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第1日目　7月15日㊏
The 39th Annual Meeting of the Japanese Society of

Respiratory Care Medicine

同時通訳あり

TFTビル 西館2F TFTビル 東館9F

第1会場 第2会場 第3会場 第4会場

ホール1000 ホール500 ホール300 研修室904+905
8:00

8：55 開会挨拶9:00 9：00〜10：00
招請講演1
呼吸療法 〜温故知新〜
座長：川前金幸
演者：丸川征四郎

10:00 10：00〜11：00
招請講演2
ARDS診療ガイドライン2016
誕生秘話

座長：志馬伸朗
演者：南郷栄秀

10：00〜11：00
教育講演3
無料統計ソフトEZRによる
医療統計解析

座長：西村匡司
演者：神田善伸

10：00〜11：00
教育講演4
－未来の集中治療管理を目指して－ 
最先端の自動ウィーニング機能を
⽤いて良質な患者ケアを実施しよう

座長：神山淳子　　演者：方山真朱

10：00〜10：55
一般演題 口演1-12
座長：堀部達也

11:00 11：00〜12：00
招請講演3
Long-Term Psychiatric Consequences 
after Critical Illness:Understanding 
Post-Intensive Care Syndrome (PICS)
座長：橋本　悟
演者：Dale M. Needham

11：00〜12：00
教育講演5
酸素療法の正しい理解

座長：西田　修
演者：尾﨑孝平

11：00〜12：00
教育講演6
⼈⼯呼吸管理中の呼吸理学療法
から早期モビライゼーションへ
座長：岸川 典明
演者：安藤 守秀

12:00

12：20〜13：20
共催セミナー 1
The Evolution of Therapy for ICU Pain, 
Agitation, and Delirium Since 
the 2013 SCCM PAD Guidelines: 
The Role of Dexmedetomidine
座長：鶴田良介　演者：Richard R. Riker
共催：ファイザー（株）

12：20〜13：20
共催セミナー 2
Transpulmonary pressure: 
its role in preventing ventilator 
induced lung injury.
座長：藤野裕士　演者：Daniel Talmor
共催：日本光電工業（株）

12：20〜13：20
共催セミナー 3
⼈⼯呼吸器と患者の非同調の認識、
対処方法と新しいモードが同調性
に与える影響
座長：藤谷茂樹　　演者：則末泰博
共催：コヴィディエンジャパン（株）

12：20〜13：20
共催セミナー 4
⼩児在宅⼈⼯呼吸療法
座長：緒方健一　　演者：渡部晋一
共催：フクダ電子（株）
　　　フクダライフテック（株）

13:00

13：30〜14：30
特別講演
ノーベル賞の栄誉と不正論⽂の
氾濫 〜研究者の倫理を思う
座長：布宮　伸
演者：森岡恭彦

14:00 14：00〜15：30
第12回HFOVフォーラム
HFOVの臨床応⽤，新⽣児から
成人まで
座長：中川　聡
演者：網塚貴介・甘利昭一郎
　　　櫻谷正明
協力：日本光電（株）

14：00〜16：00
ワークショップ
慢性呼吸器疾患患者の生活を
支える －在宅酸素を可能とする
患者教育とは－

座長：堀　英孝・門脇　徹
演者：永田一真・大方葉子
　　　塚田さやか・西村真由子

14：30〜15：30
教育講演1
Updates in ICU Rehabilitation: 
Improving Post-Intensive Care 
Syndrome (PICS)
座長：小谷　透
演者：Dale M. Needham

14：30〜15：30
招請講演5
Should patients with ARDS be 
allowed to breathe spontaneously
座長：今中秀光
演者：Daniel Talmor

15:00

15：30〜16：30
招請講演4
How to develop and implement 
PAD management protocol
座長：氏家良人
演者：Richard R. Riker

15：30〜17：30
シンポジウム1
小児患者の人工呼吸中の鎮痛鎮静
を考える
座長：竹内 宗之
演者：細川　透・小泉　沢
　　　辻尾有利子・稲田　雄

16:00 16：00〜17：30
パネルディスカッション1
ARDS診療ガイドライン2016
あれから1年ARDS患者に対する
腹臥位療法はどうなったのか？
座長：堀部達也・小谷　透
演者：片岡　惇・和田沙矢香
　　　皿田和宏

16：30〜17：30
教育講演2
精神科医からみたICUせん妄
座長：鶴田良介
演者：岸　泰宏

17:00

18:00 18：00
会員懇親会
 Best Presentation Award 
 結果発表・表彰

 ⽇本呼吸療法医学会奨励論⽂賞
 表彰
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第1日目　7月15日㊏
The 39th Annual Meeting of the Japanese Society of

Respiratory Care Medicine

TFTビル 東館9F

第5会場 第6会場 第7会場 第8会場 ポスター会場

研修室906 研修室908 研修室909 会議室9-A 研修室902
8:00

9：00〜9：50
Best Presentation Award
候補演題
審査員：藤野裕士・蝶名林直彦・西田  修
演　者：吉岡  淳・鈴木慧太郎・横山俊樹

9:00

9：50〜10：55
一般演題 口演1-1
座長：内山昭則

9：50〜10：55
一般演題 ポスター 1
座長：今中秀光

9：55〜11：00
一般演題 口演1-14
座長：卯野木健

10：00〜11：00
教育講演7
エクスパートによる症例検討会
座長：長谷川隆一
演者：中根正樹

10：00〜10：45
一般演題 口演1-7
座長：橘　一也

10:00

10：45〜11：40
一般演題 口演1-8
座長：石川悠加

10：55〜12：00
一般演題 口演1-2
座長：山口　修

10：55〜12：00
一般演題 ポスター 3
座長：柏　庸三

11：00〜12：00
教育講演8
急性呼吸不全患者の骨格筋  栄養
管理と早期リハビリテーション
の観点から

座長：大塚将秀　　演者：飯田有輝

11:00

12:00

12：20〜13：20
共催セミナー 5
気道分泌物再考 〜⼈⼯呼吸管理
における痰を考える〜

座長：門脇　徹　　演者：横山俊樹
共催：（株）小池メディカル

12：20〜13：20
共催セミナー 6
肺癌治療における免疫チェック
ポイント阻害薬のエビデンスと
irAEマネジメント
座長：蝶名林直彦　  演者：山口　央
共催：アストラゼネカ（株）

13:00

13：30〜14：25
一般演題 口演1-3
座長：市場晋吾

13：30〜14：45
一般演題 口演1-9
座長：山本信章

13：30〜14：25
一般演題 ポスター 5
座長：関口浩至

14：00〜15：00
教育講演9
ECMO患者の生活支援
座長：背戸陽子
演者：河合佑亮・堀部達也

14：00〜17：00
実技セミナー１
セミナー委員会
『呼吸療法実技セミナー』
（グラフィックモニタの⾒⽅，
ジャクソンリース加圧実習，
NPPVの体験）
コーディネーター：今泉　均
講師：日本呼吸療法医学会セミナー
　　　委員会委員，他
　　　石井宣大・今泉　均
　　　江木盛時・大塚将秀
　　　鎌田あゆみ・川崎達也
　　　小林忠宏・鈴木　聡
　　　橘　一也・南條裕子
　　　平尾　収・藤本潤一
　　　山下幸一
協力：（一社）日本医療機器工業会

14:00

14：25〜15：20
一般演題 口演1-4
座長：升田好樹

14：25〜15：30
一般演題 ポスター 7
座長：松本幸枝14：45〜16：00

一般演題 口演1-10
座長：中島正一

15：00〜16：30
パネルディスカッション2
⼩児在宅⼈⼯呼吸療法マニュア
ル －発刊に当たって－
座長：渡部晋一・尾﨑孝平
演者：春田良雄・松井　晃
　　　三浦利彦・笠井　健

15:00

15：20〜16：25
一般演題 口演1-5
座長：宮地哲也

15：30〜16：15
一般演題 ポスター 9
座長：町田真弓

16：00〜17：15
一般演題 口演1-11
座長：井上博満

16:00

16：25〜17：20
一般演題 口演1-6
座長：梶原吉春

16：30〜17：35
一般演題 口演1-13
座長：小松崎朗子 17:00

18:00


