
プログラム

6 月 18 日（土）【第 1 会場】

9：00～10：30	 会長特別企画1� 第1会場

日本腫瘍循環器学会（JOCS）・日本がんサポーティブケア学会（JASCC）

Onco-Cardiology におけるがんサポーティブケア 
- がん治療関連心筋障害（CTRCD）を中心に patient oriented medicine を考慮したがん診療 -

　　　　　座長：関根　郁夫 （筑波大学医学医療系　臨床腫瘍学） 
　　　　　　　　向井　幹夫 （大阪国際がんセンター　成人病ドック科）
コメンテーター：北原　康行 （がん・感染症センター都立駒込病院　循環器内科）

PSP1-1 がんサポーティブケアにおける「CTRCD」の実際と課題
がん研有明病院　腫瘍循環器・循環器内科　　 志賀　太郎

PSP1-2 がんサポーティブケアにおける「CTRCD」の実際とその対応
虎の門病院　臨床腫瘍科　　 田辺　祐子

PSP1-3 がんサポーティブケアにおける「CTRCD」症例の多職種連携とマネジメントの課題
大阪医科薬科大学病院　呼吸器内科・呼吸器腫瘍内科　　 藤阪　保仁

PSP1-4 がんサポーティブケアにおける「CTRCD」で注意すべき抗がん薬とその特徴
星薬科大学　実務教育研究部門　　 平出　　誠

PSP1-5 がん治療に関連する心血管疾患に関する循環器系サーベイランスと患者市民参画
順天堂大学大学院医学研究科　臨床薬理学　　 佐瀬　一洋

10：40～12：10	 合同企画セッション1� 第1会場

日本臨床腫瘍学会（JSMO）・日本がんサポーティブケア学会（JASCC）

CAR-T 療法を含めた細胞治療の今と未来を考える
座長：中島　貴子 （京都大学大学院医学研究科   早期医療開発学） 
　　　山本　一仁 （愛知県がんセンター）

JPS1-1 CAR-T 療法のエビデンスと現状
北海道大学血液内科　　 豊嶋　崇徳

JPS1-2 CAR-T 細胞療法における看護実践の歩みと今後の展望
京都大学医学部附属病院　看護部　　 福田　裕子

JPS1-3 CAR-T 療法のアフェレーシスにおける現場の問題
京都大学医学部附属病院　医療器材部 ME センター　　 吉田　和広

JPS1-4 CAR-T 細胞療法の実運用における Dos and Don'ts ～「お祭り」から「日常診療」への軌跡と
問題点

京都大学医学部附属病院　血液内科・検査部・細胞療法センター　　 新井　康之
JPS1-5 CAR-T 細胞療法の適用拡大に向けた研究開発

愛知県がんセンター研究所　腫瘍免疫応答研究分野　　 籠谷　勇紀
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12：20～13：20	 ランチョンセミナー1� 第1会場

共催：エーザイ株式会社、MSD 株式会社

レンバチニブの副作用に対する多職種連携マネジメント
座長：全田　貞幹 （国立がん研究センター東病院　放射線治療科　医長）

LS1-1 施設の垣根を超えた多職種連携マネジメント ～ CoINPLANT の研究を通して～
国立がん研究センター中央病院 看護部　　 栗本　珠衣

LS1-2 レンバチニブの副作用管理におけるテレフォンフォローアップの有用性について
国立がん研究センター東病院 薬剤部　　 田内　淳子

14：20～14：50	 会長講演� 第1会場

座長：相羽　惠介（戸田中央総合病院　腫瘍内科）

PL 科学する支持医療を目指して　～病気を診ずして病人を診よ～
東京慈恵会医科大学　腫瘍センター　　 宇和川　匡

15：00～16：00	 スイーツセミナー1� 第1会場

共催：マルホ株式会社

がん支持療法における最適な皮膚障害治療・ケアの実現に向けて
座長：細川　豊史 （京都府立医科大学名誉教授 / 洛和会丸太町病院 院長）

SS1-1 がん支持療法における皮膚障害治療・ケアの最新のトピックス
国立がん研究センター中央病院 皮膚腫瘍科 科長　　 山﨑　直也

SS1-2 最適ながん性皮膚潰瘍臭治療・ケアの実現に向けて
昭和大学医学部乳腺外科 准教授　　 桑山　隆志

16：10～17：40	 共催企画セッション1� 第1会場

共催：小野薬品工業株式会社

いま、ここから変わる「がん悪液質」
座長：田村　和夫 （福岡大学　名誉教授）

CS1-1 One team で立ち向かう「がん悪液質」
静岡県立静岡がんセンター 呼吸器内科 医長　　 内藤　立暁

CS1-2 がん悪液質に関する国際調査（GENESIS-CC）から見えてきた看護師への期待
静岡県立静岡がんセンター　看護部 がん看護専門看護師　　 麻生　咲子

CS1-3 JASCC から始まる、がん悪液質の新時代
京都府立医科大学大学院医学研究科 呼吸器内科学 教授　　 髙山　浩一

第7回日本がんサポーティブケア学会学術集会
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6 月 18 日（土）【第 2 会場】

10：40～12：10	 教育シンポジウム1� 第2会場

がん診療と口腔の諸問題
座長：石木　寛人 （国立がん研究センター中央病院　緩和医療科） 
　　　藥師神公和 （神戸大学医学部附属病院　腫瘍・血液内科）

ESY1-1 口腔粘膜炎の予防と治療：歯科での取り組み
国立がん研究センター中央病院　歯科　　 上野　尚雄

ESY1-2 骨髄抑制期の歯性感染症（「がん治療中の歯科治療」の内容含む）
岡山大学病院　医療支援歯科治療部　　 曽我　賢彦

ESY1-3 がん治療時に生じる薬剤関連顎骨壊死への対応
公益財団法人がん研究会有明病院　歯科　　 富塚　　健

ESY1-4 当院における病棟看護師の基本的な口腔ケアの均てん化のための取り組み
国立がん研究センター中央病院　緩和ケアチーム専従看護師　　 池長　奈美

12：20～13：20	 ランチョンセミナー2� 第2会場

共催：富士製薬工業株式会社
座長：相羽　惠介 （戸田中央総合病院　腫瘍内科　部長）

LS2 造血器腫瘍ならではの、サポーティブケア
獨協医科大学埼玉医療センター　糖尿病内分泌・血液内科　准教授　　 木口　　亨

15：00～16：00	 スイーツセミナー2� 第2会場

共催：塩野義製薬株式会社

がん患者の便秘の診断・治療
座長：朴　　成和 （東京大学医科学研究所附属病院 腫瘍・総合内科 教授・診療科長）

SS2-1 知っておきたいサポーティブケア ～オピオイド誘発性便秘症の治療～
埼玉医科大学国際医療センター 呼吸器内科 准教授　　 今井　久雄

SS2-2 便秘のアセスメントとケア
新潟県立がんセンター新潟病院 緩和ケアセンター 看護師　　 柏木　夕香

16：30～18：30	 学術セミナー1� 第2会場

症例を通して学ぶ：これからの処方の現場－症例を通じて相互に高め合う医療者のコミュニケーション
　　　　　　座長：岡元るみ子 （千葉西総合病院　腫瘍内科　外来化学療法センター） 
　　　　　　　　　小茂田昌代 （千葉西総合病院薬剤科）
ファシリテーター：関根　郁夫（医師）、西森　久和（医師）、佐藤　　温（医師）、小茂田昌代（薬剤師）、
　　　　　　　　　尾関　理恵（薬剤師）、宮嶋　篤志（薬剤師）、佐藤　淳也（薬剤師）、田中　　怜（薬剤師）、
　　　　　　　　　清水　　忠（化学者）、三浦　里織（看護師）、入江　佳子（看護師）、橋本　春希（看護師）

AS1 症例提示
岡山大学病院　血液・腫瘍内科　　 西森　久和

 多職種協働で患者の問題解決に向けたディスカッション、各グループ発表

The 7th Annual Meeting of the Japanese Association of Supportive Care in Cancer

日
　
程
　
表

プ
ロ
グ
ラ
ム

指
定
演
題
　
抄
録

33



6 月 18 日（土）【第 3 会場】

9：00～10：30	 ワークショップ1� 第3会場

新型コロナウイルス感染症の蔓延下における外来がん薬物療法
座長：長崎　礼子 （がん研究会有明病院　看護部） 
　　　矢野　真吾 （東京慈恵会医科大学附属病院　腫瘍・血液内科）

WS1-1 COVID-19 流行下の外来がん薬物療法：医師の立場から
済生会横浜市南部病院　血液内科　　 藤田　浩之

WS1-2 新型コロナウイルス感染症の蔓延下における外来化学療法室 
～看護管理者の役割からみつめる～

東京慈恵会医科大学附属病院　看護部　　 藤本　麗子

WS1-3 新型コロナウイルス感染症禍におけるがん薬物療法への関わり - 薬剤師の視点から -
国立研究開発法人 国立がん研究センター中央病院　薬剤部　　 中島　寿久

10：40～12：10	 3学会（日本緩和医療学会・日本インターベンショナルラジオロジー学会・日本がんサポーティブケア学会）合同シンポジウム�第3会場

呼吸器症状を考える～支持療法と緩和医療～
座長：里見絵理子 （国立がん研究センター中央病院　緩和医療科） 
　　　藤阪　保仁 （大阪医科薬科大学病院　呼吸器内科・呼吸器腫瘍内科）

JSY-1 呼吸器有害事象とその管理
東北大学大学院医学系研究科　緩和医療学分野　　 井上　　彰

JSY-2 がん患者の呼吸困難に対する薬物療法 ～システマティックレビューから見えてきたもの～
神戸大学 先端緩和医療学分野　　 山口　　崇

JSY-3 がん患者の呼吸困難に対する看護ケア ～システマティックレビューから見えてきたもの～
兵庫県立大学　　 角甲　　純

JSY-4 呼吸器症状に対する緩和 IVR
がん研有明病院　超音波診断・IVR 部　　 佐藤　洋造

12：20～13：20	 ランチョンセミナー3� 第3会場

共催：第一三共株式会社
座長：徳永えり子 （独立行政法人国立病院機構 九州がんセンター　乳腺科部長）

LS3-1 HER2 陽性転移再発乳癌治療におけるエンハーツの位置付け
LS3-2  乳癌周術期パクリタキセル療法に起因する末梢神経障害に対するタリージェは有効か？

福山市民病院　診療部長 / 乳腺甲状腺外科統括科長　　 池田　雅彦

第7回日本がんサポーティブケア学会学術集会
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15：00～16：00	 スイーツセミナー3� 第3会場

共催：テルモ株式会社
座長：上野　尚雄 （国立がん研究センター中央病院　歯科 医長）

SS3 口内炎対策に新たな選択肢を 
ジェルクレア口腔用液の使用経験

社会医療法人 博愛会 相良病院 歯科口腔外科 部長　　 濵田　倫史

16：10～17：40	 学術企画セッション1� 第3会場

デジタル医療とサポーティブケア
座長：吉田陽一郎 （福岡大学病院　医療情報部・消化器外科）

APS1-1 デジタル医療とサポーティブケア
金沢大学附属病院　先端医療開発センター / 循環器内科　　 野村　章洋

APS1-2 臨床研究におけるデジタル トランスフォーメーション（DX）
東京大学大学院医学系研究科　臨床試験データ管理学講座　　 宮路　天平

APS1-3 乳がんサバイバーの再発恐怖に対するスマートフォン精神療法 - 無作為割付比較試験
名古屋市立大学大学院医学研究科　精神・認知・行動医学分野　　 明智　龍男

APS1-4 仮想現実 (VR) 技術を用いたサポーティブケアの実際と将来展望
島根大学　地域包括ケア教育研究センター　　 原　　正彦

APS1-5 多職種の情報共有システムの使用実態調査研究 
―在宅緩和ケアにおける ICT 情報共有ツール活用観察研究の中間報告―

厚生連高岡病院　緩和ケアセンター　　 村上　　望
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6 月 18 日（土）【第 4 会場】

9：00～10：30	 JASCC	&	MASCC	Joint	Symposium� Room4

Next-Generation Supportive and Palliative Care
Chairs： Mitsue Saito （Dept. of Breast Oncology, School of Medicine, Juntendo University, Japan） 

Matti S. Aapro （Genoiler Canser Center, Genolier, Switzerland）

JMS-1 The Role of Interventional Pain Treatment in Palliative Care
Department of Pain Medicine and Interventions, Chubu Tokushukai Hospital, Okinawa, Japan　　 Seiji Hattori

JMS-2 Imagining AI and Robot Technologies for Future Supportive Care in Cancer
Graduate School of Life Science and Systems Engineering, Kyushu Institute of Technology, Japan　　 Tomohiro Shibata

JMS-3 Science, technology and the future of supportive and palliative care
University of Adelaide, South Australia　　 Ian Olver

10：40～11：40	 共催企画セッション2� 第4会場

共催：インサイト・バイオサイエンシズ・ジャパン合同会社

がんゲノム医療における、最適な治療選択のための多職種連携の極意（胆道癌を例として）
座長：奥山　浩之 （香川大学医学部附属病院 腫瘍内科（がんゲノム医療センター / がんセンター）　講師）

CS2-1 基調講演：「がんゲノム医療の現状と展望（胆道癌を例として）」　
香川大学医学部附属病院 腫瘍内科（がんゲノム医療センター / がんセンター）　講師　　 奥山　浩之

CS2-2 がん看護専門看護師の立場から
香川大学医学部附属病院　緩和ケアセンター　副看護師長　　 重田　宏恵

CS2-3 がんゲノムコーディネーターの立場から
香川大学医学部附属病院 がんセンター　臨床心理士（公認心理師）　　 柘植　　薫

12：20～13：20	 ランチョンセミナー4� 第4会場

共催：株式会社ツムラ
座長：里見絵理子 （国立がん研究センター中央病院　緩和医療科　科長）

LS4 漢方薬による抗がん剤の副作用マネージメント　半夏瀉心湯や六君子湯を中心に
京都府立医科大学　消化器内科　講師　　 吉田　直久

第7回日本がんサポーティブケア学会学術集会
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15：00～16：30	 部会企画セッション１� 第4会場

日本骨転移研究会・骨転移と骨の健康部会

どこでも誰でも開催できる！ハイブリッド型骨転移キャンサーボードを体感しよう！ 
～改訂骨転移ガイドラインに基づく骨転移キャンサーボードを全国に実装するために～

　　　　　　座長：柴田　浩行 （秋田大学大学院医学系研究科臨床腫瘍学講座） 
　　　　　　　　　東　　光久 （福島県立医科大学白河総合診療アカデミー）
 
　コメンテーター：安部　能成 （埼玉医科大学病院緩和医療科） 
　　　　　　　　　佐藤　信吾 （東京医科歯科大学 がん先端治療部）
　　　　　　　　　髙木　辰哉 （日本骨転移研究会、順天堂大学整形外科・リハビリテーション科・緩和ケアセンター） 
　　　　　　　　　余宮きのみ （埼玉県立がんセンター緩和ケア科） 
　　　　　　　　　永倉　久泰 （ＫＫＲ札幌医療センター放射線科） 
 
ファシリテーター：佐藤　　直 （総合南東北病院）

　　　　　　　　　景山　里香 （総合南東北病院）
　　　　　　　　　武田　　彩 （総合南東北病院）
　　　　　　　　　茂呂　貴知 （白河厚生総合病院）
　　　　　　　　　長谷川友美 （白河厚生総合病院）
　　　　　　　　　田村　清香 （白河厚生総合病院）

16：40～17：40	 部会企画セッション２� 第4会場

骨転移と骨の健康部会

骨転移診療ガイドライン（改訂版）について
座長：柴田　浩行 （秋田大学大学院医学系研究科臨床腫瘍学講座）

 骨転移診療ガイドライン（改訂版）の全体像　―改訂作業のプロセスー
秋田大学大学院医学系研究科臨床腫瘍学講座　　 柴田　浩行

 整形外科領域における骨転移診療ガイドラインの改訂ポイント
国立がん研究センター中央病院　骨軟部腫瘍科　　 小林　英介

 IVR 領域における骨転移診療ガイドラインの改訂ポイント
愛知県がんセンター　放射線診断・IVR 部　　 稲葉　吉隆

 リハビリテーション領域における骨転移診療ガイドラインの改訂ポイント
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　　 安部　能成

 看護領域における骨転移診療ガイドラインの改訂ポイント
順天堂大学医療看護学部　　 髙山　京子
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6 月 18 日（土）【E-Poster 会場 1】

9：00～10：10	 ポスターセッション1� E-Poster会場1

Cachexia・栄養
ファシリテーター：山本　和義 （大阪大学　消化器外科） 
　　　　　　　　　毛利　貴子 （京都府立医科大学大学院　保健看護学研究科）

PS1-1 がん性心筋障害に対して炭素数が異なる中鎖脂肪酸の栄養介入が及ぼす影響
奈良県立医科大学　分子病理学　　 額賀　翔太

PS1-2 がん薬物療法と味覚障害の実態調査：多施設共同研究
虎の門病院　臨床腫瘍科　　 渡辺　祥伍

PS1-3 胃切除歴を有する進行消化器がん化学療法におけるエドルミズ使用２症例の報告
弘前大学大学院医学研究科　腫瘍内科学講座　　 斎藤　絢介

PS1-4 がん患者の悪液質と GLIM 基準低栄養との関連性
愛知医科大学病院　栄養部　　 竹内　知子

PS1-5 頭頸部癌で化学放射線療法（CRT）を受ける入院患者の体重減少や栄養充足状態と主観的症状、
日常生活の支障に関するカルテ調査

公益財団法人 がん研有明病院　　 藤木由佳子

PS1-6 高齢進行肺がん患者における初回治療前の栄養状態と身体機能と予後との関連について
静岡県立静岡がんセンター　リハビリテーション科　　 岡山　太郎

PS1-7 進行性非小細胞肺がんに対する免疫療法の有効性において筋肉の質の低下が及ぼす負の影響
静岡がんセンター　呼吸器内科　　 西岡　直哉

PS1-8 BALAST： An observational study on the nutrition status of patients with advanced 
gastric cancer who receive taxanes and ramucirumab combination chemotherapy

堺市立総合医療センター　胃食道外科　　 川端　良平

PS1-9 切除不能膵・胆道癌化学療法施行患者に対する経腸栄養剤を用いた栄養サポートの有用性に関
する比較試験

東京慈恵会医科大学外科学講座　　 阿部　恭平

PS1-10 高齢進行非小細胞肺がん / 膵がんに対する早期栄養・運動介入の多施設共同ランダム化第 II 相
試験（NEXTAC-TWO 試験）

国立がん研究センター東病院　肝胆膵内科　　 光永　修一

10：20～11：25	 ポスターセッション2� E-Poster会場1

がんリハビリテーション 1
ファシリテーター：中田　英二 （岡山大学　整形外科） 
　　　　　　　　　藤井　美希 （大阪国際がんセンター　リハビリテーション科）

PS2-1 ランダムノイズ振動刺激が化学療法誘発性末梢神経障害における手指巧緻を改善させる
畿央大学大学院　健康科学研究科　　 大住　倫弘

PS2-2 脱分化型軟骨肉腫による骨盤切除術施行例に対する多職種アプローチによって歩行・家事動作
の再獲得が可能となった一例

埼玉医科大学国際医療センター　リハビリテーションセンター　　 水村　　翔
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PS2-3 エネルギー節約手技に基づき作業療法を行った肺腺癌の一事例
神戸市立西神戸医療センター　リハビリテーション技術部　　 井上　慎一

PS2-4 当院、血液内科病棟におけるリハビリテーション実施時の手指衛生遵守率とそのエラー傾向に
ついて

関西電力病院　リハビリテーション部　　 谷名　英章

PS2-5 血液腫瘍患者の治療初期における身体機能と骨格筋量の変化
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療法室　　 尾崎　圭一

PS2-6 悪性リンパ腫に対する EPOCH-R 療法の有害事象と身体状態との関連性
関西電力病院　リハビリテーション部　　 砂原　正和

PS2-7 呼吸器外科患者における歩数計を用いた身体活動量の観察研究
静岡県立静岡がんセンター　臨床研究支援センター　臨床研究管理・調整室　　 森川　　歩

PS2-8 地域在住高齢がんサバイバーにおける身体活動量および座位時間と再発不安の関連
神戸大学医学部　保健学科　　 水田　万裕

PS2-9 当院におけるアナモレリン使用経験
関西医科大学　リハビリテーション医学講座　　 勝島　詩恵

11：35～12：00	 ポスターセッション3� E-Poster会場1

サバイバーシップ／患者会
ファシリテーター：牧野あずみ （アトム薬局）

PS3-1 ベイジアン共分散構造分析に基づく乳がんサバイバーの精神的健康における要因構造の推定
北里大学　医療衛生学部リハビリテーション学科作業療法学専攻　　 渡邊　愛記

PS3-2 がんサバイバーシップ支援の新しい形態・がん相談飲み会 YouTube ライブ
宮崎善仁会病院 腫瘍内科　　 押川勝太郎

PS3-3 コロナ禍でも集合活動を実現するために必要なこと 
～港区立がん在宅緩和ケア支援センター「ういケアみなと」の活動からの考察～

港区立がん在宅緩和ケア支援センター　　 南塚　　恵

15：00～16：05	 ポスターセッション4� E-Poster会場1

痛み（がん性疼痛など）
ファシリテーター：鶴田　理恵 （大阪公立大学医学部附属病院　看護部） 
　　　　　　　　　岩崎　創史 （札幌医科大学　麻酔科学講座・緩和ケア管理室）

PS4-1 緩和ケアチーム介入後、フェンタニル貼付剤の減量が可能となった症例の検討
徳島大学病院　緩和ケアチーム　　 松岡　由江

PS4-2 当院の強オピオイド徐放製剤処方の実態
国立がん研究センター中央病院　緩和医療科　　 竹田　雄馬

PS4-3 メサドン継続が困難となったが硬膜外ブロックにより疼痛軽減を得た難治性疼痛を認めた多
発性骨髄腫の一例

東京慈恵会医科大学附属病院　緩和ケア診療部　　 上田　響子

PS4-4 実臨床おけるオピオイド誘発性便秘に対するナルデメジンの効果および安全性に関する検討
JCHO 群馬中央病院　薬剤部　　 西場　弘美
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PS4-5 根治治療後乳がん患者の患側肩関節痛に対する鍼灸治療の有効性を調べるパイロットスタ
ディ

国立がん研究センター中央病院　　 石木　寛人

PS4-6 多発骨転移に伴う難治性の神経障害性疼痛に対し鍼灸治療を行った症例
国立がん研究センター中央病院　緩和医療科　　 堀口　葉子

PS4-7 中咽頭癌術後再発による疼痛に対し下顎孔アプローチによる神経ブロックが効奏した１例
宮城県立がんセンター　歯科　　 臼渕　公敏

PS4-8 がん診療連携拠点病院における腹腔神経叢ブロック / 内臓神経ブロックの実施状況、障壁、教
育：全国質問紙調査

国立がん研究センター東病院　緩和医療科　　 松本　禎久

PS4-9 下顎歯肉癌終末期の頭頚部痛に対して頚部脊髄鎮痛法が有効だった一例
中部徳洲会病院　疼痛治療科　　 前　　知子

16：15～16：50	 ポスターセッション5� E-Poster会場1

Onco-Cardiology（腫瘍循環器）
ファシリテーター：志賀　太郎 （がん研有明病院　腫瘍循環器・循環器内科）

PS5-1 日本人のがん関連静脈血栓塞栓症におけるアピキサバンによる消化管出血の検討
がん研究会有明病院　腫瘍循環器・循環器内科　　 親川　拓也

PS5-2 乳がん患者を対象とした、パクリタキセル＋ベバシズマブ療法中の高血圧症におけるリスク因
子やフォローアップの実態調査

虎の門病院　臨床腫瘍科　　 竹村　弘司

PS5-3 免疫チェックポイント阻害薬による免疫関連有害事象心筋炎の診断に心臓 MRI が有用であっ
た一例

公益財団法人　がん研究会有明病院　腫瘍循環器・循環器内科　　 福満　雅史

PS5-4 がん悪液質に伴う心機能障害に対する回し車を用いた治療効果の検討：Onco-Cardiology の
観点からのがん悪液質治療

東京慈恵会医科大学　疼痛制御研究講座　　 野中　美希

PS5-5 成人がんサバイバーに対する人間ドックの臨床的意義：がんサバイバードックへの腫瘍循環器
学的アプローチ

大阪国際がんセンター　成人病ドック科　　 向井　幹夫

17：00～17：30	 ポスターセッション6� E-Poster会場1

患者・医療職
ファシリテーター：大西　秀樹 （埼玉医科大学国際医療センター）

PS6-1 A 病棟看護師の倫理的感受性とその影響要因
九州大学病院　　　 今村　華菜

PS6-2 急性期病床に勤務する医師の『がん患者を親に持つ子どものケア』に対する実態報告
信州上田医療センター　緩和ケア内科　　 久保　佳子

PS6-3 がん患者のための多職種チームケアと地域医療連携を推進する教育研修プログラムの開発
帝京大学　医学部　内科学　腫瘍内科　　 渡邊　清高

PS6-4 終末期がん患者を支援する訪問看護師に対する専門・認定看護師の支援とその影響

第7回日本がんサポーティブケア学会学術集会
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社会医療法人　愛仁会高槻病院　　 中川　純子

6 月 18 日（土）【E-Poster 会場 2】

9：00～10：05	 ポスターセッション7� E-Poster会場2

骨転移と骨の健康
ファシリテーター：東　　光久 （奈良県総合医療センター　総合診療科） 
　　　　　　　　　髙山　京子 （順天堂大学　医療看護学部）

PS7-1 骨腫瘍で整形外科を受診し、がん診断に至った 105 例の検討
国立がん研究センター中央病院　骨軟部腫瘍科・リハビリテーション科　　 戸田　　雄

PS7-2 秋田大学医学部附属病院における骨転移患者の実態調査
秋田大学　腫瘍内科　　 篠崎　英恵

PS7-3 内分泌単独療法で開始した転移性前立腺癌のアウトカムと年齢の関連検討
秋田大学　泌尿器科　　 成田伸太郎

PS7-4 2 波検出型超音波骨密度計（LD-100）による骨折リスク評価の試み
東京医科大学　放射線医学分野　　 吉村　真奈

PS7-5 骨転移リハビリテーションカンファレンス対象症例の病的骨折発生率と転帰先
総合南東北病院　リハビリテーション科　　 髙野　　稔

PS7-6 骨転移患者における骨修飾薬（Bone management agent）の 12 週間隔投与と 4 週間隔投与
の比較に関するシステマティックレビューとメタアナリシス

国際医療福祉大学病院　薬剤部　　 佐藤　淳也

PS7-7 放射性医薬品 ; 塩化ラジウム（223Ra）注射液の取扱いにおける薬剤師教育体制の構築
静岡県立静岡がんセンター　薬剤部　　 鈴木　恵子

PS7-8 骨メタカンファレンスは医療者に高い満足度をもたらす
白河厚生総合病院　　 小枝　美幸

PS7-9 骨転移を有するがん患者に関する看護研究の動向 
- 過去 10 年間の文献から -

順天堂大学　医療看護学部　　 髙山　京子

10：20～11：05	 ポスターセッション8� E-Poster会場2

高齢者のがん治療
ファシリテーター：上野　順也 （国立がん研究センター東病院　リハビリテーション科） 
　　　　　　　　　中澤　潤一 （鹿児島市立病院　腫瘍内科）

PS8-1 高齢がん患者が大切と思う高齢者機能評価項目に関する横断的調査：生活機能に焦点をあてて
国立がん研究センター東病院　リハビリテーション科　　 原田　剛志

PS8-2 Geriatric assessment and clinical outcomes in elderly patients with resectable 
colorectal cancer

Department of Clinical Oncology, St. Marianna University School of Medicine　　 Kazuma Ui

PS8-3 プレフレイル高齢大腸がん患者のための臨床的提言に向けて - 医療経済的な視点から CQ の設
定 -

日本医科大学付属病院　薬剤部　　 田中　弘人

The 7th Annual Meeting of the Japanese Association of Supportive Care in Cancer

日
　
程
　
表

プ
ロ
グ
ラ
ム

指
定
演
題
　
抄
録

41



PS8-4 高齢者乳癌における抗癌剤治療省略が予後に与える影響の検討
東京女子医科大学附属八千代医療センター　乳腺・内分泌外科　　 地曵　典恵

PS8-5 根治不能な乳がんと診断を受けた高齢者における治療選択の意思決定 ( 続報 ) 
―都市部の病院に通院中の高齢者を対象としてー

国立国際医療研究センター病院　乳腺・腫瘍内科　　 門脇　　緑

PS8-6 高齢者膵癌における術後早期サルコペニア進行の意義
東京慈恵会医科大学　肝胆膵外科　　 後町　武志

11：15～11：40	 ポスターセッション9� E-Poster会場2

サイコオンコロジー
ファシリテーター：奥山　　徹 （名古屋市立大学医学部附属西部医療センター　精神科・緩和ケアセンター）

PS9-1 STAS-J による進行がん患者の身体症状の改善と不安の推移に関連する因子の検討
東京大学医科学研究所附属病院　先端緩和医療科　　 伊藤　哲也

PS9-2 がん相談支援センターを初めて利用する相談者の利用前後の心理状態や生活の質（QOL）に関
する検討

国立がん研究センター　がん対策研究所　　 堀拔　文香

PS9-3 不眠のあるがん患者のせん妄に対するレンボレキサントの有効性と安全性の評価
伊那中央病院　　 寺田　立人

11：50～12：05	 ポスターセッション10� E-Poster会場2

CINV（がん薬物療法誘発性悪心・嘔吐）
ファシリテーター：齊藤　光江 （順天堂大学医学部　乳腺腫瘍学講座）

 Patient-reported outcomes with dexamethasone sparing in CDDP-based 
chemotherapy： A randomized, placebo-controlled, phase Ⅲ study (SPARED trial)

Division of Clinical Pharmacy, Kitasato University School of Pharmacy　　 Mitsuhiro Sugawara

 高度催吐性抗悪性腫瘍薬（シスプラチン）投与患者を対象としたFosnetupitantの第III相二重
盲検比較試験：CONSOLE

神戸低侵襲がん医療センター　呼吸器腫瘍内科　　 秦　　明登

15：00～16：00	 ポスターセッション11� E-Poster会場2

皮膚障害
ファシリテーター：平川　聡史 （聖隷浜松病院　支持療法科） 
　　　　　　　　　柳　　朝子 （国立がん研究センター中央病院　看護部）

PS11-1 抗 EGFR 抗体による皮膚障害に対するβ遮断薬全身投与の影響
名城大学薬学部　病態解析学Ⅱ　　 山岡　美聖

PS11-2 EGFR-TKI による爪囲炎に対するβ遮断薬全身投与の影響
名城大学薬学部　病態解析学Ⅱ　　 島戸　麻帆

PS11-3 皮膚 T 細胞リンパ腫にて強い疼痛を伴った全身皮膚病変に対する創傷ケアの実際－多職種連
携によるアプローチ－

国立がん研究センター中央病院　看護部　　 柳　　朝子

PS10-1
優秀演題

PS10-2
最優秀演題
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PS11-4 臨床におけるモーズペーストの実際とその意義に関する検討
国立がん研究センター中央病院　　 緒方　　大

PS11-5 浸出液と悪臭のコントロールに難渋した巨大乳癌に対してパウチングが奏功した 1 例
水戸協同病院　乳腺外科　　 齋藤　　剛

PS11-6 大腸癌術後化学療法をうけるストーマ患者のケアに関する一考察 
～血管新生阻害薬併用後に皮膚潰瘍を形成した症例を経験して～

医療法人康仁会　西の京病院　看護部　　 松尾麻由子

PS11-7 患者・家族向け皮膚セルフケアに関する書籍の作成と刊行
聖隷浜松病院　支持療法科　　 平川　聡史

PS11-8 オシメルチニブによる多形紅斑型薬疹：単施設ながらリアルワールドにおける観察結果
聖隷浜松病院　支持療法科　　 平川　聡史

16：15～17：35	 ポスターセッション12� E-Poster会場2

その他 1
ファシリテーター：荒尾　晴惠 （大阪大学大学院　医学系研究科） 
　　　　　　　　　佐々木治一郎 （北里大学医学部附属新世紀医療開発センター　横断的医療開発部門　臨床腫瘍学）

PS12-1 乳癌 A Y A 世代に対するBRCA 遺伝学的検査の現状と課題
埼玉医科大学国際医療センター　乳腺腫瘍科　　 榊原　彩花

PS12-2 Osteosarcopenia を含めた胆嚢癌術後の独立再発・予後不良因子の検討
東京慈恵会医科大学　外科学講座　肝胆膵外科　　 松本　倫典

PS12-3 婦人科がん患者に対する初回抗がん剤治療施行前後における倦怠感の調査
市立函館病院　薬剤部　　 坂田　幸雄

PS12-4 全量ドレナージ＋KM-CARTによる積極的腹水コントロール　～症状緩和から癌治療の再開へ～
要町病院　腹水治療センター　　 松崎　圭祐

PS12-5 がん治療領域におけるプロトコルに基づく薬物療法管理の運用と評価
三沢市立三沢病院　　 豊川　知宏

PS12-6 A病院の外来化学療法室にて初回治療患者を対象とした苦痛スクリーニング導入後の現状と課題
近畿大学病院　看護部　　 山﨑　里花

PS12-7 救急隊員のがん患者救急対応時に関する研修のニーズ調査
埼玉医科大学国際医療センター　　 齋藤　笑里

PS12-8 がん患者に対する切れ目のない緩和ケア提供のための要因分析 
- 訪問看護ステーション出向の経験から -

中東遠総合医療センター　　 森下　久実

PS12-9 壊死組織除去剤が有用であった自壊を伴う進行乳癌の 1 例
埼玉医科大学国際医療センター 乳腺腫瘍科　　 平塚美由起

PS12-10 がん治療と就労の両立支援により復職を果たした一例
東京慈恵会医科大学附属病院　腫瘍・血液内科　　 仲野　　彩

PS12-11 就労支援の中で見えてきた障害年金請求までの支援体制の在り方
一般社団法人がんライフアドバイザー協会　　 川崎　由華
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