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5月29日（土）　学会第１日目 （ライブ配信タイムテーブル）
第１会場 第２会場 第３会場 第４会場 第５会場

10:00-11:30

学術セミナー 1
支持療法の温故知新：

歴史から学ぶCIPNに対する
支持療法と今後の展望

座長：平山泰生　　　　　　
演者：吉田陽一郎、華井明子

13:00-14:00
３学会（JSPM・JPOS・JASCC）

合同シンポジウム
がん疼痛・コミュニケーションの

ガイドラインUpdate
座長：井上　彰　　　　　
演者：秋月伸哉、馬渡弘典

10:30-11:35

ポスターセッション 01                                          
【サバイバーシップ／患者会1】

（PS01）

Ｆ：押川勝太郎

14:30-16:30

学術セミナー 3
Webを用いた究極の骨転移
カンファレンスを開催しよう！
　座長：柴田浩行、東　光久　
発言者：河野博隆、安部能成　
　　　　余宮きのみ、永倉久泰
　Ｆ：佐藤　直、景山里香
　　　　武田　彩、長谷川友美
　　　茂呂貴知、田村清香

12:00-13:30
共催セミナー 1

COVID-19感染拡大によっ
て医療者が知らないところ
で変化している世界

～COVID-19禍の終末期医療
を知ることで考えるACP～
座長：大野真司、桜井なおみ
演者：栗原幸江、武藤真祐　
パネリスト：　　　　　　　
　　　谷野裕一、武藤真祐、

栗原幸江　　　
（共催：エーザイ株式会社）

12:00-13:00

共催セミナー 3
がん治療に伴う口腔粘膜炎

について
座長：矢野真吾　　　　　
演者：妻木浩美、瀬尾幸子

（共催：Meiji Seikaファルマ株式会社）

12:00-13:00
共催セミナー 2

チーム医療のなかでの漢方薬
の果たす役割 ～がん化学療法

と漢方薬の現状～
座長：髙橋孝郎
演者：永田直幹

（共催：株式会社ツムラ）

13:15-15:15

学術セミナー 2
症例から学ぶ

がんサポーティブケア「発熱」
がん患者の発熱をどのように
アセスメントし治療・ケアを

するべきか？
座長：三浦里織、岡元るみ子
演者：小林　智、武井大輔、
　　　山﨑里花、向山雄人　

15:30-17:00

合同ワークショップ 1
JASCC ＆ J-SUPPORT

患者報告アウトカム（PRO）
評価の実装

座長：山口拓洋、島津太一　
演者：宮路天平、小茂田昌代

荒井保典　　　

14:00-15:00

共催セミナー 4
HER2陽性転移再発乳癌の
副作用マネジメントと緩和ケア
座長：大崎昭彦　　　　　
演者：藤堂真紀、四宮敏章
（共催：第一三共株式会社）

15:30-16:30
共催セミナー 6

いまこそ、がん悪液質と
向き合うとき
座長：髙山浩一
演者：内藤立暁

（共催：小野薬品工業株式会社）

10:00-11:30

教育シンポジウム 1
漢方部会

がんサポーティブケアの
ための漢方活用ガイド：
その意義と活用法

座長：元雄良治、上園保仁
演者：元雄良治、近藤奈美
　　　西内崇将、関　義信

10:00-11:05

ポスターセッション 03
【アピアランスケア】（PS03）
Ｆ：野澤桂子、西野和美

11:15-12:05 

ポスターセッション 04
【骨転移と骨の健康】（PS04）
Ｆ：柴田浩行、吉村真奈

13:00-13:15　ポスターセッション 09  
【神経障害】（PS09）

11:45-12:00　ポスターセッション 02
【PRO（Patient-reported Outcome）】（PS02）

9:30-10:00
会長講演

がん支持医療の温故知新
演者：大崎昭彦

9:25-9:30 開会式

10:00-11:30 

ポスターセッション 07
【その他】（PS07）

Ｆ：石黒　洋、高橋孝郎

11:30-12:15 

ポスターセッション 08
【リンパ浮腫】（PS08）
Ｆ：作田裕美、淡河恵津世

14:00-15:05

ポスターセッション 10
【サバイバーシップ／患者会2】

（PS10）

Ｆ：加藤雅志

15:20-15:50　ポスターセッション 11
【IOP（Integration oncology 
and palliative care）】（PS11）
Ｆ：釆野　優、森　雅紀

16:00-17:00 

ポスターセッション 12
【Onco-Cardiology（腫瘍循環器）】

（PS12）

Ｆ：草場仁志、志賀太郎

13:00-14:00

ポスターセッション 05
【痛み（がん性疼痛など）】

（PS05）
Ｆ：比嘉　啓、上野博司

14:15-15:15 
共催セミナー 5

オンコロジストに求められるがん患
者さんの痛みの臨床～オピオイド
適正使用と副作用マネジメント～

座長：渡邊清高　
演者：里見絵理子

（共催：塩野義製薬株式会社）

16:00-17:00
共催セミナー 7

がん治療戦略における真の患者
中心のチーム医療を実現するには 
～J-TOPの歩みを含めて～
座長：下村昭彦　　　　　
演者：下村昭彦、橋本浩伸
　　　入江佳子　　　　　
（共催：協和キリン株式会社）

Ｆ：宮路天平

Ｆ：古川孝広

15:15-15:40
ポスターセッション 06 

【サイコオンコロジー】（PS06）
Ｆ：内富庸介、奥山　徹

Ｆ：ファシリテーター

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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5月30日（日）　学会第２日目 （ライブ配信タイムテーブル）
第１会場 第２会場 第３会場 第４会場 第５会場

10:00-11:30

学術セミナー 4
症状から系統的に学ぶ
非特異的かつ曖昧な症状
から始まる免疫関連有害
事象へのアプローチ

座長：関根郁夫、安藤雄一　
演者：桜井なおみ、入江佳子
　　濱　昌代、藤堂真紀
山口　央　　　

13:00-14:30

教育シンポジウム 2
高齢者のがん治療部会
高齢者のがん治療

座長：長島文夫　　　　　　
演者：山本　寛、津端由佳里
　　海堀昌樹、渡邉眞理
　　　佐々木哲哉、上野順也

石田真弓　　　

13:15-14:45

新規医療情報委員会企画
シンポジウム

支持療法の個別化に向けた
アカデミック・ディテーリング
―新規便秘治療薬の特性に

着目して―
座長：関根郁夫、小茂田昌代
演者：土屋輝一郎、清水　忠
　　斎藤顕宜、久永貴之

小茂田昌代　　

15:00-15:50

ポスターセッション 14
【CINV（がん薬物療法
誘発性悪心・嘔吐）】

（PS14）
Ｆ：湊川紘子、林　稔展

16:30-17:30
共催セミナー 12

がん薬物療法に伴う悪心・
嘔吐（CINV）に対する
制吐療法の実践

座長：佐伯俊昭　　　　　
演者：橋本直弥、村上通康
（共催：大鵬薬品工業株式会社）

12:00-13:00
共催セミナー 8

多職種連携によるレンバチ
ニブの副作用マネジメント 
～疲労・倦怠感を中心に～
座長：内富庸介　　　　　
演者：髙橋俊二、全田貞幹
（共催：エーザイ株式会社）

12:00-13:00
共催セミナー 10

患者さんと築き上げるがん治療 
～Patient Empowermentを

目指して～
座長：宇和川匡　　　　　　
演者：東　光久、長谷川友美

小室雅人　　　
（共催：メルクバイオファーマ株式会社）

12:30-13:30
共催セミナー 9

医療従事者が果たすべき
がん性皮膚潰瘍の
サポーティブケア

座長：細川豊史　　　　　
演者：山﨑直也、井手佳美
（共催：マルホ株式会社）

14:15-14:50

ポスターセッション 13
【皮膚障害】（PS13）
Ｆ：高橋　聡、松井礼子

15:00-16:30

特別企画
コロナ禍と支持医療

座長：藤原紀子、田上恵太　
演者：下村昭彦、清水　研　
　　　上野尚雄、清水理恵子

桜井なおみ　　

14:45-15:45

共催セミナー 11
高齢者のがん治療と
サポーティブケア
座長：佐伯俊昭
演者：田村和夫

（共催：富士製薬工業株式会社）

10:00-11:30

特別シンポジウム
アピアランスケア研究の
現状と課題～アピアランス
ケアガイドライン2021
最新版を作成して～

座長：野澤桂子　　　　　　
演者：清水千佳子、山崎直也
　　角美奈子、藤間勝子

10:00-11:00

ポスターセッション 15
【Cachexia・栄養1】（PS15）

Ｆ：水上拓郎

11:15-11:30　ポスターセッション 16
【妊孕性】（PS16）

10:00-11:00

ポスターセッション 20
【高齢者のがん治療】（PS20）
Ｆ：久保寿夫、鈴木美穂

13:00-13:50

ポスターセッション 21
【Cachexia・栄養2】（PS21）

Ｆ：西岡直哉

14:30-15:35

ポスターセッション 22
【がんリハビリテーション】（PS22）
Ｆ：田沼　明、井上順一朗

13:30-13:45　　　　　　ポスターセッション 17
【FN （発熱性好中球減少症）】（PS17）

14:00-14:30
ポスターセッション 18
【粘膜炎】（PS18）

Ｆ：古賀陽子、宮野加奈子

Ｆ：日置三紀

14:45-15:00　ポスターセッション 19
【Onco-Nephrology（癌と腎臓病）】（PS19）

Ｆ：近藤千紘

Ｆ：ファシリテーター

Ｆ：吉田　稔

17:30-17:35 閉会式

The 6th Annual Meeting of the Japanese Association of Supportive Care in Cancer
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