
5 月 29 日（土）～ 6 月 30 日（水）【オンデマンド配信】

JASCC	&	MASCC	Joint	Symposium� On-demand

The research direction of supportive and palliative care in cancer 日本語通訳有
Chair	persons：Matti	S.	Aapro	（Genoiler	Canser	Center,	Genolier,	Switzerland）	
　　　　	　　　Mitsue	Saito	（Dept.	of	Breast	Oncology,	School	of	Medicine,	Juntendo	University,	Japan）	
　　Observer：Kazuo	Tamura	（Fukuoka	University/Japanese	Association	of	supportive	care	in	cancer,	Japan）	

JMS-01 The role of MASCC in the research promotion of Supportive Care in Cancer
Palliative	Medicine	Trinity	Dublin,	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　	
University	College	Dublin	and	Our	Lady’s	Hospice,	Ireland　　	Andrew	N.	Davies

JMS-02 The research direction of supportive and palliative care in cancer in Europe
Department	of	Medicine,	V	（Hematology	and	Oncology）,	　　　　　　　　　	

University	Hospital	Heidelberg,	Germany　　	Karin	Jordan

JMS-03 Task of JASCC for developing supportive care in cancer  
-Current situation and future direction-

President	of	Japanese	Association	of	supportive	care	in	cancer,	Japan　　	Toshiaki	Saeki	

合同ワークショップ2	JASCC	＆	JSMO� オンデマンド配信

がんゲノム医療における意思決定支援
座長：中島　貴子　	（京都大学医学部附属病院	次世代医療・iPS細胞治療研究センター）	
　　　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	横断的医療領域開発部門	臨床腫瘍学）

JW2-01 CGP 検査を受ける前の患者に対する意思決定支援
近畿大学病院	がん相談支援センター	主任　　	原武めぐみ

JW2-02 CGP 検査前後の患者に対する意思決定支援（がんゲノム医療中核拠点病院）
北海道大学病院	がん遺伝子診断部　　	木下　一郎

JW2-03 がんゲノムプロファイリング検査を受ける患者・家族の支援～がんゲノム医療連携病院担当医
師の立場から～

北里大学	医学部附属新世紀医療開発センター　　	佐々木治一郎

JW2-04 遺伝カウンセリング時の意思決定支援
がん研究会	がん研有明病院	臨床遺伝医療部　　	植木　有紗

E.C.O.	the	European	Cancer	Organisation� On-demand

ECO European Cancer Organisation (E.C.O.) and Supportive Care 日本語通訳有
President	of	E.C.O.,	Genolier,	Switzerland	and	Brussels,	Belgium　　	Matti	S.	Aapro

第6回日本がんサポーティブケア学会学術集会
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学術セミナー5� オンデマンド配信

地域包括ケアにおけるがん診療連携―連携充実加算を介した外来がん化学療法について―
座長：伊勢　雄也	（日本医科大学付属病院	薬剤部）	
　　　小茂田昌代	（医療法人沖縄徳洲会千葉西総合病院	薬剤科）

AS5-01 薬剤師によるがん診療連携の推進と課題
日本大学医学部附属板橋病院	薬剤部　　	葉山　達也

AS5-02 地域に溶け込む薬局、薬剤師になろう～時代の荒波を乗り越えるために～
日本調剤	在宅医療部　　	岡野　　聡

AS5-03 当院外来化学療法室における薬薬連携の役割 医師の立場から
日本医科大学付属病院	化学療法科　　	峯岸　裕司

AS5-04 （連携充実加算） 管理栄養士の立場から  
～がん患者の栄養管理の実際～

九州総合診療クリニック　　	山口　貞子

Oral	Plenary	Session（最優秀・優秀演題口演）� オンデマンド配信

OP-01
最優秀演題

 消化器癌薬物療法のステロイド前投薬による骨密度減少に対するデノスマブの有効性・安全性
を検討する前向き介入研究 （ESPRESSO-02）

市立札幌病院	消化器内科　　	中村　路夫

OP-02 高齢進行肺がん患者における初回治療前の安静時心拍数と身体機能および予後の関係について
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

OP-03 進行再発腎細胞がんのニボルマブ・イピリムマブ併用療法における心筋障害の発生状況調査
埼玉医科大学国際医療センター	薬剤部　　	藤堂　真紀

OP-04 進行非小細胞肺がん患者における、がん悪液質のプラチナ製剤併用療法＋PD-1/PD-L1阻害薬
の治療効果への影響

静岡県立静岡がんセンター	呼吸器内科　　	宮脇　太一

OP-05 局所進行食道癌患者におけるRelative-dose-intensityと術前補助化学療法前の骨格筋量との
関係

国立がん研究センター東病院	骨軟部腫瘍・リハビリテーション科　　	原田　剛志

教育セッション1� オンデマンド配信

Cachexia 部会
ES1 がん悪液質治療の過去、現在と未来

静岡県立静岡がんセンター	呼吸器内科　　	内藤　立暁

教育セッション2� オンデマンド配信

FN 部会
ES2 FN 診療ガイドラインに基づく FN 診療とその実践を阻害する因子

帝京大学	医学部内科学講座　　	秋山　　暢

The 6th Annual Meeting of the Japanese Association of Supportive Care in Cancer
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教育セッション3� オンデマンド配信

痛み部会
ES3 がん疼痛治療におけるインターベンションの役割

中部徳洲会病院	疼痛治療科　　	服部　政治

教育セッション4� オンデマンド配信

骨転移と骨の健康部会
ES4 前立腺癌骨転移診断および治療と骨マネジメントの現状

秋田大学	泌尿器科　　	成田伸太郎

教育セッション5� オンデマンド配信

高齢者のがん治療部会
ES5 認知症をもつがん患者への意思決定支援

国立がん研究センター東病院	精神腫瘍科　　	小川　朝生

教育セッション6� オンデマンド配信

神経障害部会
ES6 化学療法誘発性神経障害の基礎と最近の話題

藤田医科大学	総合消化器外科　　	松岡　　宏

教育セッション7� オンデマンド配信

妊孕性部会
ES7 がん・生殖医療における意思決定支援の現状と課題

昭和大学	保健医療学部　　	渡邊　知映

Year	in	review	1� オンデマンド配信

Cachexia 部会
YIR1 がん悪液質治療における新時代の幕開け

京都府立医科大学大学院	内科学講座呼吸器内科学分野　　	髙山　浩一

Year	in	review	2� オンデマンド配信

CINV 部会
YIR2 CINV 部会

和歌山県立医科大学	内科大学第三講座　　	山本　信之

Year	in	review	3� オンデマンド配信

FN 部会
YIR3 FN 部会（COVID-19 流行下のがん化学療法）

済生会横浜市南部病院	血液内科　　	藤田　浩之

第6回日本がんサポーティブケア学会学術集会
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Year	in	review	4� オンデマンド配信

Oncology emergency 部会
YIR4 Year in Review Oncology Emergency 部会 コロナ禍における Oncology Emergency

神戸大学	医学部附属病院	腫瘍・血液内科　　	藥師神公和

Year	in	review	5� オンデマンド配信

痛み部会
YIR5 日本国内外の小児がん痛みマネジメントに関する最近の話題

東京慈恵会医科大学附属第三病院	小児科/輸血部　　	加藤　陽子

Year	in	review	6� オンデマンド配信

漢方部会
YIR6 「がんサポーティブケアのための漢方活用ガイド」の完成

医療法人社団	愛康会	小松ソフィア病院	腫瘍内科　　	元雄　良治

Year	in	review	7� オンデマンド配信

がんリハビリテーション部会
YIR7 がんのリハビリテーション診療 Year in review

慶應義塾大学医学部	リハビリテーション医学教室　　	辻　　哲也

Year	in	review	8� オンデマンド配信

骨転移と骨の健康部会
YIR8 骨転移に対する IVR

愛知県がんセンター	放射線診断・IVR部　　	稲葉　吉隆

Year	in	review	9� オンデマンド配信

高齢者のがん治療部会　高齢者のがん治療部会 Year in review
YIR9-01 岡山大学	腫瘍センター　　	久保　寿夫

YIR9-02 鹿児島市立病院	腫瘍内科　　	中澤　潤一

Year	in	review	10� オンデマンド配信

サイコオンコロジー部会
YIR10-01 せん妄に関する最新の知見 2021

名古屋市立大学病院	緩和ケアセンター　　	長谷川貴昭

YIR10-02 がん患者さんの気持ちのつらさ（Psychological Distress）
慶應義塾大学医学部	医療安全管理部／精神・神経科　　	藤澤　大介

YIR10-03 がん医療における患者－医療者間のコミュニケーションガイドライン
がん・感染症センター	都立駒込病院	精神腫瘍科・メンタルクリニック　　	秋月　伸哉

YIR10-04 遺族ケア
名古屋市立大学	医学部医学研究科精神・認知・行動医学分野　　	久保田陽介
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Year	in	review	11� オンデマンド配信

サバイバーシップ／患者会・遺族家族支援部会
YIR11-01 国内外のがんサバイバーシップ領域における動き（がんサバイバーシップ / 患者会グループ）

NPO法人日本がんサバイバーシップネットワーク　　	高橋　　都

YIR11-02 サバイバーシップ／患者会・遺族家族支援部会（遺族家族支援グループ）報告
埼玉医科大学国際医療センター	精神腫瘍科　　	大西　秀樹

Year	in	review	12� オンデマンド配信

神経障害部会
YIR12 化学療法起因性末梢神経障害（Chemotherapy induced peripheral neuropathy；CIPN） 

Year in review
理化学研究所	健康データ数理推論チーム　　	華井　明子

Year	in	review	13� オンデマンド配信

妊孕性部会
YIR13 妊孕性部会 Year in Review―がん・生殖医療の現状と課題―

埼玉医科大学総合医療センター	産婦人科　　	高井　　泰

Year	in	review	14� オンデマンド配信

粘膜炎部会
YIR14 「粘膜炎部会」 Year in review

公益財団法人がん研究会有明病院	歯科　　	富塚　　健

Year	in	review	15� オンデマンド配信

Oncodermatology 部会
YIR15 Oncodermatology 部会 Year in review

国立がん研究センター中央病院	皮膚腫瘍科　　	山崎　直也

Year	in	review	16� オンデマンド配信

リンパ浮腫部会
YIR16 リンパ浮腫治療における現状と今後の課題

静岡県立静岡がんセンター　　	加藤るみ子

第6回日本がんサポーティブケア学会学術集会
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