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方法
研究者名 所属機関・役職 専門職

助成

年度
研究課題

1 13:10 ～13:17 会場
大友
おおとも

 宣
　せん

 ※サブ

医療法人財団老蘇会　静明館

診療所　医師
医師 2019

在宅医療現場での人生の最終段階における医療に関する倫

理コンサルテーションのニーズ調査とと倫理コンサルテーションチー

ムの形成

研究
報告書

抄録

2 13:17 ～13:24 会場 望月 崇紘
もちづき　たかひろ 公益社団法人　地域医療振興

協会　地域医療研究所　研究員
医師 2019

地域診療所におけるコメディカル主導のアドバンス・ケア・プラン

ニング (ACP) の実行可能性

研究
報告書

抄録

3 13:24 ～13:31 会場 今永 光彦
いまなが　てるひこ

奏診療所　医師 医師 2020 一般市民への老衰死に対する意識調査
研究
報告書

抄録

4 13:31 ～13:38 WEB 難波 香
なんば　かおり 公立大学法人　新見公立大学

健康科学部看護学科　助教
看護師 2021

地域在住高齢者の人生の最終段階における医療・ケア方針

の表明への関連要因の検討

研究
報告書

抄録

No
参加

方法
研究者名 所属機関・役職 専門職

助成

年度
研究課題

5 14:05 ～14:12 会場 下郷 麻衣子
しもさと　まいこ

独立行政法人国立病院機構京

都医療センター　歯科口腔外科

非常勤医師

歯科医師 2021
緩和ケア患者における口腔の健康状態が予後とQOLに及ぼ

す影響:時間依存性ROC曲線法と機械学習を用いて

研究
報告書

抄録

6 14:12 ～14:19 WEB 宮下 光令
みやした　みつのり

国立大学法人　東北大学大学

院医学系研究科保健学専攻緩

和ケア看護学分野　教授

看護師 2019

患者報告型アウトカム尺度Integrated Palliative care

Outcome Scale（IPOS）の非がん患者に対する適用可

能性の検討

研究
報告書

抄録

7 14:19 ～14:26 会場 松本 禎久
まつもと　よしひさ

公益財団法人がん研究会　有明

病院　緩和ケアセンター長/緩和

治療科部長

医師 2020

造血器悪性腫瘍患者の緩和ケアへの移行促進を目的とし

た、緩和ケア医と血液内科医の終末期の輸血療法に対する

認識と実践に関するアンケート調査

研究
報告書

抄録

8 14:26 ～14:33 会場
濵田
はまだ

 裕子
ゆうこ

※サブ

第一薬科大学看護学部　教授 看護師 2020
エンドオブライフ期にある小児がんの子どもに対する在宅医療の

現状と課題および在宅ケアのあり方に関する研究

研究
報告書

抄録

9 14:33 ～14:40 WEB 釆野 優
うねの　ゆう 京都大学医学部附属病院　腫

瘍内科　医員
医師 2019

我が国の研修医が直面する緩和ケアに関する困難感の実

態：横断的全国調査

研究
報告書

抄録

No
参加

方法
研究者名 所属機関・役職 専門職

助成

年度
研究課題

助成後の報

告書

10 15:05 ～15:12 WEB 松田 千春
まつだ　ちはる 公益財団法人東京都医学総合

研究所　主任研究員

看護師・保健

師
2020

筋萎縮性側索硬化症患者の遺族が捉える病理解剖の意味

～病理医・臨床医との連携による終末期看護への応用～

研究
報告書

抄録

11 15:12 ～15:19 WEB 大屋 清文
おおや　きよふみ

ピースホームケアクリニック　副院長 医師 2019
在宅・医療施設での看取りにおける医師を対象とした臨床教

育プロラムの開発

研究
報告書

抄録

12 15:19 ～15:26 会場
高橋
たかはし

 幸裕
ゆきひろ

※サブ

学校法人尚美学園　尚美学園

大学総合政策学部　准教授
大学教員 2020

訪問看護・介護現場における多職種連携に基づいた終末期

ケアのあり方に関する研究－中心的役割を担う看護師を念頭

に置いた介護職、福祉職の連携方法の確立を目指して

研究
報告書

抄録

13 15:26 ～15:33 会場 長坂 桂子
ながさか　けいこ

NPO法人　フィットフォーマザージャ

パン、西武文理大学看護学部

理事、准教授

看護師・助産

師
2021

心身の不調を抱える産前産後の母親とその子どもに対する先

駆的訪問看護実践 ～モデル事例集の作成　および　産後疲

労を緩和するショート・エクササイズの有用性～

研究
報告書

抄録

発表時間

笹川保健財団助成報告会 発表スケジュール
10月25日時点

第１部　口頭発表（１３：１０～１６：５０ 途中休憩あり）

グループⅠ（１３：１０～１３：５５　質疑応答含む）

グループⅡ（１４：０５～１４：５５　質疑応答含む）

発表時間

グループⅢ　（１５：０５～１５：５０　質疑応答含む）

発表時間

https://www.shf.or.jp/wp-content/uploads/2020/06/1de4d5d10c033bdb1b755f63e9485b82.pdf
https://www.shf.or.jp/wp-content/uploads/2020/06/1de4d5d10c033bdb1b755f63e9485b82.pdf
https://www.shf.or.jp/wp-content/uploads/2022/10/8c6ce27cafbf29c59b29e5a592cb190a.pdf
https://www.shf.or.jp/wp-content/uploads/2020/06/27bb39bc26af68dbb3df56774ee6aa95.pdf
https://www.shf.or.jp/wp-content/uploads/2020/06/27bb39bc26af68dbb3df56774ee6aa95.pdf
https://www.shf.or.jp/wp-content/uploads/2022/10/bb925bd1b62e41950cb8c2b9692410e7.pdf
https://www.shf.or.jp/wp-content/uploads/2021/07/60fde921024be1cb07b6dc580ddfb869.pdf
https://www.shf.or.jp/wp-content/uploads/2021/07/60fde921024be1cb07b6dc580ddfb869.pdf
https://www.shf.or.jp/wp-content/uploads/2022/10/dd4350210e04992a013a9abb4957edaf.pdf
https://www.shf.or.jp/wp-content/uploads/2021/09/3746bb243ea68fd7ab85027d2dbe0960.pdf
https://www.shf.or.jp/wp-content/uploads/2021/09/3746bb243ea68fd7ab85027d2dbe0960.pdf
https://www.shf.or.jp/wp-content/uploads/2022/10/88a58e295e962127b830d041573ffcce.pdf
https://www.shf.or.jp/wp-content/uploads/2021/09/ef4e3b0e94794d5db4db67cc7a733612.pdf
https://www.shf.or.jp/wp-content/uploads/2021/09/ef4e3b0e94794d5db4db67cc7a733612.pdf
https://www.shf.or.jp/wp-content/uploads/2022/10/d3fc906749942095839feb5a3032ac65.pdf
https://www.shf.or.jp/wp-content/uploads/2020/06/31a74aaaa897aa3a2b76118be5956078.pdf
https://www.shf.or.jp/wp-content/uploads/2020/06/31a74aaaa897aa3a2b76118be5956078.pdf
https://www.shf.or.jp/wp-content/uploads/2022/10/e96d8165bfefb1db917f373cc23fc7b9.pdf
https://www.shf.or.jp/wp-content/uploads/2021/07/a252da82506f26df0943d9b90f6362fc.pdf
https://www.shf.or.jp/wp-content/uploads/2021/07/a252da82506f26df0943d9b90f6362fc.pdf
https://www.shf.or.jp/wp-content/uploads/2022/10/2f5c632f4852a860828451f9411b9b6d.pdf
https://www.shf.or.jp/wp-content/uploads/2021/09/d83e29ec275c40fcd34604508bf5407f.pdf
https://www.shf.or.jp/wp-content/uploads/2021/09/d83e29ec275c40fcd34604508bf5407f.pdf
https://www.shf.or.jp/wp-content/uploads/2022/10/1088377d0e77c072fc9fd182ca110a04.pdf
https://www.shf.or.jp/wp-content/uploads/2020/06/be454981b4f2a457c611a40dbff5f484.pdf
https://www.shf.or.jp/wp-content/uploads/2020/06/be454981b4f2a457c611a40dbff5f484.pdf
https://www.shf.or.jp/wp-content/uploads/2022/10/01174219015e509cda0462905b42a264.pdf
https://www.shf.or.jp/wp-content/uploads/2021/09/4f6aa675c92515e8661fa7f5afcbbe85.pdf
https://www.shf.or.jp/wp-content/uploads/2021/09/4f6aa675c92515e8661fa7f5afcbbe85.pdf
https://www.shf.or.jp/wp-content/uploads/2022/10/2fbcbe500853b15711bfa69e78c36cf5.pdf
https://www.shf.or.jp/wp-content/uploads/2020/06/e4c6a89ff472597cc01f6d1fcc31a018.pdf
https://www.shf.or.jp/wp-content/uploads/2020/06/e4c6a89ff472597cc01f6d1fcc31a018.pdf
https://www.shf.or.jp/wp-content/uploads/2022/10/14f9f0e58ddf7b48f50f7c0bbef3ea35.pdf
https://www.shf.or.jp/wp-content/uploads/2021/09/d786e4b9ed7027e7f1c2f24938ba245c.pdf
https://www.shf.or.jp/wp-content/uploads/2021/09/d786e4b9ed7027e7f1c2f24938ba245c.pdf
https://www.shf.or.jp/wp-content/uploads/2022/10/da8870d763555f0b6f167fbb1cbfa40c.pdf
https://www.shf.or.jp/wp-content/uploads/2022/04/4382b5132c377023fc14a44f62e962c1.pdf
https://www.shf.or.jp/wp-content/uploads/2022/04/4382b5132c377023fc14a44f62e962c1.pdf
https://www.shf.or.jp/wp-content/uploads/2022/10/ddb9e004a4899c1a9c656099b661b6f8.pdf
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助成

年度
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14 16:00 ～16:07 WEB 佐野 伸之
さの　のぶゆき 福岡国際医療福祉大学　医療

学部作業療法学科　講師
作業療法士 2020

マルチレベル分析による地域サロンごとのソーシャル・キャピタル

の熟成度と高齢者の活動量や介護予防要因に関する検討

研究
報告書

抄録

15 16:07 ～16:14 WEB 中井 あい
なかい　あい 公立大学法人　和歌山県立医

科大学大学院　博士後期課程
看護師 2021

中山間地域の独居高齢者の地域共生型包括的食生活支

援システムの構築に向けた地域の強みの解明

研究
報告書

抄録

16 16:14 ～16:21 会場
塚本
つかもと　なおこ

 尚子

※サブ

学校法人上智学院　上智大学

総合人間科学部看護学科　教

授

看護師 2021
ハンセン病療養所の共同体への看護師の参画による、共同体

の癒し機能の補完と継承に関する研究

研究
報告書

抄録

17 16:21 ～16:28 WEB 吉岡 聖美
よしおか　きよみ

明星大学 デザイン学部　教授 大学教員 2019 在宅・地域包括ケアにおけるアートプログラムの実践研究
研究
報告書

抄録

18 16:28 ～16:35 会場

日下部 明彦
くさかべ　あきひ

※総合司会・
こ

コーディネー

ター

横浜市立大学　総合診療医学

准教授
医師 2020

終末期がん患者のセクシュアリティに対する医療者の立ち居振

る舞いについてのガイドブックの作成

研究
報告書

抄録

No
参加

方法
研究者名 所属機関・役職 専門職

助成

年度
研究課題

19 会場 荒井 春生
あらい　はるみ 京都光華女子大学健康科学部

看護学科　教授
看護師 2017

がんを合併した統合失調症患者の緩和ケアにおける現状と課

題－単科精神科病院での看取り－

研究報告
書

抄録

20 会場 近田 藍
ちかだ　あい

国立大学法人　京都大学　助教 看護師 2019
悪性神経膠腫患者の End of Life Discussion の実態と

終末期の Quality of lifeに関する遺族調査

研究
報告書

抄録

21 会場 堤 千代
つつみ　ちよ 学校法人　聖マリア学院大学

教授

看護師・保健

師
2019 在宅ホスピスボランティア活動継続にかかる要因の探索

研究
報告書

抄録

22 会場 飯田 貴映子
いいだ　きえこ 千葉大学大学院看護学研究院

特任講師

看護師・保健

師
2019

高齢者施設職員向けエンドオブライフケア教育プログラム -

Palliative Care for Older People in Long-Term

Care Facilities in Europe：PACE- 日本版の開発と適

応・実現可能性の検討

研究
報告書

抄録

23 会場 佐伯 昌俊
さいき　まさとし 千葉大学大学院看護学研究院

助教
看護師 2020

職種間で役割認識を共有し理解を深める教育プログラムの効

果検証―看護職と看護補助者の協働のための情報共有推

進に向けて

研究
報告書

抄録

24 会場 中島 俊
なかじま　しゅん

国立研究開発法人国立精神・

神経医療研究センター　認知行

動療法センター　臨床技術開発

室長

臨床心理士 2020
地域高齢者の不眠症状に対する大規模集団型1セッション認

知行動療法の有効性の検証

研究
報告書

抄録

25 会場 島内 節
しまうち　せつ 一般社団法人　日本在宅ケア教

育研究センター　顧問

看護師・保健

師
2020

在宅ケアの質保証をめざして精選されたアセスメント指標に基

づく効果的なケアプランを導く方法とアウトカム評価システムの

検討

研究
報告書

抄録

26 WEB 丹野 克子
たんの　かつこ

公立大学法人　山形県立保健

医療大学　保健医療学部　理学

療法学科　准教授

理学療法士 2020
医療依存度の高い小児への訪問リハビリテーションサービス提

供の実態と役割の明確化

研究
報告書

抄録

27 会場 大杉 紘徳
おおすぎ　ひろのり

学校法人城西大学　城西国際

大学　福祉総合学部理学療法

学科　助教

理学療法士 2020 Timed up & Go testに影響する外的要因の検討
研究
報告書

抄録

発表時間

グループ　Ⅳ（１６：００～１６：５０　質疑応答含む）

発表時間

第2部　資料発表（１６：５０～１７：１５　アピールポイント）

16:50～17:15

1人1分

研究アピールポイント

発表

https://www.shf.or.jp/wp-content/uploads/2021/10/ada4fc4b243a39fdbc4d285bd095f4f6.pdf
https://www.shf.or.jp/wp-content/uploads/2021/10/ada4fc4b243a39fdbc4d285bd095f4f6.pdf
https://www.shf.or.jp/wp-content/uploads/2022/10/f0178e802ca6fde66fc2737feec579fc.pdf
https://www.shf.or.jp/wp-content/uploads/2021/09/454b447de5c7921daa14e6de0a15a7f4.pdf
https://www.shf.or.jp/wp-content/uploads/2021/09/454b447de5c7921daa14e6de0a15a7f4.pdf
https://www.shf.or.jp/wp-content/uploads/2022/10/c3764c870d70b50e4f5ae23dbdf80eef.pdf
https://www.shf.or.jp/wp-content/uploads/2021/09/ba8a22e9d86c55f88f2ad598b517ee55.pdf
https://www.shf.or.jp/wp-content/uploads/2021/09/ba8a22e9d86c55f88f2ad598b517ee55.pdf
https://www.shf.or.jp/wp-content/uploads/2022/10/9140fb38560474a0c271d1060dcb8492.pdf
https://www.shf.or.jp/wp-content/uploads/2020/06/cb2ea110709cbf45402c43edb6d7ab45.pdf
https://www.shf.or.jp/wp-content/uploads/2020/06/cb2ea110709cbf45402c43edb6d7ab45.pdf
https://www.shf.or.jp/wp-content/uploads/2022/10/5e2f804da8815d8f5cc5bf129b454681.pdf
https://www.shf.or.jp/wp-content/uploads/2021/10/a3000ab9215a98d9a4e62aeae2c0aa07.pdf
https://www.shf.or.jp/wp-content/uploads/2021/10/a3000ab9215a98d9a4e62aeae2c0aa07.pdf
https://www.shf.or.jp/wp-content/uploads/2022/10/9b7c85ee094ec0bcf7d83433c87eb224.pdf
https://www.shf.or.jp/wp-content/uploads/2022/10/2017K_arai-1.pdf
https://www.shf.or.jp/wp-content/uploads/2022/10/2017K_arai-1.pdf
https://www.shf.or.jp/wp-content/uploads/2022/10/2bafd43ef47906b9604ef50846ff6fc1.pdf
https://www.shf.or.jp/wp-content/uploads/2020/06/8d539880b3eb8587d952cbc8d1417aa8.pdf
https://www.shf.or.jp/wp-content/uploads/2020/06/8d539880b3eb8587d952cbc8d1417aa8.pdf
https://www.shf.or.jp/wp-content/uploads/2022/10/e3cf10db655d661a05aedb349bac2d0a.pdf
https://www.shf.or.jp/wp-content/uploads/2020/06/1a1940539161a7c8ae22d432e00decc6.pdf
https://www.shf.or.jp/wp-content/uploads/2020/06/1a1940539161a7c8ae22d432e00decc6.pdf
https://www.shf.or.jp/wp-content/uploads/2022/10/1d738284853e20ad3bf10f83cdee91f8.pdf
https://www.shf.or.jp/wp-content/uploads/2020/06/9b557fb431d9b4be66d4b86f23aa1a8f.pdf
https://www.shf.or.jp/wp-content/uploads/2020/06/9b557fb431d9b4be66d4b86f23aa1a8f.pdf
https://www.shf.or.jp/wp-content/uploads/2022/10/9ecbc559efc92232754b94c1600b6422.pdf
https://www.shf.or.jp/wp-content/uploads/2021/09/427d670fd41ae9e4c5bcba769abb1ca0.pdf
https://www.shf.or.jp/wp-content/uploads/2021/09/427d670fd41ae9e4c5bcba769abb1ca0.pdf
https://www.shf.or.jp/wp-content/uploads/2022/10/08111402c189079795e874da75ba391f.pdf
https://www.shf.or.jp/wp-content/uploads/2021/09/5c776c2bd32054fbc428db61ca2d6611.pdf
https://www.shf.or.jp/wp-content/uploads/2021/09/5c776c2bd32054fbc428db61ca2d6611.pdf
https://www.shf.or.jp/wp-content/uploads/2022/10/7aca5452435e7d73edf097f4c8ea4259.pdf
https://www.shf.or.jp/wp-content/uploads/2021/09/31aa888d5cb243ee483e066831088787.pdf
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No
参加

方法
研究者名 所属機関・役職 専門職

助成

年度
研究課題

2020

原子力発電所事故被災地における自殺対策のための

Community-based Participatory Researchをとおした

地域保健専門職の育成

研究
報告書

2021
Community-based Participatory Researchによる地

域づくりをとおした地域保健専門職の育成

研究
報告書

2020 お灸に関する研究
研究
報告書

2021 お灸に関する研究
研究
報告書

30 WEB 宮本 恭子
みやもと　きょうこ

島根大学　教授
看護師・保健

師・助産師
2021

「通いの場」を活用した介護・認知症予防モデルの構築に関す

る研究

研究
報告書

抄録

31 会場 久保川真由美
くぼかわ　まゆみ （元）日本保健医療大学　教

授
看護師 2021

専門職が語るひとり暮らし高齢者の在宅看取りーひとり暮らし

高齢者の在宅看取りを支える多職種連携ー

研究
報告書

抄録

32 会場 菅谷 智一
すがや　ともかず 国立大学法人筑波大学　医学

医療系　助教
看護師 2021

訪問看護を利用する統合失調症者のリカバリーに関連する要

因：横断的患者調査

研究
報告書

抄録

33 WEB 津村　麻紀
つむら　まき 法政大学現代福祉学部　兼任

講師
臨床心理士 2018

緩和ケアに携わる心理職の活動モデルに基づく専門教育に関

する研究

研究
報告書

抄録

34 WEB 廣田 真由美
ひろた　まゆみ

金沢大学大学院医薬保健学総

合研究科博士後期課程　大学

院生

看護師 2019
積極的治療の継続が困難になったがん患者への退院支援に

おける退院支援看護師の合意形成力に関する実践知

研究
報告書

抄録

35 WEB 蓮尾 英明
はすお　ひであき

関西医科大学　教授 医師 2019
在宅緩和ケアにおける筋筋膜性疼痛に対する非侵襲的局所

療法の有効性についての多施設無作為化比較試験

研究
報告書

抄録

36 WEB 小田 智子
おだ　ともこ (元）日本赤十字社 日本赤十

字社 長崎原爆病院　看護部
看護師 2019

乳癌自壊部潰瘍臭に対する潰瘍臭サンプルを用いた日常で

入手しやすい素材による消臭効果の検証

研究
報告書

抄録

2019

ハンセン病における誤嚥性肺炎の緩和ケア 「ハンセン病の耳

鼻咽喉科、歯科口腔領域での後遺症、合併症が誤嚥性肺

炎の発症に与える影響と症状緩和のための対処法について」

研究
報告書

2020

ハンセン病における誤嚥性肺炎の緩和ケア 「ハンセン病の

耳鼻咽喉科、歯科口腔領域での後遺症、合併症が誤嚥性

肺炎の発症に与える影響と 症状緩和のための対処法、嗅覚

刺激法も新たに加えて」

研究報告
書

38 WEB 濱谷 康弘
はまたに　やすひろ 国立病院機構　京都医療セン

ター　医師
医師 2020

本邦の心不全入院患者における、全人的苦痛の評価と緩和

ケアニーズのスクリーニング

研究
報告書

抄録

2020

クリニカル・オーディットツールの活用による質の高い緩和ケア提

供体制確立のための研究－IPOS（Integrated

Palliative care Outcome Scale)日本語版の沖縄県内

医療機関への普及ならびにこれを用いた緩和ケアの質の向上

に関する検討

研究
報告書

2021

がん診療連携拠点病院において「がん治療と緩和ケアの統合

（Integration of Oncology and Palliative care：

IOP）」を実践・普及させるための取り組み－ESMO-DCに基

づくmade in Japanモデルの作成

研究
報告書

40 WEB 城戸 麻衣子
きど　まいこ

一般社団法人ライフナビゲート 在

宅看護センター佐賀ほっこり　管

理者

看護師 2021
遷延するコロナパンデミックとポストコロナ社会における在宅看護

センターの在り方に関する研究

研究
報告書

抄録

発表時間

28

16:50～17:15

1人1分

研究アピールポイント

発表 会場

37 WEB

帝京大学　名誉教授 医師 抄録

29 会場 小川 恵子
おがわ　けいこ 広島大学病院　漢方診療セン

ター　特任教授
医師 抄録

矢野 栄二
やの　えいじ

医療法人杏林会　介護老人保

健施設ライフハーバーいちき　施設

長

医師 抄録

39 WEB 中島 信久
なかじま　のぶひさ 琉球大学病院　特命准教授

（診療教授）
医師 抄録

鮫島 朝之
さめしま　ともゆき
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