
 

 

9：30  開会宣言  Ａ会場  

 

 

 

10：00～10：45 専門職委員会企画 Ａ会場  

本人の望む EOLCの実現のための専門的な知識と援助の実際 

講演者：大木 正隆（東京工科大学医療保健学部看護学科） 

梶井 文子（東京慈恵会医科大学大学院医学研究科看護学専攻/医学部保健学科） 

司 会：金盛 琢也（浜松医科大学医学部看護学科） 

 

 

10：00～11：30 シンポジウム３ Ｂ会場  

老い・看取り・死をめぐる「迷惑をかけたくない」という思いについて考える 

講 師：本村 昌文（岡山大学学術研究院ヘルスシステム統合科学学域） 

演 者：小野真由美(ノートルダム清心女子大学文学部英語英文学科） 

石川 裕子（鞆の浦さくらホーム） 

 

 

11：00～12：00 基調講演 Ａ会場  

生きがいについて 

講演者：蘆野 吉和（山形県庄内保健所 所長） 

座 長：小森 栄作（医療法人ザイタック ももたろう往診クリニック） 

 

 

11：40～12：30 共催セミナー 下田工業株式会社 Ｂ会場  

コロナ禍においても認知症ケアを支援する包括的 BPSDケアシステム®の電子版 

講 師：内田 陽子（群馬大学大学院 保健学研究科）、 

田島 玲子（グループホームあかつき訪問看護ステーション） 

座 長：瀧澤 清美（特定非営利活動法人地域診療情報連携協議会） 

 

 

12：30～13：20 共催セミナー 大塚製薬工場 Ａ会場  

ACP支援としての在宅療養における排尿排泄の管理とケア～残尿測定の意義を踏まえて～ 

講 師：佐藤 文恵（有限会社きちっと） 

座 長：小森 栄作（医療法人ザイタック ももたろう往診クリニック） 

  

日本エンドオブライフケア学会 
第１日目 ９月１８日（土） 午前の部 

オンデマンド視聴可 

オンデマンド視聴可 

ライブ視聴のみ 

ライブ視聴のみ 

オンデマンド視聴可 



 

12：35～13：35 優秀演題セッション Ｂ会場  

非がん疾患高齢者のエンド･オブ･ライフ期の療養における意思表明支援に関わる訪問看護師の看護実践 

筆頭著者：北浦利恵子（公立福生病院） 

エンドオブライフにおける家族の意向と無益な蘇生について 

筆頭著者：齋藤 信也（岡山大学医学部保健学科） 

A大学病院救命救急センターにおける新型コロナウイルス肺炎患者の看取りケアの実際と課題 

筆頭著者：川添 紀子（東京女子医科大学病院） 

心不全患者における初回アドバンス・ケア・プランニングの実態 

筆頭著者：吉廻 みゆき（川崎医科大学総合医療センター） 

 

13：15～13：45 学会報告会 Ａ会場  

報告者：島内 節（日本エンドオブライフケア学会理事長） 

 

14：00～15：40 シンポジウム１ Ａ会場  

救急医療では DNAR か、ACPか？ 

講 師：瀬浪 正樹（広島県厚生農業協同組合連合会 尾道総合病院） 

演 者：浅野   直（医療法人サンズ あさのクリニック） 

實金   健（岡山赤十字病院救急部・救命救急センター） 

松本 友子（社会福祉法人敬友会 敬友会本部教育研修部） 

座 長：野々木 宏（大阪青山大学健康科学部、日本蘇生協議会、静岡県立大学薬学部） 

八尾みどり（園田学園女子大学人間看護学科） 

 

14：00～14：50 教育講演１ Ｂ会場  

「よい死」を目指すのはよいことなのか 

講 師：安藤 泰至（鳥取大学医学部 保健学科） 

座 長：浅見   洋（石川県西田幾太郎記念哲学館/石川県立看護大学） 

 

15：00～15：50 倫理委員会企画 Ｂ会場  

研究者の倫理～適正かつ誠実な研究活動を目指して～ 

演 者：有江 文栄（国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター） 

足立 智孝（亀田医療大学） 

 

15：50～17：20 市民公開講座 Ａ会場  

映画「痛くない死に方」と「けったいな町医者」の公開でわかったこと 

講 師：長尾 和宏（医療法人社団裕和会 長尾クリニック）  

日本エンドオブライフケア学会 
第１日目 ９月１８日（土） 午後の部 

オンデマンド視聴可 

オンデマンド視聴可 

オンデマンド視聴可 

オンデマンド視聴可 

ライブ視聴のみ 

オンデマンド視聴可 



 

 

9：30～10：20 特別講演１ Ａ会場  

全人的ケアを誰が担うのか？ 

講 師：加藤 眞三（慶応義塾大学 看護医療学部） 

座 長：足立 智孝（亀田医療大学） 

 

 

9：30～10：30 意思表明プロセス委員会企画 Ｂ会場  

コロナ禍でも過ごしたい場所で過ごしたい人と～医師として息子として ACPを考える～ 

演 者： 秋山 正子（認定 NPO法人マギーズ東京、（株）ケアーズ・白十字訪問看護ステーション） 

古屋   聡（山梨市立牧丘病院） 

座 長：片山 陽子（香川県立保健医療大学） 

 

 

10：30～12：00 シンポジウム２ Ａ会場  

行政が ACPに取り組んで 

演 者：榛葉   馨（掛川市健康福祉部健康医療課地域医療推進室） 

七野奈美喜(石川県かほく市役所健康福祉部長寿介護課） 

元女貴久乃(石川県かほく市役所健康福祉部長寿介護課 かほく市高齢者支援センター） 

小藤 則裕（岡山市保健福祉局 医療政策推進課） 

座 長：福井 貴弘（岡山市保健福祉局） 

 

 

11：00～11：50 教育講演２ Ｂ会場  

呼吸器疾患の緩和ケア・エンドオブライフケア～非がん性呼吸器疾患と肺炎、COVIT-19 に焦点を当てて～ 

演 者：平原佐斗司(梶原診療所在宅総合ケアセンター） 

座 長：西川 満則（国立長寿医療研究センター） 

 

 

配信期間中は、下記閲覧上の注意をご確認のうえ閲覧頂きますよう、お願いいたします。 

1. 当学術集会はオンラインにて開催されます。 

2. コンテンツの著作権（日本国著作権法第 27条及び第 28条の権利を含む。以下同じ）は、製作者 

および講演者に帰属します。無断で発表データを引用・転載等をするようなことは禁じます。 

3. いかなる理由に関わらず、無断でパソコンやカメラ・スマートフォンなどの記録媒体にデータを 

保存することを禁じます。 

4. 同一アカウントによる複数デバイスの同時ログインは禁じます。 

5. PC 環境での閲覧を推奨します。携帯電話やスマートフォン、タブレット等、モバイルデバイスでは、

コンテンツによって表示されないこともあります。  

日本エンドオブライフケア学会 
第２日目 ９月１９日（日） 午前の部 

オンデマンド視聴可 

オンデマンド視聴可 

オンデマンド視聴可 

オンデマンド視聴可 



 

 

12：10～13：00 共催セミナー ニプロ株式会社 Ｂ会場  

自分自身が望む場所で生ききる 地域包括ケアシステムとＰＨＲ見守りシステムの連携 

～伊豆大島での経済産業省、岩手県・秋田県での総務省実証事業より～ 

講 師：高野 秀雄（厚木ファミリーズグループ 高野クリニック） 

座 長：亀井 智子（聖路加国際大学大学院 看護学研究科 老年看護学） 

 

 

12：10～13：00 共催セミナー マルホ株式会社 Ａ会場  

高齢者の終末期療養におけるスキンケアの意義 ～褥瘡管理の連携を振り返って～ 

演 者：川邉 綾香（医療法人綾正会かわべクリニック 看護師） 

座 長：谷垣 靜子（岡山大学大学院 保健学研究科） 

 

 

13：10～14：10 ワークショップ Ａ会場  

認知症の人と家族のための EOLCコミュニケーション 

演 者：片山 禎夫（片山内科クリニック） 

安藤 光徳（認知症の人と家族の会 岡山県支部） 

伊東美佐江(山口大学大学院 看護学専攻） 

座 長：松本 啓子（香川大学医学部 看護学科） 

 

 

13：10～14：00 教育講演３ Ｂ会場  

在宅医療における人生会議の実践 

講 師：永井 康徳（医療法人ゆうの森） 

座 長：加藤 恒夫（かとう内科並木通り診療所） 

 

 

14：10～15：00 特別講演２ Ｂ会場  

医療コミュニケーションのための行動経済学 

講 師：平井   啓（大阪大学大学院 人間科学研究科） 

座 長：長江 弘子（東京女子医科大学） 

 

 

15：20  閉会宣言 Ａ会場  

日本エンドオブライフケア学会 
第２日目 ９月１９日（日） 午後の部 

オンデマンド視聴可 

オンデマンド視聴可 

オンデマンド視聴可 

オンデマンド視聴可 

オンデマンド視聴可 


