピタル）
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P57　�
緩和ケアチーム�

P57-1	 		疼痛マネジメント目的での緩和ケアチーム介入依頼時の鎮痛薬使用状況の検討 �   S477
岩下 智之（松江市立病院 緩和ケア・ペインクリニック科）

P57-2	 		緩和ケアチーム介入による病棟看護師の意識変化と疼痛マネジメントに関する知識調査 �   S477
藤原 大地（北海道済生会小樽病院 看護部、緩和ケアチーム）

P57-3	 		緩和ケアチームによるカルテ回診の評価と今後の課題 �   S477
井上 智恵（地方独立行政法人 広島市立病院機構 広島市立広島市民病院 緩和ケアチーム、看護部）

P57-4	 		A病院（急性期・一般病院）の看護師が緩和ケア実践にあたり示す困難感�
－緩和ケア認定看護師に即時対応を望む相談内容の分析を通して－ �   S477
屋良 尚美（  沖縄県立中部病院 地域医療連携室 がん相談支援センター、 

沖縄県立中部病院 緩和ケアチーム専従・緩和ケア認定看護師）

P57-5	 		当院緩和ケアチームに依頼となった患者における鎮痛薬使用の割合と内訳についての考察�
（2013年4月〜2014年3月） �   S478
磯野 永依（けいゆう病院 緩和ケア内科）

P57-6	 		当院における緩和ケアチーム介入依頼患者の診療科間格差について �   S478
橋場 隆裕（上都賀総合病院 外科、同 緩和医療チーム）

P57-7	 		がん診療連携拠点の緩和ケアチームの年間新規診療症例数の規定要因 �   S478
宮下 光令（東北大学大学院 医学系研究科 保健学専攻 緩和ケア看護学分野）

P57-8	 		急性期病等における緩和ケアチームのより積極的な介入よって生じた緩和ケア病棟での変化 �   S478
牧野 一郎（製鉄記念八幡病院 緩和ケア外科）

P57-9	 		動物介在療法を用いた緩和医療の試み �   S479
佐治 攻（  聖マリアンナ医科大学 消化器一般外科、 

聖マリアンナ医科大学病院 勤務犬運営部会、聖マリアンナ医科大学病院 緩和医療部会）

P57-10	 		難治性疼痛のある患者に対し緩和ケアチームで支援した事例�
〜緩和ケアチームとしての役割や課題を明らかにする〜 �   S479
桑原 ひろみ（市立ひらかた市民病院 緩和ケア病棟）

P57-11	 		緩和ケアチームの介入において家族との意思疎通に困難を生じた１症例 �   S479
吉田 ひとみ（県立木曽病院 緩和ケアチーム）

P57-12	 		緩和ケアチームと訪問看護師の良好な連携により自宅療養が可能であった�
認知症合併末期肝細胞癌患者の1例 �   S479
金澤 厚子（医療法人社団藤聖会 八尾総合病院 緩和ケアチーム）

P57-13	 		入院、外来を通じた緩和ケアの関わりにより郷里への旅行を実現できた一例 �   S480
相澤 佳代子（防衛医科大学校病院 緩和ケアチーム）

P57-14	 		ホスピス緩和ケア病棟のある病院に新規に緩和ケアチームを立ち上げる意義についての考察 �   S480
森広 雅人（新生病院）

P57-15	 		当院における緩和ケアチーム活動の現状と今後の課題 �   S480
矢部 浩美（草加市立病院 看護部）

P57-16	 		急性期の地域がん診療拠点病院でがんに携わる職員の緩和ケアに関する実態調査�
〜スクリーニング導入前の評価〜 �   S480
町田 美佳（徳島赤十字病院）

P57-17	 		当院における非がん患者への緩和ケアチーム介入の検討 �   S481
藤本 晴美（  聖マリアンナ医科大学病院 看護部、聖マリアンナ医科大学病院 腫瘍センター 緩和医療部会）

P57-18	 		簡易質問票を用いた苦痛の二段階スクリーニング法の実施調査 �   S481
野口 玉枝（国家公務員共済組合連合会 浜の町病院 緩和ケアチーム）

P57-19	 		緩和ケアチームにおける医師事務作業補助者の支援報告 �   S481
冨永 沙織（松山赤十字病院 医療秘書課）

P57-20	 		「生活のしやすさに関する質問票」から見えた緩和ケアチームの介入の現状と課題 �   S481
宮崎 好美（  佐野厚生農業協同組合連合会 佐野厚生総合病院 緩和ケアチーム、 

佐野厚生農業協同組合連合会 佐野厚生総合病院 看護部）

P57-21	 		循環器専門病院における患者支援・緩和ケア回診の現状と課題 �   S482
玉田 田夜子（  兵庫県立姫路循環器病センター 看護部、兵庫県立姫路循環器病センター 患者支援・緩和ケアチーム）
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P57-22	 		当院における”直接診療型”緩和ケアチーム活動の現状と今後の展望 �   S482
渡部 芳紀（三友堂病院 地域緩和ケアサポートセンター 緩和ケアチーム）

P57-23	 		緩和ケアチーム13年間の活動報告 �   S482
樋口 比登実（昭和大学病院 緩和医療科）

P57-24	 		緩和ケアチームの活動と疼痛治療についてのアンケートー医師と看護師の比較 �   S482
柳原 恵梨（岸和田徳洲会病院 緩和ケアチーム、岸和田盈進会病院）

P57-25	 		一般病床への緩和ケアチーム定期ラウンドが及ぼす効果の検討 �   S483
大町 梨恵子（公益財団法人 東京都保健医療公社 多摩南部地域病院 緩和ケアチーム）

P57-26	 		緩和ケアチーム直接介入開始後の医療スタッフの患者と関わるうえでの困難感の変化 �   S483
實森 直美（  国立病院機構 呉医療センター・中国がんセンター 緩和ケアチーム、 

国立病院機構 呉医療センター・中国がんセンター 看護部）

P57-27	 		当院のがん患者への苦痛のスクリーニングを行っている医師・看護師の評価 �   S483
今井 麻里子（大阪医科大学附属病院 緩和ケアチーム、大阪医科大学附属病院 看護部）

P57-28	 		地域応援医師の参加による緩和ケアチームの活動の変化 �   S483
梅田 節子（地方独立行政法人 神戸市民病院機構 神戸市立医療センター 中央市民病院）

P57-29	 		緩和ケアチームの活動から今後の展望を考える �   S484
菅原 恵里子（栗原市立栗原中央病院）

P57-30	 		地域がん診療連携拠点病院である当院の緩和スクリーニングの現状と今後の課題 �   S484
武田 千津（愛媛県立中央病院 緩和ケアチーム、同看護部）

P57-31	 		苦痛のスクリーニングと緩和ケアチーム介入の現状と課題 �   S484
伊佐治 哲也（社会医療法人厚生会 木沢記念病院 緩和ケアチーム）

P57-32	 		精神科基幹総合病院スタッフにおける緩和ケア意識調査 �   S484
多田 素久（社会医療法人社団さつき会 袖ケ浦さつき台病院）

P57-33	 		レスキュー自己管理に向けた取り組み〜医療者の意識調査より〜 �   S485
松岡 弘子（医療法人徳洲会 和泉市立病院 緩和ケアチーム、看護部）

P57-34	 		当院における緩和ケアチームの関わりと問題点 �   S485
高田 賢（秦野赤十字病院 外科）

P57-35	 		がん診療連携拠点病院としての緩和ケア活動の評価と課題 �   S485
川上 和美（松江赤十字病院 緩和ケアチーム）

P57-36	 		救命救急センターに緩和ケアを〜アンケート調査結果より〜 �   S485
五十嵐 佑子（  大阪府済生会千里病院 緩和ケアチーム、大阪府済生会千里病院 千里救命救急センター）

P57-37	 		緩和ケアセンターにおける歯科領域の問題点と今後の課題 �   S486
山下 裕美（  長崎大学大学院 医歯薬学総合研究科 顎口腔再生外科学分野、長崎大学病院 緩和ケアセンター）

P57-38	 		外来における緩和ケア苦痛スクリーニング導入への取り組み �   S486
井本 俊子（公立学校共済組合 関東中央病院）

P57-39	 		当院における苦痛のスクリーニング結果とその対応－疼痛に焦点をあてて－ �   S486
菊地 美香（北海道がんセンター 緩和ケアチーム）

P57-40	 		大津市民病院における緩和ケアチームと精神科外来の活動状況およびその役割 �   S486
笹田 侑子（大津市民病院 緩和ケア科 精神・心療内科）

P57-41	 		他施設緩和ケアチーム見学・交流を通して学んだこと �   S487
中村 友哉（大和高田市立病院 外科）

P57-42	 		苦痛のスクリーニングシートから見えてきた患者の苦痛への対応方法の検討 �   S487
吉田 こずえ（宝塚市立病院 がん診療支援・緩和ケアセンター）

P57-43	 		緩和ケア外来の役割を評価する客観的指標の考案（第4報）�
－地域連携による療養場所・看取りの場への紹介－ �   S487
李 美於（神戸市立医療センター神戸中央市民病院 緩和ケア内科 緩和ケアチーム）

P57-44	 		緩和ケアスクリーニング導入が緩和ケアチーム介入依頼に与える影響と課題 �   S487
吉岡 多美子（順天堂大学医学部附属浦安病院 がん治療センター  緩和ケアチーム）

P58　�
緩和ケア外来�

P58-1	 		当院における緩和デイケア利用者の実態調査 �   S488
佐藤 尚子（愛知県がんセンター愛知病院 緩和ケア科）
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P58-2	 		緩和ケア内科へ緊急入院となった背景に関する検討 �   S488
住田 俊彦（公立学校共済組合 東海中央病院）

P58-3	 		地域がん診療連携拠点病院の緩和ケア外来での専門的緩和ケア介入による苦痛緩和効果に関する検討 �   S488
渡邊 紘章（小牧市民病院 緩和ケア科）

P58-4	 		緩和ケア外来に受診したがん患者の家族が抱く緩和ケア病棟の認識・イメージ �   S488
森 亮（医療法人社団葵会 AOI国際病院）

P58-5	 		緩和ケア外来紹介受診後、未入院症例の検討 �   S489
久志 一朗（独立行政法人 国立病院機構 沖縄病院）

P58-6	 		早期からの緩和ケアを目指した当院の緩和ケア外来の現状 �   S489
柳原 恵梨（岸和田徳洲会病院 緩和ケアチーム、岸和田盈進会病院）

P58-7	 		ホスピス病床71床を有する当院の現状と今後の課題 �   S489
中堀 亮一（社会医療法人栄光会 栄光病院）

P58-8	 		当院緩和ケア外来の現状と課題 �   S489
外山 美由紀（札幌清田病院 緩和支持医療センター 緩和ケア外来看護課）

P58-9	 		当院における緩和ケア外来の活動と今後の課題〜アセスメントシートの活用を通して〜 �   S490
モーエン 智子（熊本赤十字病院 緩和ケアサポートチーム）

P58-10	 		緩和ケア病棟と緩和ケア外来の連携の現状 �   S490
谷口 里枝（岡山赤十字病院 緩和ケア科 、岡山赤十字病院 看護部）

P58-11	 		完全独立型ホスピスからがん拠点病院に出向いて行う緩和ケア外来の意義 �   S490
原口 勝（みどりの杜病院）

P58-12	 		薬剤師による外来緩和ケア「診察前面談」活動報告 �   S490
小野田 千晴（焼津市立総合病院 薬剤科）

P58-13	 		地域に密着した緩和ケア外来の役割 �   S491
黒木 嘉人（国民健康保険 飛騨市民病院 緩和ケア外来）

P58-14	 		一般病院で行う緩和ケア外来の意義 �   S491
三村 卓司（社会医療法人緑壮会 金田病院 外科）

P58-15	 		地域密着型市中病院の緩和ケア外来の役割 �   S491
オスタペンコ バレンチナ（東大和病院 消化器科）

P58-16	 		緩和ケア内科外来の現状分析と今後の課題 �   S491
岡部 智行（広島市立安佐市民病院 緩和ケア内科）

P58-17	 		緩和ケア外来・緩和ケア病棟開設2年間の歩みと今後の課題 �   S492
江口 由紀（医療法人橘会 東住吉森本病院 緩和ケア病棟）

P59　�
早期からの緩和ケア�

P59-1	 		STAS-Jを導入したことに対する看護師の意識調査�
〜リンクナースががん看護のケア向上につなぐために〜 �   S492
樽井 亜紀子（大阪市立大学医学部附属病院 看護部）

P59-2	 		当院における緩和ケアスクリーニングの実態と課題 �   S492
緒方 みか（熊本市立熊本市民病院）

P59-3	 		A緩和ケア病棟に入院して7日以内に亡くなった事例の検討��
－A緩和ケア病棟における在院日数の現状と課題－ �   S492
小田島 怜子（友愛会 南部病院）

P59-4	 		当院外来化学療法室患者における「生活のしやすさに関する質問票」導入後の検討 �   S493
杉下 美保子（名古屋大学医学部附属病院 緩和ケアチーム）

P59-5	 		卵巣がん患者における終末期についての話し合いと終末期医療の状況 �   S493
相原 聡美（佐賀大学医学部附属病院 産科婦人科）

P59-6	 		サポーティブケアとしての緩和ケア病棟の活用〜その1〜 �   S493
西 里佳（社会医療法人博愛会 相良病院 緩和ケアセンター）

P59-7	 		STAS-J（STAS日本語版）を用いた苦痛のスクリーニングの現状と課題 �   S493
内村 恵里子（石川県立中央病院）

P59-8	 		がん専門病院の乳腺外科初診患者のつらさ〜苦痛のスクリーニングをとおして〜 �   S494
田口 賀子（地方独立行政法人 大阪府立病院機構 大阪府立成人病センター 緩和ケアセンター）
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P59-9	 		がん治療患者の苦痛のスクリーニング結果と今後の課題 �   S494
藤井 美砂（済生会福岡総合病院 緩和ケアチーム）

P59-10	 		苦痛スクリーニング（STAS-J）導入後の評価と今後の課題 �   S494
米津 佑佳（地方独立行政法人 三重県立総合医療センター）

P59-11	 		急性期病院の当院でSTAS-Jを導入する現状と今後の課題 �   S494
笠松 奈津子（医療法人渓仁会 手稲渓仁会病院）

P59-12	 		急性期病院における進行泌尿器癌患者の終末期に関する追跡調査 �   S495
志賀 健一郎（原三信病院 泌尿器科）

P59-13	 		血液内科病棟における苦痛のスクリーニングの傾向 �   S495
南澤 晴海（長野赤十字病院 看護部）

P59-14	 		早期からの緩和ケアを推進するための取り組み－「生活のしやすさ質問票」を使用して－ �   S495
村上 真由美（富山赤十字病院 緩和ケアチーム）

P59-15	 		「生活のしやすさに関する質問票」の活用状況について〜外来化学療法中の患者に対する実態調査〜 �   S495
古川 いづみ（社会福祉法人 恩師財団 済生会川内病院 緩和ケアチーム）

P59-16	 		病状が進行する過程での「生きる目標」の変化に寄り添った1事例�
〜抗癌剤治療期からの治療医と緩和ケアチームとの連携〜 �   S496
真上 美千子（公益社団法人 鹿児島共済会 南風病院 緩和ケアチーム）

P59-17	 		緩和ケアチームが診断時から介入となった小児症例における、早期からの緩和ケアの問題点についての検討 �  S496
久保 佳子（帝京大学 医学部 緩和医療学講座）

P59-18	 		サポーティブケアとしての緩和ケア病棟の活用〜その2〜 �   S496
勇 祐子（社会医療法人博愛会 相良病院 緩和ケア病棟）

P59-19	 		がん患者への早期からの緩和ケアの提供を考える�
－手術前オリエンテーショでオリエンテーショで経験した1事例より－ �   S496
辻本 芳子（奈良県立五條病院 看護部、奈良県立五條病院 緩和ケアチーム）

P59-20	 		病病連携により診断早期から緩和ケアの実践が可能であった中咽頭がんの一例 �   S497
菊川 栄子（藤田保健衛生大学七栗記念病院 看護部）

P59-21	 		インターベンショナルラジオロジー（IVR）を用いた早期からの緩和ケア �   S497
林 奈津子（京都府立医科大学 放射線医学教室）

P59-22	 		早期からの緩和ケアに向けた取り組み〜苦痛スクリーニング導入を振り返る〜 �   S497
京林 裕美（医療法人仙養会 北摂総合病院）

P59-23	 		リンクナースによる苦痛のスクリーニングシート導入の結果報告 �   S497
高島 信世（順天堂大学医学部附属静岡病院 緩和ケアサポートチーム）

P59-24	 		大学病院がん診療センターで診察を受けている外来患者の�
「生活のしやすさに関する質問票」の活用状況と今後の課題 �   S498
穐山 真理（日本医科大学付属病院 看護部 化学療法科）

P59-25	 		急性期一般病院における緩和ケア早期介入への取り組み �   S498
赤松 秀敏（東京都済生会中央病院 緩和ケア科）

P59-26	 		スクリーニングによるハイリスク患者に対する迅速な緩和ケア提供体制の質の向上�
〜教育とフィードバックシステムによる成果報告〜 �   S498
宗定 水奈子（がん・感染症センター都立駒込病院 緩和ケアセンター）

P59-27	 		大学病院におけるがん患者の苦痛のスクリーニングの効果に関する検討 �   S498
脇谷 美由紀（昭和大学病院 看護部）

P59-28	 		がん化学療法を受けている患者の苦痛に関する調査の評価と課題 �   S499
松本 晴美（パナソニック健康保険組合 松下記念病院）

P59-29	 		当院における「苦痛のスクリーニング」への取り組みと現状 �   S499
武田 郁央（平鹿総合病院 緩和ケアチーム）

P59-30	 		がん患者スクリーニング実施報告（第2報） �   S499
佐々原 友子（市立豊中病院 緩和ケアセンター）

P59-31	 		がん患者と早期から関わるための外来化学療法における薬剤科の取組み �   S499
古田 弥生（社会医療法人山弘会 上山病院 緩和ケアチーム、薬剤科）

P59-32	 		当院における早期からの緩和ケア提供に向けた取り組み �   S500
仲森 由香（地域医療機能推進機構 大阪病院）
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P59-33	 		当院がん患者スクリーニング導入の前後での比較�
〜全がん患者に対するスクリーニングで何が改善されたのか〜 �   S500
畑 千秋（横浜市立大学附属病院 緩和ケアチーム、横浜市立大学附属病院 看護部）

P59-34	 		苦痛のスクリーニング導入後、明らかになった情報提供の課題 �   S500
佐藤 希笑（独立行政法人 国立病院機構 災害医療センター）

P59-35	 		「生活のしやすさに関する質問票」を用いた苦痛スクリーニングの有用性の検討 �   S500
川崎 由華（財団法人神奈川県警友会 けいゆう病院 緩和ケアチーム）

P59-36	 		当院におけるがん患者の苦痛スクリーニングの実態について（第1報） �   S501
藤井 元廣（松山赤十字病院 がん診療推進室）

P59-37	 		苦痛のスクリーニングからみえた一般看護師の緩和ケアに対する意識の変化 �   S501
山田 くみ（川崎市立多摩病院）

P59-38	 		当院における「苦痛のスクリーニング」導入の報告 �   S501
川瀬 佐登美（地方独立行政法人 三重県立総合医療センター）

P59-39	 		入院がん患者に対する定期的な緩和ケアスクリーニングへの取り組み �   S501
手渡 和子（独立行政法人 国立病院機構 千葉医療センター 緩和ケアチーム）

P59-40	 		腫瘍内科患者への苦痛のスクリーニング導入開始6か月の評価と課題 �   S502
杉阪 利枝（昭和大学横浜市北部病院）

P59-41	 		消化器外科患者の苦痛のスクリーニング質問票の使用状況と課題 �   S502
高仲 雅子（日本医科大学 多摩永山病院 緩和ケアチーム）

P59-42	 		外来放射線治療患者への緩和ケアスクリーニング導入の実際と今後の課題 �   S502
酒井 幸子（ＪＣＨＯ中京病院）

P59-43	 		大学病院における早期からの緩和ケア・地域連携の実践〜腫瘍内科と緩和ケアの融合の試み〜 �   S502
吉田 健史（  近畿大学医学部附属病院 がんセンター 緩和ケアセンター、 

近畿大学医学部内科学 腫瘍内科部門、医療法人錦秀会 阪和第二泉北病院 緩和ケア科）

P59-44	 		入院時がん患者への苦痛のスクリーニング導入の結果と今後の課題 �   S503
沼里 貞子（聖マリアンナ医科大学病院 看護部）

P60　�
制度設計・政策・費用対効果�

P60-1	 		急性期病院における緩和ケア病床の適正運用のための入床待機者数設定に関する考察 �   S503
小田 浩之（市立札幌病院 緩和ケア内科）

P61　�
その他のチーム医療・緩和ケアデリバリー�

P61-1	 		療養病棟と緩和ケア病棟の緩和ケア連携に関する検討 �   S503
村上 真基（救世軍清瀬病院 緩和ケア科）

P61-2	 		がん治療緩和センターにおけるがんサポート教室 �   S503
松森 恵理（関西医科大学附属枚方病院 看護部、関西医科大学附属枚方病院 緩和ケアチーム）

P61-3	 		福井県内の多施設での緩和ケアに関する診療支援の実際について �   S504
嶋田 和貴（福井大学 医学部 地域医療推進講座）

P61-4	 		苦痛のスクリーニングと乳がん看護外来の運用 �   S504
金澤 麻衣子（東北大学病院 看護部 緩和ケアセンター）

P61-5	 		東北大学病院の外来・入院がん患者に対する苦痛スクリーニングの実施までのプロセスと試行結果 �   S504
藤本 亘史（東北大学病院 看護部 緩和ケアセンター）

P61-6	 		当院における早期からの緩和ケア提供のためのスクリーニングシート導入の取り組み �   S504
椎原 啓輔（大分大学医学部附属病院 緩和ケア支援チーム、大分大学医学部附属病院 麻酔科）

P62　�
在宅緩和ケア�

P62-1	 		在宅緩和ケアにおける在宅看取り要因は何か �   S505
村上 望（厚生連高岡病院 緩和ケアチーム）



S93

一
般
演
題
ポ
ス
タ
ー

P62-2	 		訪問診療における在宅緩和ケアサポートパスの開発とその運用 �   S505
篠田 裕美（医療法人社団プラタナス 桜新町アーバンクリニック 在宅医療部）

P62-3	 		在宅緩和ケアの向上をめざして〜地域でがん患者の療養を支えるために〜 �   S505
本多 幸子（鶴見区医師会 鶴見メディカル第2訪問看護ステーション）

P62-4	 		訪問看護師の在宅高齢者せん妄に対する意識調査 �   S505
森谷 和代（テイク・ケア訪問看護ステーション）

P62-5	 		緩和ケアにおける短期間入院（リセット入院）の有用性の検討 �   S506
福島 剛（市立千歳市民病院 外科）

P62-6	 		「がんは、最期、痛くなって入院ですよね？」という質問に返答するための調査 �   S506
引野 雅子（ひきのクリニック）

P62-7	 		地域包括ケアシステムと在宅緩和ケアに関する当院医療者の意識調査 �   S506
高木 健司（津島市民病院 外科・緩和ケア科）

P62-8	 		在宅療養における排泄援助から見えたこと �   S506
今泉 洋子（医療法人社団爽秋会 岡部医院 訪問看護ステーション）

P62-9	 		訪問診療開始当初の療養場所の希望と、最終的な療養場所の分析〜在宅医療は、期待に応えられたか〜 �   S507
荒井 康之（医療法人アスムス 生きいき診療所・ゆうき）

P62-10	 		終末期在宅看取りにおける介護保険サービス利用の実態 �   S507
田中 嘉章（ふくしま緩和ケア支援事業所、ふくしま在宅緩和ケアクリニック）

P62-11	 		在宅緩和ケアにおける鍼灸治療の意味（第2報）－鍼灸治療による「生活リズムの変化」を語った患者－ �   S507
高梨 知揚（  東京有明医療大学 保健医療学部 鍼灸学科、早稲田大学大学院 人間科学研究科 健康・生命医科学研究領域）

P62-12	 		在宅緩和ケアを実践する訪問看護師の教育の現状とニーズに関する調査 �   S507
梶原 陽子（札幌医療生活協同組合 在宅療養支援診療所 ホームケアクリニック札幌）

P62-13	 		在宅緩和ケアの質担保に向けた教育プログラムの開発 �   S508
沖永 美幸（ひと息の村訪問看護ステーション）

P62-14	 		当院が提供した終末期がん患者に対する在宅ケアについての検討 �   S508
山本 亮（  JA長野厚生連 佐久総合病院佐久医療センター 緩和ケア内科、 

JA長野厚生連 佐久総合病院佐久医療センター 緩和ケアチーム）

P62-15	 		在宅療養中に癌治療科医師の訪問が療養意欲改善に結びついた1例 �   S508
中藤 嘉人（岩国市医療センター医師会病院）

P62-16	 		当院と周辺医療機関における在宅緩和ケアの実態調査と今後の課題 �   S508
松沼 亮（小松市民病院 内科）

P62-17	 		在宅看取りの満足度に影響する要因 �   S509
大町 いづみ（長崎大学大学院 医歯薬学総合研究科 保健学専攻）

P62-18	 		がん患者が希望する自宅で過ごすためのがん性疼痛看護認定看護師の取り組み�
〜外来からの在宅環境設定・在宅訪問での関わりを通して〜 �   S509
松岡 実和（国家公務員共済組合連合会 舞鶴共済病院）

P62-19	 		在宅で看取った小児脳腫瘍終末期患児の1症例 �   S509
山田 武志（飯田市立病院 緩和ケア内科）

P62-20	 		在宅緩和ケアを在宅医療開業医院と当該地域基幹病院との連携で遂行できた高齢重症慢性心不全患者の一例 �   S509
今野 里美（松口循環器科・内科医院）

P62-21	 		緩和ケアチームによる外来診療時面談と電話サポートが有効であった終末期膵臓がんの1例 �   S510
佐藤 友香（公立岩瀬病院 緩和ケアチーム、看護部）

P62-22	 		「海へ行きたい、釣りがしたい」を叶えて、自宅での看取りが出来た終末期がん患者の一事例�
〜リハビリ職種に出来ること〜 �   S510
廣本 祥子（  富山医療生活協同組合 富山協立病院 訪問リハビリ、 

富山医療生活協同組合 富山協立病院 リハビリテーション科）

P62-23	 		在宅看取りにつながる訪問看護師のかかわり〜家族関係が複雑である患者の在宅看取りを振り返って〜 �   S510
山本 文（国家公務員共済組合連合会 北陸病院）

P62-24	 		がん患者への看護をつなぐための在宅療養支援の取り組み �   S510
村井 睦美（医仁会武田総合病院 看護部）

P62-25	 		呼吸不全で緊急入院し、咽頭喘鳴・下顎呼吸で時間単位の予後予測と考えられたが、�
自然回復で約1か月間を緩和ケア病棟で過ごせた肺癌患者の在宅終末期医療に対する一考察 �   S511
小尾 芳郎（横浜市立みなと赤十字病院 緩和ケアセンター）
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P62-26	 		終焉活動をサポートする在宅ホスピス訪問看護師の役割 �   S511
村岡 幸代（医療法人永仁会 千里ペインクリニック）

P62-27	 		当院における小児がん患者の在宅移行への実現要因の検討 �   S511
横須賀 とも子（神奈川県立こども医療センター 血液再生医療科）

P62-28	 		救急病院における癌終末期患者の緊急受け入れに対する取り組み �   S511
前原 伸一郎（九州中央病院 救急部）

P62-29	 		看取り直前における苦痛症状のコントロールの検討 �   S512
原田 浩（みらい在宅クリニック、横浜市立大学 一般外科）

P62-30	 		当院における在宅緩和ケアの新たなる取り組み�
〜初診時から看取りまで主治医として関わらせていただくために〜 �   S512
鈴木 泰介（菊川市立総合病院 泌尿器科）

P62-31	 		外来がん患者の在宅緩和ケア移行を支える院内多職種連携の試み�
〜県内統一「在宅緩和ケア移行シート」導入への取り組み〜 �   S512
佐々木 牧子（高知大学医学附属病院 緩和ケアチーム）

P62-32	 		当院の訪問診療の特徴－医師全員参加＋多職種（看護師、薬剤師）支援型システム－ �   S512
粟屋 牧子（医療法人社団シャローム シャローム病院）

P62-33	 		当クリニックにおけるオピオイド持続注射の現状 �   S513
高塚 恵民（医療法人聖授会 緑・在宅クリニック）

P62-34	 		A病院の緩和ケアチームの地域連携の現状と課題�
〜終末期がん患者の在宅緩和ケアと在宅看取り支援の状況〜 �   S513
林 ゑり子（藤沢湘南台病院）

P62-35	 		医療型サービス付き高齢者住宅における緩和ケアと課題 �   S513
菅野 嘉子（医療法人社団恵正会 可部訪問看護ステーションなずな やすらぎケア部門）

P62-36	 		在宅医療推進室を設置した完全独立型ホスピスの現状と課題 �   S513
岩田 明寿香（みどりの杜病院 在宅医療推進室）

P62-37	 		一地域がん診療拠点病院である当院での在宅終末期医療の現状 �   S514
木下 敏史（独立行政法人 労働者健康福祉機構 香川労災病院 緩和ケア科）

P62-38	 		高知県のがん在宅移行期・終末期における地域の抱える現状と課題�
〜多職種によるワークショップ開催の評価〜 �   S514
宮野 伊知郎（高知大学 医学部 公衆衛生学）

P62-39	 		がん患者における早期からの在宅緩和ケアの重要性の検討 �   S514
高橋 保正（メディ在宅クリニック）

P63　�
退院支援・退院調整�

P63-1	 		自宅退院を希望されたがん入院患者の自宅退院を困難にする要因〜当院緩和ケアパスを用いた検討〜 �   S514
長島 渉（春日井市民病院 緩和ケア/精神科、名古屋大学 医学系研究科 精神健康医学）

P63-2	 		終末期がん患者の療養場所の意思決定を支える面談における有効性のパイロットスタディ �   S515
渡辺 千恵（東京大学医科学研究所附属病院 緩和医療科）

P63-3	 		超高齢者進行癌患者の終末期療養場所の選択 �   S515
竹内 真実子（安城更生病院 消化器内科）

P63-4	 		終末期入院の現状と予後スコア—の有用性について �   S515
則行 敏生（JA尾道総合病院 緩和ケアチーム）

P63-5	 		当院緩和ケア病棟にて長期入院後に生存退院可能であった患者と死亡退院した患者の比較検討 �   S515
鈴木 梢（がん・感染症センター都立駒込病院 緩和ケア科）

P63-6	 		ホスピス・緩和ケア病棟から退院した患者の体験に関する遺族調査1 �   S516
小田切 拓也（小牧市民病院 緩和ケア科）

P63-7	 		がん患者の在宅移行における病棟看護師と訪問看護師の連携�
〜退院前カンファレンス記録シートの有用性と課題〜 �   S516
山崎 美惠（社会医療法人恵佑会 訪問看護ステーション恵佑会）

P63-8	 		自宅退院が不可能ながん患者の退院調整において、患者及び家族が困難感を感じる要因は何か �   S516
太田 紀子（  国家公務員共済組合連合会 横浜栄共済病院 看護部、 

国家公務員共済組合連合会 横浜栄共済病院 緩和ケアチーム）



S95

一
般
演
題
ポ
ス
タ
ー

P63-9	 		がん診療連携拠点病院に退院後早期に緊急入院した患者の関連要因 �   S516
上杉 英生（国立がん研究センター東病院 看護部）

P63-10	 		緩和ケアチームで活動するがん看護専門看護師の終末期がん患者の在宅療養へ向けた意思決定支援の考察 �  S517
米丸 順子（藤元総合病院）

P63-11	 		エンドステージにある患者の意思決定 �   S517
椿 浩美（埼玉県済生会川口総合病院）

P63-12	 		腸瘻孔管理に難渋しながら在宅療養移行できた1例〜残された時間を生き抜く〜 �   S517
吉田 綾子（市立千歳市民病院 看護部、市立千歳市民病院 緩和ケアチーム）

P63-13	 		在宅・緩和支援センター開設後8か月の実態報告 �   S517
玄海 泰子（北里大学東病院）

P63-14	 		終末期患者が在宅療養できるために－パリアティブカードの効果を検証する－ �   S518
梶原 美和（倉敷市立児島市民病院）

P63-15	 		急性期一般病院における緩和ケアチーム介入による終末期患者の療養先選定の効果 �   S518
石井 将光（  川崎市立多摩病院 緩和ケアチーム、川崎市立多摩病院 消化器・一般外科、 

聖マリアンナ医科大学 消化器・一般外科）

P63-16	 		人生最終段階の医療に対する急性期病院における退院調整の現状と�
緩和ケア認定看護師の期待される退院調整の役割 �   S518
松岡 サチ子（公立西知多総合病院 看護局）

P63-17	 		在宅緩和ケアに繋ぐために〜急性期A病院の現状と課題 �   S518
	 松永 直子（KKR札幌医療センター斗南病院 緩和ケアチーム）

P64　�
緩和ケアにおける地域連携�

P64-1	 		在宅療養支援診療所における予後予測の重要性〜7日以内に亡くなったがん患者の検討〜 �   S519
日下部 明彦（  横浜市立大学 医学部医学科 総合診療医学、みらい在宅クリニック、 

横浜市立大学附属病院 緩和ケアチーム）

P64-2	 		東京都内の緩和ケアの優先課題－第3回東京都緩和医療研究会学術集会の活動（その1）－ �   S519
細矢 美紀（国立がん研究センター がん対策情報センター）

P64-3	 		東京都内の緩和ケアの優先課題－第3回東京都緩和医療研究会学術集会の活動（その2）－ �   S519
細矢 美紀（国立がん研究センター がん対策情報センター）

P64-4	 		在宅緩和ケアにおける緩和ケアチームのアウトリーチおよび地域連携パスの有用性－遺族アンケートから－ �  S519
中嶋 和仙（厚生連高岡病院 緩和ケアチーム）

P64-5	 		岐阜県がん療養サポートパス〜患者アンケートからわかったこと〜 �   S520
浮田 雅人（高山赤十字病院 緩和ケアチーム）

P64-6	 		緩和ケア外来のがん患者・家族に対する在宅支援と調整 �   S520
市川 めぐみ（長崎県島原病院 緩和ケアチーム）

P64-7	 		当院における婦人科がん患者の緩和医療への移行の現状に関する検討 �   S520
宮内 安澄（慶應義塾大学医学部 産婦人科学教室、慶應義塾大学病院 緩和ケアセンター）

P64-8	 		Iターンで過疎指定地域に移住した終末期胃がん患者の療養場所調整に苦慮した一事例 �   S520
高島 信世（順天堂大学医学部附属静岡病院 緩和ケアサポートチーム）

P64-9	 		シームレスな地域連携医療実現へ向けて〜認定看護師同行訪問看護の取り組み〜 �   S521
吉村 満喜子（鹿児島市医師会病院 緩和ケア病棟）

P64-10	 		終末期在宅療養移行支援〜急性期病院婦人科の訪問診療と在宅医の連携を通して〜 �   S521
永江 さゆり（地方独立行政法人 大牟田市立病院 地域医療連携室）

P64-11	 		外来から在宅緩和ケアへ移行時の、医療看護連携における認定看護師の役割 �   S521
稲垣 和美（公立陶生病院 がん診療部 緩和ケアセンター）

P64-12	 		在宅チームと病院チームが協働することで、在宅での看取りを行った2例�
－SNSを用いた情報共有と退院前カンファレンスからデスカンファレンスまで－ �   S521
長田 忠大（長田在宅クリニック）

P64-13	 		医療情報ネットワークシステム「OKI-net」を活用し、在宅看取りに関わった1例 �   S522
伊藤 裕美（公立置賜総合病院 緩和ケアチーム）

P64-14	 		高齢で独居の肺がん患者を地域で支える〜がん性疼痛看護認定看護師による在宅患者訪問看護の活動〜 �   S522
林 亜紀（独立行政法人 国立病院機構 刀根山病院 緩和ケアチーム）
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P64-15	 		在宅療養におけるがん性疼痛患者にPCA導入した２事例 �   S522
蔦 和子（独立行政法人 労働者健康福祉機構 香川労災病院 緩和ケアチーム看護師）

P64-16	 		無治療を選択した患者に対する支援の検討－2事例の看取りから見えたこと－ �   S522
鈴木 則子（社団医療法人養生会 かしま病院 看護部）

P64-17	 		デスエデュケーションにより介護施設でのがん患者の看取りに踏み出すことが出来た事例 �   S523
平山 司樹（高知厚生病院 訪問看護ステーションこうせい）

P64-18	 		HIV陽性悪性腫瘍患者をHIV/AIDS診療拠点病院以外の緩和ケア病棟に転院可能とした要因の一考察 �   S523
道川 綾加（国立病院機構 大阪医療センター 看護部）

P64-19	 		いつでもどこでも、切れ目のない緩和ケアのために�
〜在宅緩和ケア地域連携パス「やわらぎ日記」普及を目指して〜 �   S523
児玉 麻衣子（福井大学医学部附属病院 緩和ケアチーム、オレンジホームケアクリニック）

P64-20	 		栃木県各地域における専門的緩和ケア導入の取り組み �   S523
渡辺 邦彦（一般財団法人 とちぎメディカルセンター 緩和ケアセンター 在宅ホスピス）

P64-21	 		がん診療拠点病院の緩和ケア病棟から退院後の在宅看取り支援を行った19例の検討 �   S524
渡辺 啓太郎（岡山赤十字病院 緩和ケア科）

P64-22	 		愛知県内における在宅緩和医療推進のための取り組み �   S524
杉本 由佳（すぎもと在宅医療クリニック）

P64-23	 		広島県緩和ケア認定看護師会の活動評価と運営課題 �   S524
新濱 伸江（市立三次中央病院）

P64-24	 		緩和ケア病棟における地域ネットワーク作りへの取り組み〜カフェ方式で語りやすい場づくり〜 �   S524
橋本 みさ子（高砂市民病院 緩和ケア病棟）

P64-25	 		病院と保険薬局における連携のために必要な情報と課題〜がん患者が痛みを�
コントロールしやすくなるための外来での医療用麻薬導入時の地域連携ツールの開発に向けて �   S525
番匠 千佳子（聖隷浜松病院）

P64-26	 		医療・介護・福祉をつなぐ地域連携活動報告 �   S525
安藤 秀明（秋田大学大学院 医学系研究科 保健学専攻 臨床看護学講座）

P64-27	 		緩和ケアチームが介入した固形癌症例の看取りの現況と課題 �   S525
杉山 保幸（岐阜市民病院 緩和ケアセンター）

P64-28	 		病院と訪問看護ステーションの看護師による在宅緩和ケア連携カンファレンスの効果 �   S525
羽生田 江里（岐阜県総合医療センター）

P64-29	 		病院と地域医療者の事後カンファレンスから見えたもの〜意思決定支援をつなぐ〜 �   S526
福永 稚子（三重大学医学部附属病院 緩和ケアセンター）

P64-30	 		横浜市鶴見区における、緩和ケア提供専門施設と地域医師会との連携による�
包括的緩和ケア提供の構築にむけて �   S526
高橋 修（  医療法人平和会 平和病院 緩和ケア科、医療法人平和会 平和病院緩和ケア病棟、 

つるみ在宅ケアネットワーク、横浜市鶴見区医師会、ハナミズキの会）

P64-31	 		緩和ケア病棟へ紹介された患者の入院と支援に関する検討 �   S526
福澤 公美（札幌清田病院 緩和支持医療センター 地域医療連携室）

P64-32	 		緩和ケアセンター設置に向けた私たちの取り組み�
地域緩和ケアケースカンファレンスをファシリテーションするために �   S526
藤本 順子（公立大学法人 福島県立医科大学附属病院 看護部）

P64-33	 		在宅緩和ケアにおける病院と地域を繋ぐ薬薬連携の課題とモデルの構築 �   S527
金子 健（慶應義塾大学病院 薬剤部、慶應義塾大学病院 緩和ケアセンター）

P64-34	 		訪問看護師とがん看護専門看護師による同行訪問の取り組み�
〜がん看護外来における終末期がん患者の在宅療養支援〜 �   S527
山内 洋子（市立池田病院 看護部）

P64-35	 		看取りに関わる苦手意識を関わる自信に変えるための�
「エンドオブライフ・ケア援助者養成基礎講座」2日間研修の成果 �   S527
小澤 竹俊（エンドオブライフ・ケア協会）

P64-36	 		地域の多職種医療従事者による「地域で看取りを考える会」を行って見えてきたこと �   S527
佐々木 良子（国保水俣市立総合医療センター）

P64-37	 		在宅緩和ケア渋川の設立から市民公開フォーラムの開催まで �   S528
小林 剛（独立行政法人 国立病院機構 西群馬病院 緩和ケア科）
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P64-38	 		緩和ケア医療連携における緊急入院対応の検討 �   S528
中山 祐紀子（医療法人社団杏順会 越川病院）

P64-39	 		多職種連携地域カンファレンスに向けての課題〜多職種間における「緩和ケア」に関する意見交換より〜 �  S528
宮崎 恵子（市立長浜病院 がん対策推進室、市立長浜病院 看護局）

P64-40	 		有意義な緩和ケア地域連携カンファレンスの開催を目指して－当院での取り組みと課題－ �   S528
橋本 龍也（島根大学医学部附属病院 緩和ケアセンター）

P64-41	 		新しい地域連携の形：WEB回線を利用した勉強会�
〜愛知豊明・三重中勢地域連携ネットワーク合同WEBセミナー〜 �   S529
中川 理子（藤田保健衛生大学 医学部 地域生活支援学講座）

P64-42	 		在宅診療に向けての多職種合同カンファレンスの重要性 �   S529
友利 寛文（地方独立行政法人 那覇市立病院）

P64-43	 		薬薬連携推進に向けた薬剤師介入についての報告－薬剤師サマリーを用いた連携で見えてきた課題－ �   S529
鷹野 理（  三井記念病院 薬剤部、三井記念病院 緩和ケアチーム、NPO法人 浅草かんわネットワーク研究会）

P65　�
小児・若年者の緩和ケア�

P65-1	 		子どものend�of�life�careにおける「看とりの場」の検証 �   S529
濱田 裕子（九州大学 医学研究院 看護学分野）

P65-2	 		Duchenne型筋ジストロフィー患者の終末期における特異性 �   S530
白石 一浩（宇多野病院 小児科）

P65-3	 		若年で発症したカルチノイドの患者に、6年半にわたり緩和ケアを行った1症例 �   S530
橋本 芳正（洲本伊月病院 緩和ケア外科）

P65-4	 		患児の訴え・母親の意向と評価を反映させた鎮痛薬の選択・用量調整により永眠まで痛みが軽減した一患児 �  S530
加藤 実（  日本大学医学部附属板橋病院 痛みセンター・緩和ケアチーム、日本大学医学部附属板橋病院 麻酔科）

P65-5	 		24歳のがん患者・家族の意思決定を支えた看護 �   S530
吉田 園美（伊那中央病院）

P65-6	 		母と自身がエホバの証人を信仰する思春期小児における輸血を含めた治療方針の決定 �   S531
川合 玲子（東京都立小児総合医療センター 総合診療科）

P65-7	 		子育て世代のがん患者と家族への終末期ケアにおける予期悲嘆への関わりが困難だった一症例 �   S531
徳留 由貴（錦秀会 阪和第二泉北病院）

P65-8	 		緩和ケアサポートチームの非がん患者への関わり〜現状と今後の課題〜 �   S531
瀬戸 真由里（東京都立小児総合医療センター）

P65-9	 		A病院におけるAYA世代がん患者の看護ケアの取り組み �   S531
深田 陽子（日本医科大学付属病院）

P65-10	 		小児抗がん治療に伴う痛みに対し、小児緩和ケアチームでの事前からの積極的な取り組みは有効である �   S532
権 哲（京都府立医科大学付属病院 疼痛緩和医療学講座）

P65-11	 		小児専門病院での緩和ケアの取り組み �   S532
朴 明子（群馬県立小児医療センター 血液腫瘍科）

P65-12	 		大学病院における小児緩和ケアチームの取り組み �   S532
古賀 友紀（九州大学病院小児科、九州大学病院小児緩和ケアチーム）

P65-13	 		当院における小児がんの在宅緩和ケア－在宅看取りを実現する病診連携 �   S532
池田 有美（医療法人財団はるたか会 子ども在宅クリニック あおぞら診療所墨田）

P66　�
高齢者の緩和ケア�

P66-1	 		新潟県立加茂病院療養病床におけるオピオイド投与の実態 �   S533
本間 英之（新潟県立加茂病院 緩和ケア科）

P66-2	 		非がん疾患の症状緩和へ向けた看護介入に関する検討 �   S533
松井 美帆（防衛医科大学校 医学教育部 看護学科）

P66-3	 		老衰と診断することに対する医師の意識調査 �   S533
福原 明（社会医療法人芳和会 くわみず病院）



S98

一
般
演
題
ポ
ス
タ
ー

P66-4	 		高齢者の在宅見取りにおける家族支援の重要性 �   S533
保 美菜（訪問看護ステーションすかわ）

P67　�
非がん患者の緩和ケア（呼吸器疾患、心疾患）�

P67-1	 		心不全の症状緩和に関する研究動向 �   S534
下西 みずえ（防衛医科大学校）

P67-2	 		慢性閉塞性肺疾患の呼吸困難に対する症状緩和についての研究動向 �   S534
久宗 真理（防衛医科大学校）

P67-3	 		非がん患者における慢性呼吸不全では、どの時点でオピオイドを投与すべきか？ �   S534
浦野 順平（市立伊丹病院 呼吸器内科）

P67-4	 		在宅療養中の非がん（心不全）患者の呼吸困難、疼痛に対するモルヒネ塩酸塩錠の使用経験 �   S534
奥野 滋子（医療法人社団若林会 湘南中央病院、順天堂大学 医学部 緩和医療学研究室）

P67-5	 		末期心不全患者の思いを捉えた介入により安楽な終生期援助を行うことが出来た一例 �   S535
山崎 綾乃（地方独立行政法人 広島市立病院機構 広島市立広島市民病院）

P67-6	 		心不全の緩和ケアは本当に広がるのか? �   S535
大石 醒悟（  兵庫県立姫路循環器病センター 循環器内科、兵庫県立姫路循環器病センター 患者支援・緩和ケアチーム）

P68　�
非がん患者の緩和ケア（神経疾患）�

P68-1	 		神経難病による長期療養入院中の経口摂取困難患者に対して緩和的嚥下訓練を行い�
患者家族の満足度が著明に改善した1例 �   S535
高橋 和也（国立病院機構 医王病院 緩和ケアサポートチーム）

P68-2	 		脊髄小脳変性症患者に必要な緩和ケアアプローチの検討－若年発症例から－ �   S535
早乙女 貴子（  国立研究開発法人 国立精神・神経医療研究センター病院 身体リハビリテーション科）

P68-3	 		最期までその人らしく生きることに寄り添う�
－患者の主体性をチーム医療で支え、その人らしい方法でALSと付き合った例－ �   S536
加藤 麻美（独立行政法人 国立病院機構 千葉東病院 難病支援センター）

P69　�
非がん患者の緩和ケア（腎疾患、その他）�

P69-1	 		非がんの慢性腎不全患者のターミナル期を支えたい〜当院腎臓病棟看護師たちの葛藤と課題〜 �   S536
山口 優美（独立行政法人 地域医療機能推進機構 宮崎江南病院 緩和委員会）

P69-2	 		非がん患者への緩和ケアチーム介入の実際と課題－6事例の経験を踏まえて－ �   S536
江上 雅代（独立行政法人 国立病院機構 別府医療センター 緩和ケアチーム）

P70　�
集中治療での緩和ケア�

P70-1	 		3次救命救急センター ICUにおける緩和ケアに対する認識の実態調査 �   S536
清水 みちる（  地方独立行政法人 りんくう総合医療センター 大阪府泉州救命救急センター 看護局、救命診療科）

P70-2	 		緩和ケアチームがICU/CCUで求められていることは何か？ �   S537
田上 正（東京医科大学 緩和医療部、東京医科大学 麻酔科学分野）

P71　�
その他の地域･在宅緩和ケアと特定集団に対する緩和ケア�

P71-1	 		がんを合併した統合失調症患者の在宅緩和ケアに取り組む訪問看護師の現状 �   S537
荒井 春生（天使大学 看護栄養学部 看護学科）

P71-2	 		膵癌患者190例に対する緩和ケアの検討 �   S537
佐藤 健（国立病院機構 豊橋医療センター 外科）

P71-3	 		造血器悪性腫瘍患者の終末期に関連する文献レビュー �   S537
柳谷 利恵（公立大学法人 宮城大学 看護学部）
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P71-4	 		当院における婦人科がん患者に対する緩和医療の検討 �   S538
光部 兼六郎（JA北海道厚生連 旭川厚生病院）

P71-5	 		「住み慣れた自宅」は「自分の家」とは限らない－施設長期入所患者の終末期療養支援から－ �   S538
金刺 彩子（札幌徳洲会病院 緩和ケアチーム）

P71-6	 		ディスポーザブル型PCAポンプの使用目的と達成率の調査 �   S538
岸本 真希子（聖マリアンナ医科大学病院 薬剤部）

P72　�
卒前教育�

P72-1	 		緩和ケア病棟1日実習の看護学生の学び�
－クオリティ・オブ・ライフ・ケア�患者家族に寄り添う看護を学ぶ－ �   S538
猪川 康子（医療法人愛寿会 西条愛寿会病院 緩和ケア病棟）

P72-2	 		〜医学生・薬学生は緩和ケアチーム実習において何を学んでいるのか〜�
当院化学療法・緩和ケア部�卒前教育における質問紙調査から �   S539
萩原 彰人（横浜市立大学市民総合医療センター 化学療法・緩和ケア部）

P72-3	 		薬学生に対する緩和医療卒前教育への取り組み（第5報）�
－エゴグラムを利用した性格分類による死生観に対する意識への影響－ �   S539
杉浦 宗敏（東京薬科大学 薬学部 医薬品安全管理学）

P73　�
教育方法�

P73-1	 		感情共有型カンファレンスによる看護師のがん看護に関する困難感の変化 �   S539
佐久間 紀香（医療法人社団愛友会 伊奈病院）

P73-2	 		ELNEC-Jコアカリキュラム受講後の評価と継続研修の検討 �   S539
石橋 あかね（医療法人清和会 長田病院）

P73-3	 		当院緩和ケア病棟における短時間かつ簡便なスピリチュアルケア研修とその効果 �   S540
相木 佐代（医療法人社団有隣会 東大阪病院 緩和ケア内科）

P73-4	 		緩和ケアに関する一般向け講座の受講によって医療者が得る効果 �   S540
門脇 郁美（独立行政法人 労働者健康福祉機構 釧路労災病院）

P73-5	 		治療期から終末期を通しての看護師の「がん看護に関する困難感尺度」を用いた比較調査�
〜コミュニケーションに焦点をあてて〜 �   S540
前田 千佳子（医療法人社団浅ノ川 浅ノ川総合病院）

P73-6	 		演題取り下げ 
P73-7	 		中高生に対して、2025年問題を主軸とした体験型プログラムを行った社会的影響について�

「体で感じる医療の現場」医療の現場で考える10年後の未来プロジェクト �   S541
横山 太郎（横浜市立市民病院 緩和ケア内科）

P73-8	 		e-ラーニングを活用したがん看護教育プログラムの作成 �   S541
玉木 秀子（埼玉医科大学国際医療センター）

P73-9	 		当院緩和ケア病棟における短時間かつ継続的な緩和ケア研修とその効果 �   S541
相木 佐代（医療法人社団有隣会 東大阪病院 緩和ケア内科）

P74　�
卒後教育�

P74-1	 		がん患者を親にもつ子どものグリーフケアに対応する�
医療者のための実践教育プログラムに求められることとは �   S541
小島 ひで子（北里大学看護学部）

P74-2	 		ELNEC-Jコアカリキュラム看護師教育プログラム受講による�
エンド・オブ・ライフ・ケアに関する看護実践の変化〜看護師自身による評価〜 �   S542
笹原 朋代（筑波大学 医学医療系）

P74-3	 		ELNEC-Jコアカリキュラム看護師教育プログラムの有効性の検討 �   S542
山内 加寿巳（愛知県がんセンター愛知病院）

P74-4	 		新人看護師におけるエンゼルケアに関する意識調査と今後の課題 �   S542
磯貝 英利子（市立室蘭総合病院）
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P74-5	 		がん診療医が期待する医療倫理教育 �   S542
吉田 沙蘭（  国立がん研究センター がん対策情報センター がん医療支援研究部、 

国立がん研究センター 中央病院 精神腫瘍科）

P74-6	 		エンド・オブ・ライフ・ケアが多い中小病院の、看護師の困難を明らかにする �   S543
高橋 真樹（一般財団法人光ヶ丘愛世会 光ヶ丘スペルマン病院）

P74-7	 		専門職に対するend�of�life（EOL）ケア研修会の試み �   S543
久保 速三（京都医療センター 緩和ケア科）

P74-8	 		新人看護師への「看取りの看護」研修の取り組みと今後の課題 �   S543
多田 啓恵（東京都立多摩総合医療センター 看護部）

P75　�
施設内教育�

P75-1	 		がん患者の意思決定支援に関するがん診療医の経験および困難 �   S543
吉田 沙蘭（  国立がん研究センター がん対策情報センター がん医療支援研究部、 

国立がん研究センター 中央病院 精神腫瘍科）

P75-2	 		A病棟看護師が考える「良い最期」の語りを聞いて �   S544
長谷川 美希（社会医療法人 長崎記念病院 看護部）

P75-3	 		奈良県立医科大学附属病院の看護師が患者へ行うフェンタニル貼付剤の自己管理指導の実態調査 �   S544
平野 展子（公立大学法人 奈良県立医科大学附属病院 看護部）

P75-4	 		緩和ケア病床に配属された中堅看護師の教育体制に対する思い�
－4つの問題の視点から見える現状と課題－ �   S544
碓井 未央（市立砺波総合病院）

P75-5	 		終末期がん患者における鎮静導入に従事する医師に対する意識調査 �   S544
塚原 嘉子（信州大学 医学部 麻酔蘇生学教室）

P75-6	 		当院におけるがん看護の現状と今後の課題 �   S545
田邉 千代子（新潟厚生連長岡中央綜合病院）

P75-7	 		当院における緩和ケア学習会の現状と課題－全看護職者の緩和ケアの質の統一化に向けて－ �   S545
清水 里加（医療法人仁寿会南野病院）

P75-8	 		大学病院での「がん終末期ケア」における看護師の困難感と関連要因 �   S545
佐々木 賢太郎（金沢大学 保健学系 看護学）

P75-9	 		緩和ケアリーダーを育てる取り組み〜第1報〜 �   S545
垣見 留美子（長浜赤十字病院 看護部）

P75-10	 		バッドニュースを伝える、伝えられる難しさを多職種で学ぶ効果 �   S546
荒井 奈保子（社会医療法人 河北医療財団 河北総合病院）

P75-11	 		緩和ケアの質向上を図るための看護師教育�
〜ワークショップ『緩和ケアを考える』で得られた効果と今後の課題〜 �   S546
小森 麻貴子（公立学校共済組合 近畿中央病院）

P75-12	 		腫瘍内科と緩和ケアを統合した研修プログラムの実際 �   S546
西 智弘（川崎市立井田病院 かわさき総合ケアセンター）

P75-13	 		当院におけるオキシコドンの安全な開始を目的とした導入パス運用後の変化 �   S546
三浦 剛史（社会福祉法人 三井記念病院）

P75-14	 		看護師を対象とした緩和ケアに関する院内継続教育の課題（第一報） �   S547
上田 聖子（一般財団法人 住友病院）

P75-15	 		Ａ病院における緩和ケア勉強会でのニーズの把握 �   S547
高井 みゆき（独立行政法人 国立病院機構 函館病院 緩和ケアチーム）

P75-16	 		院内緩和ケア研修会の効果〜在宅看取りの事例を通して〜 �   S547
向 一美（国家公務員共済組合連合会 北陸病院 緩和ケアチーム）

P75-17	 		緩和ケア研修会PEACE受講者の意識変容を目的とした受講後アンケートの試み �   S547
藤原 俊介（大阪医科大学 麻酔科）

P75-18	 		看護師向けコミュニケーションスキル学習会〜当院での10年間の取り組み〜 �   S548
高橋 孝輔（愛知県がんセンター愛知病院 呼吸器内科）

P75-19	 		専門看護師・認定看護師ための緩和ケア研修の実施 �   S548
清水 奈緒美（神奈川県立がんセンター 緩和ケア・患者支援部）
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P76　�
市民・患者への啓発�

P76-1	 		地域住民対象の緩和ケアプログラムにおいて、地域住民は何をどのように学んだのか？ �   S548
春田 淳志（筑波大学医学医療系 総合診療グループ）

P76-2	 		女性高齢者の医療用麻薬のイメージ �   S548
名越 恵美（岡山県立大学 保健福祉学部 看護学科）

P76-3	 		安楽死についての市民アンケートの結果について �   S549
及川 佑介（砂川市立病院 がん相談支援センター）

P76-4	 		当院外来患者の緩和ケアに関する認識度調査 �   S549
澤村 明廣（県立安芸津病院 緩和ケア科、県立安芸津病院 外科）

P76-5	 		最期まで自分らしく暮らせるための地域づくりの推進に向けた取組と課題�
－地域住民、医療・介護福祉関係者を対象としたワークショップを開催して－ �   S549
照屋 典子（琉球大学 医学部 保健学科）

P76-6	 		チームで取り組む地域の緩和医療と患者相談支援活動から得たもの �   S549
瀬戸山 博（独立行政法人 国立病院機構 東近江総合医療センター、滋賀医科大学）

P76-7	 		人生の最終段階の医療と生活に関する市民教育 �   S550
根岸 恵（聖隷横浜病院 緩和ケアチーム）

P76-8	 		緩和ケアの地域での普及啓発の活動の一方法 �   S550
吉本 訓子（岸和田徳洲会病院 看護部）

P76-9	 		緩和ケア普及啓発事業「2015年府中モデル」の省察 �   S550
芝 祐信（東京都立多摩総合医療センター）

P76-10	 		緩和ケア普及活動の効果〜イベント参加の活動報告〜 �   S550
青木 ひふみ（愛知県厚生農業協同組合連合会 海南病院）

P76-11	 		早期（発病前）からの緩和ケア�市民へ伝えることの効果 �   S551
丹後 ゆかり（医療法人橘会 訪問看護ステーションたちばな）

P77　�
研究方法�

P77-1	 				がん患者の看取り対して一般病棟に勤務する新卒看護師が抱く困難感�
〜文献レビュー・マトリックス方式による質的統合法を通して〜 �   S551
浅野 暁俊（新潟大学大学院 保健学研究科 博士前期課程）

P78　�
評価尺度�

P78-1	 		一般病棟に勤務する看護師の緩和ケアに関する意識 �   S551
柏 彩織（茨城県立中央病院・茨城県地域がんセンター）

P79　�
その他の教育・啓発・研究に関する課題�

P79-1	 		がん看護に携わる緩和ケア看護師の感情労働の特性と影響する要因 �   S551
光本 いづみ（元純真学園大学 保健医療学部 看護学科）

P79-2	 		包括的ケアに配慮した診療の実践と関連要因の検討 �   S552
竹内 恵美（国立がん研究センター中央病院 相談支援室、慶應義塾大学病院 緩和ケアセンター）

P79-3	 		設立半年の緩和ケア病棟看護師の内的状況と今後の課題 �   S552
江幡 砂織（医療法人博仁会 志村大宮病院 緩和ケア病棟）

P79-4	 				ELNEC-Jコアカリキュラム看護師教育プログラム研修受講後の意識変化�
〜緩和ケア病棟の看護師が受けた影響〜 �   S552
武井 まどか（独立行政法人 国立病院機構 渋川医療センター）

P79-5	 				エンド・オブ・ライフ・ステージにあるがん患者が�
よりよく生きるための主体性（エージェンシー）に関する文献検討 �   S552
飛田 篤子（千葉大学 看護学研究科 博士後期課程）



S102

一
般
演
題
ポ
ス
タ
ー

P79-6	 		終末期がん患者に対する理学療法の現状と課題－文献研究－ �   S553
加藤 翼（  筑波大学大学院 人間総合科学研究科  生涯発達学専攻、新宿区立子ども総合センター 発達支援係）

P79-7	 		群馬県緩和ケアフォローアップ研修会の開催について �   S553
佐藤 浩二（前橋赤十字病院 総合内科、群馬県PEACE指導者）

P79-8	 		「DNAR決定に関するガイドライン」作成前後における医師・看護師の意識調査 　�   S553
岡山 浩子（熊本労災病院 緩和ケアチーム 看護部）

P79-9	 		学校教員を対象とした「がんの教育総合支援事業」 �   S553
儀賀 理暁（埼玉医科大学総合医療センター 呼吸器外科・緩和ケア推進室）

P79-10	 		混合病棟におけるがん看護に携わる看護師の不安を軽減するための活動 �   S554
平原 行美（社会医療法人恵愛会 大分中村病院 看護部）


