プ ロ グ ラム
実行委員長講演

特別会議室（３階） 12月５日（土）09：20〜09：40

新型コロナウイルス問題とオピオイドクライシス：医療におけるスティグマ
山口 重樹（獨協医科大学医学部麻酔科学講座教授、実行委員長）

大会長講演

特別会議室（３階） 12月５日（土）09：40〜10：00

在宅療法中の臨終期がん患者さんに診られた神経兆候の検討

座長：田實 武弥（穂波の郷クリニック：宮城、新生病院：長野、トータス往診クリニック：東京）
安部 能成（千葉県立保健医療大学准教授）

教育講演②

教育講演①

厚生労働行政から見た在宅医療の展望

武田 俊彦 （元・厚生労働省医政局長、
岩手医科大学医学部客員教授、
日本在宅ケアアライアンス 副理事長）

なんとめでたいご臨終 〜心不全でも大丈夫〜

小笠原 文雄（日本在宅ホスピス協会会長、
名古屋大学医学部特任准教授、
小笠原内科・岐阜在宅ケアクリニック院長）

教育講演③

關本 翌子（国立がん研究センター中央病院副看護部長）

教育講演④

トータル・サポート・マネジャー（TSM）の役割

“所長” で決まる訪問看護

松本 令子（甲州市社会福祉協議会訪問看護ステーション）

角田 直枝（茨城県立中央病院看護局長）

教育講演⑤

地域緩和ケアにおける地域の訪問看護ステーションの役割
藤田 洋美（栃木県看護協会）

共催Webセミナー②
座長：渡辺 邦彦（在宅ほすぴす所長、大会長）

サブホール（２階） 12月６日（日）08：10〜08：45
共催：第一三共株式会社

白川 賢宗（獨協医科大学麻酔科学講座講師）

蘆野 吉和（山形県庄内保健所所長）

特別講演

特別会議室（３階） 12月５日（土）11：00〜11：30

座長：蘆野 吉和（山形県庄内保健所所長）

県民公開講座基調講演

サブホール（２階） 12月６日（日）09：30〜12：00

自分らしく生ききるために 痛みよさらば 〜モルヒネが救ってくれる〜

在宅ホスピスケアと訪問看護

座長：關本 翌子（国立がん研究センター中央病院副看護部長）
山口 重樹（獨協医科大学麻酔科学講座教授）

川越 博美（訪問看護パリアン看護部長、日本在宅ホスピス協会 前会長）

プラクティカルレクチャー

特別会議室（３階） 12月５日（土）12：00〜12：40

座長：城谷 典保（新横浜在宅クリニック院長）

基調講演①

医療用麻薬の誤解を解く
鈴木

ケアに役立つカテーテル管理（PTEG）

共催Webセミナー①

第2会議室（３階） 12月５日（土）12：10〜13：00
共催：塩野義製薬株式会社

非がん性慢性疼痛に対するオピオイド鎮痛薬投与の要点 ―オキシコンチンTRの適応拡大に向けて―
細川 豊史（洛和会丸太町病院院長、京都府立医科大学 名誉教授）

シンポジウム① 多職種協働の実際

特別会議室（３階） 12月５日（土）13：30〜14：30

座長：岸田 さな江（獨協医科大学看護部）

演者①

演者②

そばにいてくれてよかった 〜訪問介護士としての姿〜

ターミナルケアの在宅酸素療法（HOT）について

演者③

演者④

串田 なつみ（株式会社ヴィーナス 訪問介護 グランツこむぎ 管理者）

終末期における福祉用具
―その失敗から学んだ経験を糧に―

田丸 義紘（株式会社ヤマシタ ホームケア事業部南関東ブロック総括）

演者⑤

林田 久乃（SOMPOケア株式会社 SOMPOケア 大田原 訪問入浴）

須田 治彦（株式会社マルホン）

末期がん患者さんの安全な搬送
木村

勉（湘南医療大学薬学部設置準備室、星薬科大学名誉教授）

基調講演②

大石 英人（独立行政法人 国立病院機構村山医療センター外科統括診療部長）

側臥位にしない背部の洗身について

緩和ケア認定看護師の専門性

ヒドロモルフォンの在宅医療における役割

地域緩和ケア実践者の視点とは

座長：井尾 和雄（立川在宅ケアクリニック理事長）

教育講演②

教育講演①

がん患者さんの地域連携の実際
教育講演③

特別会議室（３階） 12月５日（土）10：00〜10：40

特別会議室（３階） 12月５日（土）16：00〜17：30

座長：蘆野 吉和（山形県庄内保健所所長）、川越 博美（訪問看護パリアン看護部長）
コメンテーター：正野 逸子（西九州大学看護学部教授）

水野 恵美（那須赤十字病院がん相談支援センター）

渡辺 邦彦（在宅ほすぴす所長、大会長）

教育講演

シンポジウム② 専門的な多職種協働の実際

宏（株式会社フォーテリア 福祉タクシークローバ）

医療用麻薬は “がん”でなくても痛み、息苦しさを緩和してくれるのです
川越

厚（医療法人社団パリアン 理事長、日本在宅ホスピス協会 顧問）

基調講演③

座長：田實 武弥（穂波の郷クリニック：宮城、新生病院：長野、トータス往診クリニック：東京）
片見明美（株式会社ヴィーナス医療統括マネジャー）

医療用麻薬服用経験談〈対談形式〉

加島 守（高齢者生活福祉研究所所長）、川越
渡辺 邦彦（在宅ほすぴす所長、大会長）

ポスター展示・エントリー発表
座長：梅田 耕明（松原アーバンクリニック院長）
田實

厚（医療法人社団パリアン 理事長、日本在宅ホスピス協会 顧問）

第１会議室（３階） ポスター展示 12月５日（土）09：00〜16：30
第１会議室（３階） エントリー発表 12月５日（土）14：30〜16：00

武弥（穂波の郷クリニック：宮城、新生病院：長野、トータス往診クリニック：東京）

スケジュール
12月４日（金）
12月５日（土）

ウエルカムパーティー

会場：味問屋 明日香 宇都宮店

会場：栃木県総合文化センター

時間 08:30 09:00

09:30

10:00

09:00 ~ 09:20
開会式 開会の挨拶

10:30

11:00

10:00~10:40
教育講演

座長 : 田實武弥（穂波の郷クリニック：宮城、
新生病院：長野、
トータス往診クリニ
ック：東京）
安部能成（千葉県立保健医療大学准教
授）

会長挨拶

09:20 ~ 09:40
実行委員長講演

３

特 別 会

協会長 : 小笠原文雄（名古屋大学医学部特任准教
授、小笠原内科・岐阜在宅ケアクリニッ
ク院長）

階

議

受付

18：30〜

教育講演①

「新型コロナウイルス問題とオピオイドクラ
イシス：医療におけるスティグマ」

「厚生労働行政から見た在宅医療の展望」

演者 : 武田俊彦（元・厚生労働省医政局長、
岩手医科大学医学部客員教授、日本
在宅ケアアライアンス 副理事長）
演者 : 山口重樹（獨協医科大学麻酔科学講座教授、
実行委員長）

11:30

12:00

11:00~11:30
特別講演

12:30

13:00

12:00~12:40
プラクティカルレクチャー

「ケアに役立つカテーテル管理（PTEG）
」

「在宅ホスピスケアと
訪問看護」

座長：城谷典保（新横浜在宅クリニック
院長）
演者：大石英人（独立行政法人 国立病院
機構村山医療センター外科統括診療
部長）

座長：蘆野吉和（山形県
庄内保健所所長）
演者 : 川越博美（訪問看
護パリアン看護
部長、日本在宅
ホスピス協会前
会長）

13:30

室

「在宅療法中の臨終期がん患者さんに診られ
た神経兆候の検討」

15:00

15:30

16:00

17:00

17:30

座長 : 蘆野吉和（山形県庄内保健所所長）, 川越博美
（訪問看護パリアン看護部長）
コメンテーター：正野逸子（西九州大学看護学部教授）

教育講演①「がん患者さんの地域連携の実際」

士としての姿〜」

演者 : 水野恵美（那須赤十字病院がん相談支援センター）

演者 : 串田なつみ
（株式会社ヴィーナス、訪問介護 グ
ランツこむぎ 管理者）

教育講演②「緩和ケア認定看護師の専門性」

演者 : 關本翌子（国立がん研究センター中央病院副看護部長）

演者②「ターミナルケアの在宅酸素療法

教育講演③「“所長”で決まる訪問看護」

（HOT）について」

演者 : 角田直枝（茨城県立中央病院看護局長）

演者 : 須田治彦（株式会社マルホン）

演者③「終末期における福祉用具 ―その失敗か

の役割」
教育講演④「トータル・サポート・マネジャー（TSM）

演者 : 田丸義紘（株式会社ヤマシタ ホームケア事業部
南関東ブロック総括）

教育講演⑤「地域緩和ケアにおける地域の訪問看護ステーションの役割」

演者 : 松本令子（甲州市社会福祉協議会訪問看護ステーション）

ら学んだ経験を糧に―」

演者 : 小笠原文雄（日本在宅ホスピス協会会
長、名古屋大学医学部特任准教授，
小
笠原内科、岐阜在宅ケアクリニック
院長）

16:30

16:00~17:30
シンポジウム② 専門的な多職種協働の実際

演者①「そばにいてくれてよかった 〜訪問介護

「なんとめでたいご臨終 〜心不全でも
大丈夫〜」

演者 : 渡辺邦彦
（在宅ほすぴす所長、大会長）

14:30

13:00 13:30~14:30
~13:30 シンポジウム① 多職種協働の実際
座長 : 岸田さな江
（獨協医科大学看護部）
総会

教育講演②

09:40 ~10:00
大会長講演

14:00

演者 : 藤田洋美（栃木県看護協会）

演者④「末期がん患者さんの v 安全な搬送」

演者 : 木村宏（株式会社フォーテリア 福祉タクシーク
ローバー）

演者⑤「側臥位にしない背部の洗身について」

教育講演③

演者 : 林田久乃（SOMPO ケア株式会社 SOMPO ケア
大田原訪問入浴）

「地域緩和ケア実践者の視点とは」

演者 : 蘆野吉和（山形県庄内保健所所長）

階

発表 10 〜15 分 質疑応答約 3〜5 分
座長 : 梅田耕明（松原アーバンクリニック院長）
田實武弥（穂波の郷クリニック：宮城，新生病院：長野，トータス往診クリニック：東京）

了

16:30~
ポスター撤去

14:30~16:00
ポスターエントリー発表

終

３

第１会議室

09:00 ~16:30
ポスター閲覧

「非がん性慢性疼痛に対するオピオイド鎮
痛薬投与の要点 ―オキシコンチン TR の
適応拡大に向けて―」

３

座長：井尾和雄（立川在宅ケアクリニック
理事長）
演者：細川豊史
（洛和会丸太町病院院長）
共催：塩野義製薬株式会社

階

第２会議室

12:10 ~13:00
共催 Webセミナー①

３
階

第４会議室

12:00~12:30
役員会
12:00~12:30
HHA

18：00〜

12月６日（日）

時間 08:00

会場：栃木県総合文化センター
08:30

09:00

08:10~ 08:45
共催 Webセミナー②

09:00 ~ 09:30
挨拶
優秀賞 賞状授与
08:30 ~ 09:00

県民公開講座受付

10:30

09:30~12:00
県民公開講座基調講演

「自分らしく生ききるために
痛みよさらば 〜モルヒネが救ってくれる〜」

座長 : 關本翌子（国立がん研究センター中央病院副看護部長）
山口重樹（獨協医科大学麻酔科学講座教授）

基調講演①

「医療用麻薬の誤解を解く」

演者 : 鈴木勉
（湘南医療大学薬学部設置準備室、
星薬科大学名誉教授）

11:00

11:30

基調講演②

「医療用麻薬は “がん” でなくても痛み、息苦しさを緩和して
くれるのです」

12:00

12:30

12:00 ~12:30
会長挨拶 閉会式

演者 : 川越厚
（医療法人社団パリアン 理事長、日本在宅ホスピス協会
顧問）

基調講演③

了

階

座長：渡辺邦彦（在宅ほす
ぴす所長・
大会長）
演者：白川賢宗（獨協医科
大学麻酔科学講座
講師）
共催：第一三共株式会社

10:00

終

２

サブホール

「ヒドロモルフォンの在
宅医療における役割」

09:30

「医療用麻薬服用経験談」対談形式

座長 : 田實武弥（穂波の郷クリニック：宮城、新生病院：長野、
トータス往診クリニック：東京）
片見明美（株式会社ヴィーナス医療統括マネジャー）
加島守（高齢者生活福祉研究所所長）
川越厚（医療法人社団パリアン 理事長、日本在宅ホスピス協会 顧問）
渡辺邦彦（在宅ほすぴす所長、大会長）

懇親会

会場：東武宇都宮ホテルグランデ

