
チャンネル1 チャンネル2 チャンネル3 チャンネル4
8:00

8:10 ～ 8:30
開会宣言 8:20 ～ 10:00

シンポジウム4
在宅医療の質とはなにか？ 
(在宅医療の質評価・向上委員会企画)
座長：荻野美恵子
演者：荻野美恵子

中山健夫
平原佐斗司
山下洋充
中島孝
荻野美恵子

8:20 ～ 10:00
シンポジウム5
在宅医療介護連携支援センターから 
はじまる、多職種協働による 
意思決定支援/ACPとまちづくり
座長：森清
演者：筒井孝子

田中明美
水﨑和子
松澤亮

8:50 ～ 10:10
優秀演題発表1
座長：木村幸博

木下朋雄

9:00

10:00

10:20 ～ 12:00
シンポジウム6
看取りを念頭においた 
在宅医療(地域緩和ケア)
座長：吉澤明孝

野崎加世子
演者：市橋亮一

舩木良真
白山宏人
小野宏志
大石春美

10:20 ～ 12:00
シンポジウム7
地域包括ケアにおける 
フレイル予防
座長：荒井秀典

飯島勝矢
演者：飯島勝矢

島田裕之
田中弥生
山田実

10:20 ～ 12:00
シンポジウム10
様々な地域における精神科 
多職種連携について
座長：内田直樹
演者：園田薫

亀山有香
大石智
西村幸秀

10:30 ～ 11:50
優秀演題発表2
座長：瀬下明良

猪原健11:00

12:00

12:20 ～ 13:10
ランチョンセミナー 1
座長：勝谷将史
演者：神山一行
共催：グラクソ・スミスクライン株式会社

12:20 ～ 13:10
ランチョンセミナー 2
座長：西川満則
演者：川越正平
共催：帝人ファーマ株式会社

12:20 ～ 13:10
ランチョンセミナー 4
座長：吉澤明孝
演者：池田博斉
共催：第一三共株式会社

12:20 ～ 13:10
ランチョンセミナー 5
座長：葛谷雅文
演者：土倉潤一郎
共催：株式会社ツムラ13:00

13:40 ～ 16:00
スポンサード・ 
シンポジウム1
起業家看護師による在宅/訪問看護 
センターの経営状況の分析
座長：真野俊樹

喜多悦子
演者：山﨑衣織

真野俊樹
喜多悦子
大槻恭子
岡良伸
馬目利昭
平原優美

共催：公益財団法人笹川保健財団

13:40 ～ 14:30
大会長講演

「私らしく生ききる」を支える在宅医療
座長：山中崇　
演者：三浦久幸

13:40 ～ 15:20
シンポジウム15
在宅療養における「食」を守る 
～オーラルフレイルの視点から～
座長：飯島勝矢
演者：飯島勝矢

古屋純一
椙村豊彦
小島香
早田雅美

13:40 ～ 15:20
シンポジウム17
病院が実施する在宅医療の現状と課題
座長：新屋洋平

本田宜久
演者：大杉泰弘

西村哲範
吉田伸
長野宏昭

14:00

15:00

15:40 ～ 17:20
シンポジウム24
医療過疎地での多職種連携による在宅
医療
座長：泰川恵吾

由井和也
演者：桑原直行

上村伯人
小豆畑丈夫
水谷安男
黒澤恵美子

15:40 ～ 17:20
シンポジウム26
実践！呼吸リハビリテーション 
～呼吸器疾患から神経・筋疾患まで 
呼吸苦なく、在宅で生き抜くために～
座長：武知由佳子

森清
演者：武知由佳子､鈴木典子､

井原晶子､横田直子､
辻村康彦

15:40 ～ 17:20
シンポジウム27
在宅医療を支える新たな戦力との 
連携構築
座長：市橋亮一

平田節子
演者：安井佑

鈴木敦子
石川貴志
藤本一希
平田節子

16:00

16:20 ～ 17:20
教育講演4
認知症予防を目的とした 
運動プログラム：コグニサイズ
座長：安野史彦
演者：島田裕之

17:00

17:40 ～ 19:20
シンポジウム32
在宅医療介護連携における情報共有 
の課題と展望
座長：木村幸博

中野一司
演者：瀧本しおり

稲野聖子
佐藤伸彦
杉浦敏之
伊藤伸一

17:40 ～ 19:20
シンポジウム34
在宅ケアにおける災害時初動と 
BCPを考える 

（災害時における在宅医療支援委員会
企画）
座長：古屋聡

山岸暁美
演者：古屋聡､長澤康彦

蓮池恵理子､山岸暁美

17:40 ～ 19:20
基調講演1
Shared Decision Making: SDM　 
共有意思決定支援の定義と総論
座長：三浦久幸
演者：MartinHärter

17:40 ～ 19:20
シンポジウム38
非がんの人へのエンドオブライフ・ 
ケア
座長：平原佐斗司

高梨早苗
演者：吉本明子

児玉麻衣子
水野慎大

18:00

19:00

チャンネル5 チャンネル6 チャンネル7 チャンネル8
8:00

9:00

10:00

10:10 ～ 11:50
シンポジウム12
在宅高齢者と多職種協働による低栄養
対策
座長：望月弘彦

川島由起子
演者：家村朋美

佐藤芳
馬木良文
杉本由佳
松本朋弘

10:10 ～ 11:50
シンポジウム13
地域包括ケアとAI　 
～ケアマネジメントを中心に～
座長：石山麗子

遠藤征也
演者：宮﨑智代

渡久山真弓
米澤麻子
木田祐子
渡名喜庸哲

10:20 ～ 11:30
新型コロナウイルス感染症対策 
特別講演3
新型コロナウイルス感染症がクラスター
化した高齢者施設で在宅医ができること
座長：高山義浩
演者：大友宣

10:30 ～ 11:50
最優秀演題候補発表
座長：横山和正

泰川恵吾 11:00

12:00

12:20 ～ 13:10
ランチョンセミナー 7
座長：山口啓二
演者：織茂智之
共催：エーザイ株式会社

12:20 ～ 13:10
ランチョンセミナー 8
座長：山中崇
演者：木村貴純
共催：マイランEPD合同会社

12:20 ～ 13:10
ランチョンセミナー 10
座長：洪英在
演者：児玉佳之
共催：テルモ株式会社

12:20 ～ 13:10
ランチョンセミナー 11
座長：石垣泰則
演者：山下賢
共催：田辺三菱製薬株式会社 13:00

13:40 ～ 15:20
シンポジウム19
在宅患者が暮らす地域の生活インフラ
整備  
～その人に合う支援の選択肢の整備～
座長：洪英在

杉村卓哉
演者：杉村卓哉

矢田明子
千嶋巌
西智弘

13:40 ～ 15:20
シンポジウム21
多職種連携による24時間体制の構築
座長：英裕雄

石賀丈士
演者：北川渡

末廣剛敏
久富護

13:40 ～ 15:20
シンポジウム22
非がん疾患の生命維持処置の差し控え、
中止を考える
座長：葛谷雅文

片山陽子
演者：岡田一義

津田徹
服部ゆかり

14:00

14:50 ～ 16:00
新型コロナウイルス感染症対策 
特別講演2
在宅医療における感染症対策
座長：近藤良伸
演者：高山義浩

15:00

15:40 ～ 17:20
シンポジウム29
新たな制度と連動した最新の 
入退院支援
座長：宇都宮宏子

谷水正人
演者：小澤敬子

錦織法子
川勝真由美

15:40 ～ 17:20
シンポジウム30
ビッグデータを活用した在宅医療推進
の取組み
座長：鈴木裕介

松田晋哉
演者：藤田伸輔

小林利彦
河野あゆみ

15:40 ～ 17:20
シンポジウム31
減災のための平常時から行う在宅医療
の備えと役割
座長：長純一

大塚理加
演者：髙田佳美

馬上泰次郎
森川由基
吉野牧子
遠矢純一郎

16:00

16:20 ～ 17:10
基調講演2
これからの日本の在宅医療はいかにあるべきか
座長：大島伸一
演者：新田國夫 17:00

17:40 ～ 19:20
スポンサード・ 
シンポジウム2
褥瘡・創傷管理で在宅医療が変わる! 
～大切な知識・技術・実践まで～
座長：塚田邦夫､木下幹雄
演者：塚田邦夫､山口みどり

木下幹雄
共催：スミス・アンド・ネフュー株式会社

17:40 ～ 19:20
シンポジウム39
薬剤師の在宅患者訪問薬剤管理指導に
ついて考える 
～処方の適正化から薬物治療の適正化
に向けて～
座長：山中崇

串田一樹
演者：白石丈也､村井扶

大須賀悠子､串田一樹

17:40 ～ 19:20
新型コロナウイルス感染症対策 
特別企画シンポジウム1
在宅歯科医療における新型コロナウイルス
感染対策のための提言作成に向けて
座長：川越正平

猪原健
演者：高田靖､管武雄､田村文誉､

篠原弓月､猪原健､小玉剛

18:0018:00 ～ 19:00
基調講演3
日本在宅医療連合学会の将来 

（ありたい姿）
座長：石垣泰則
演者：蘆野吉和

19:00

大会１日目　2020年6月27日（土）


