
10

第2日目　7月16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

9:00 9：00〜11：30
シンポジウム2
ECMOの使⽤は適切か？
座長：竹田晋浩
演者：大下慎一郎・青景聡之
　　　萩原祥弘・居石崇志
　　　松本正太朗

9：00〜11：30
シンポジウム4
ハイフローセラピー（HFNC）は、
成⼈・⼩児呼吸管理のパラダイム
シフトになるか －間違った使用を
していませんか？

座長：蝶名林直彦・井上博満
演者：川岸利臣・永田一真
　　　川口　敦・鈴木　悠
　　　奥田晃久・北岡裕子
特別発言：志馬伸朗

9：00〜10：30
Pro-Con
重症呼吸不全に対する筋弛緩薬の
投与
座長：大塚将秀
演者：橘　一也・讃井將満

9：30〜10：30
教育講演11
グラフィックスモニターを
アセスメントに活用するコツ
座長：尾野敏明
演者：戎　初代

10:00

10：30〜11：30
教育講演10
臨床研究におけるデータベースを
作成しよう（実践編）
座長：卯野木健
演者：江木盛時

10：30〜11：30
教育講演12
⼈⼯呼吸管理に必要な呼吸⽣理
座長：小谷　透
演者：落合亮一

11:00

11：50〜12：50
共催セミナー 7
ICU患者の睡眠障害と譫妄への
対策：デクスメデトミジンによる
薬物的介入の可能性
座長：藤野裕士　　演者：大藤　純
共催：丸石製薬（株）

11：50〜12：50
共催セミナー 8
ARDSガイドライン2016 
－改訂のポイントと急性肺損傷に
おけるrTMの可能性－
座長：橋本　悟　　演者：石井芳樹
共催：旭化成ファーマ（株）

11：50〜12：50
共催セミナー 9
人工呼吸器関連肺炎（ventilator-
associated pneumonia: VAP）
最新動向 〜その予防と診断〜
座長：倉橋清泰　　演者：大下慎一郎
共催：ハリヤード・ヘルスケア・インク

11：50〜12：50
共催セミナー 10
The importance of Driving Pressure 
in lung protective ventilation
座長：竹田晋浩
演者：Fernando Suarez Sipmann
共催：フクダ電子（株）

12:00

13:00 13：00〜14：30
医工連携プログラム
HFO再考：ガス交換の観点から
座長：中川　聡
演者：北岡裕子・長野　修
　　　中根伸一

13：00〜15：00
パネルディスカッション3
呼吸療法領域における⾃動化と
AI －近未来へ向けて－
座長：蝶名林直彦・大塚将秀
演者：小野寺睦雄・Greg Boyle
　　　千葉伸太郎・高野敦司
　　　山田和範

13：00〜14：00
招請講演6
ARDSの薬物療法 
－現状における最善の方法は－
座長：橋本　悟
演者：石井芳樹

13：00〜14：00
教育講演13
NPPVのEBM
座長：竹田晋浩
演者：長嶺祐介

14:00 14：00〜16：00
パネルディスカッション5
自施設の人工呼吸器を使いこなし
ていますか？ －多機能は危険!?－
座長：中根正樹・相嶋一登
演者：古田島太・須賀浩子
　　　秋山紗知・渡邉陽介
　　　岩城隆宏

14：00〜16：00
シンポジウム5
⾼齢化時代の急性期医療と
呼吸療法
座長：小谷　透・桂　秀樹
演者：小室哲也・公文啓二
　　　横山俊樹・永田一真
　　　坪井知正

15:00 15：00〜16：30
シンポジウム3
新しい肺炎治療ガイドラインに
ついて
座長：藤野裕士
演者：宮下修行・志馬伸朗
　　　朝野和典

15：00〜16：30
パネルディスカッション4
呼吸不全患者の経腸栄養を
進めるための工夫
座長：大塚将秀・江木盛時
演者：江木盛時・藤本晃治
　　　巽　博臣・横山暢幸
　　　高氏修平

16:00

16：30 閉会挨拶

17:00

18:00
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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

9：00〜11：30
パネルディスカッション6
RST活動の現状と今後の展望
座長：横山俊樹・小林千穂
演者：長谷川隆一・清水孝宏
　　　杉山慎太郎・鵜澤吉宏
　　　田中恵子・鮎川勝彦

9：00〜9：55
一般演題 口演2-7
座長：櫻本秀明

9：00〜9：55
一般演題 口演2-1
座長：木村雅彦

9：00〜9：45
一般演題 口演2-8
座長：濱本実也

9:00

9：30〜10：35
一般演題 ポスター 2
座長：森永俊彦

9：45〜10：40
一般演題 口演2-9
座長：吉岡　淳

9：55〜11：10
一般演題 口演2-2
座長：佐藤庸子

10:00

10：35〜11：30
一般演題 ポスター 4
座長：中澤弘一 11:00

11：50〜12：50
共催セミナー 11
呼吸代謝モニターの活用の薦め・
栄養治療のエビデンスの整理と
実践の工夫2
座長：氏家良人　　演者：小谷穣治
共催：パシフィックメディコ（株）

11：50〜12：50
共催セミナー 12
ICUにおける早期リハビリプログラム
の実践：アメリカと日本での経験を
踏まえて
座長：森松博史　演者：重光秀信・
井上はるな・塚田容子・髙田将規
共催：ドレーゲル・メディカルジャパン（株）

12:00

13：00〜14：00
教育講演14
呼吸管理におけるインシデント
対策

座長：山本信章
演者：梶原吉春

13：00〜16：30
実技セミナー 2
⼈⼯呼吸管理中の
早期リハビリテーション
シミュレーションコース
コースディレクター：鵜澤吉宏
インストラクター：
　　藤本潤一・神津　玲
　　飯田有輝・堀部達也
　　長江優介・工藤　弦
　　濱本実也・河合佑亮
　　畑迫伸幸・西尾陽子
　　小山昌利・道永祐希
協力：パラマウントベッド（株）
　　　コヴィディエンジャパン（株）
　　　ファイザー（株）

13：00〜13：55
一般演題 口演2-3
座長：桑迫勇登

13：00〜16：30
実技セミナー 3
J-PADガイドライン
『ツールを
使ってみよう！』
コーディネーター：
　　布宮　伸
インストラクター：
　　植村　桜
　　古賀雄二
　　吹田奈津子
　　茂呂悦子
アドバイザー：
　　鶴田良介
　　西　信一
　　長谷川隆一

13:00

13：10〜14：15
一般演題 ポスター 6
座長：四本竜一

13：55〜14：50
一般演題 口演2-4
座長：塚原大輔

14:00

14：15〜15：25
一般演題 ポスター 8
座長：森松　靜

14：30〜16：30
シンポジウム6
チームで取り組む
早期リハビリテーション 
－人工呼吸中の患者にリハビリ
テーションを⾏う意味－

座長：濱本実也・木村雅彦
演者：劉　啓文・八巻　均
　　　西澤一馬・渡辺伸一
　　　石高拓也

14：50〜15：45
一般演題 口演2-5
座長：野口裕幸

15:00

15：45〜16：40
一般演題 口演2-6
座長：岡村　篤

16:00

17:00

18:00


