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第42回日本呼吸療法医学会学術集会 2日目　　12月21日（月）

日程表

8:00 8:00

9:00

9:25-10:15　一般演題16(50)

「教育」

座長：島田　二郎

9:25-10:15　一般演題22(50)

「感染」

座長：林　淑朗

9:25-10:15　一般演題29(50)

「小児2」

座長：齊藤　修

10:00

8:30-10:00　ワークショップ12(90)

「大量喀血に直面したときあなたならどうする」

座長：緒方 嘉隆

演者：笹田 真滋、石川 秀雄、石原 英樹

8:30-9:20　一般演題15(50)

「体位管理」

座長：横山　仁志

8:30-9:20　一般演題21(50)

「排痰補助」

座長：細川 康二

10:10-11:40　シンポジウム2(90)

「求められる臨床工学技士の力」

座長：安宅 一晃、石井 宣大

演者：石橋 一馬、荒田 晋二、瀬尾 龍太郎、

櫻谷 正明

10:30-11:10　レジェンド講演3(40)
「ARDSはどこへゆくのか〜この50年と次の50年」

座長：落合 亮一　演者：橋本 悟

11:00

8:30-9:20　一般演題28(50)

「小児1」

座長：稲田　雄

9:00

10:00

8:30-10:20 　ワークショップ7(110)

「人生の最期をどのように提供するか？」

座長：坪井 知正、久木田 一朗、

演者：板井 孝壱郎、則末 泰博、

         坪井 知正、立野 淳子

8:30-10:00　パネルディスカッション3(90)

「ECMOは誰に、いつ、誰が、どこで行えば良いの

か？」

座長：鈴木 裕之、木田 佳子

演者：小倉 崇以、青景 聡之、清水 敬樹

8:30-10:00　ワークショップ10(90)

「リハビリしたくても栄養が足りないと力が出ないって

ホント？」

座長：中村 謙介、清水 孝宏

演者：鈴木 秀鷹、八幡 謙吾、巽 博臣

10:10-11:20　ワークショップ8(70)

「春眠不覚暁〜人工呼吸患者の睡眠援助」

座長：茂呂 悦子、太田 浩平

演者：太田 浩平、阿部 聖司、佐藤 暢夫

10:10-10:55　Pros & Cons3(45)

「私の愛する呼吸器」

座長：小谷 透　演者：中島 幹男、島谷 竜俊

12:00

11:00
11:05-11:50　ワークショップ11(45)

「CEが教える人工呼吸器/ECMOの使い分け〜ここだけ

の話」

座長：山本 信章　演者：赤星 博和、古川 豊

11:15-12:05　一般演題18(50)

「ECMO　症例報告2」

座長：高氏　修平

11:15-12:05　一般演題24(50)

「ECMO　搬送など」

座長：服部　憲幸

11:15-12:05　一般演題31(50)

「リハビリテーション2」

座長：森沢　知之

10:20-11:10　一般演題17(50)

「ECMO　症例報告1」

座長：木田 佳子

10:20-11:10　一般演題23(50)

「ECMO　循環不全」

座長：池﨑　弘之

10:20-11:10　一般演題30(50)

「リハビリテーション1」

座長：岸川　典明

11:20-12:00　招請講演2(40)

「コロナウイルスと呼吸不全」

座長：志馬 伸朗　演者：中屋 隆明

11:20〜12:00

late breaking (COVID-19) 4(35)

座長：中村 智之

12:00

13:00 13:00

13:30-14:05　エキスパート講演12(35)

「こういうことだったのか呼吸管理」

座長：倉橋 清泰　演者：小尾口 邦彦

13:30-15:00　ワークショップ9(90)

「体位ひとつでこれだけ変われる！」

座長：玉木 彰、関川 清一

演者：河合 佑亮、宮崎 慎二郎、中田 隆文、

中橋 奨

13:30-14:05　エキスパート講演17(35)

「誤嚥性肺炎を理解する」

座長：藤本　潤一　演者：伊藤 明広

13:30-14:10 一般演題19(40)

「COVID-19」

座長：中瀧　恵実子

13:30-14:30　一般演題25(60)

「RST1」

座長：梶原　𠮷春

13:30-14:20　一般演題32(50)

「小児3」

座長：清水　一好

14:00 14:00

14:15-14:50　エキスパート講演13(35)

「"間質性肺炎"をクリアカットに理解する」

座長：近藤 康博　演者：則末 泰博

14:15-15:00　一般演題20(45)

「栄養」

座長：岩崎　泰昌

14:25-15:25　一般演題33(60)

「医療安全」

座長：阪口　雅洋

14:35-15:35　一般演題26(60)

「RST2」

座長：中島　正一
15:00 15:00

15:00-15:35　エキスパート講演14(35)

「看護師にしかできない呼吸管理術」

座長：櫻本 秀明　演者：道又 元裕

15:05-16:35　パネルディスカッション4(90)

「抜管後気道狭窄の恐ろしさと対処法」

座長：大地 嘉史

演者：平田 学、京 道人、田中 愛子、加納 恭

子

15:05-16:35　ワークショップ13(90)

「呼吸療法のアリ得ない話を語りましょう」

座長：森口 真吾、髙橋 伸二

演者：白坂 雅子、中西 美貴、

         堀部 達也

15:10-16:20　パネルディスカッション2(70)

「COVID-19重症例の呼吸管理と感染対策」

座長：竹田 晋浩

演者：小川 史洋、鈴木 学、濱口 純
15:30-16:20　一般演題14(50)

「症例報告2」　

座長：山内　順子

15:30-16:20　一般演題34(50)

「症例報告3」　

座長：板垣　大雅

15:40-16:15　エキスパート講演15(35)

「呼吸器グラフィックスを読みきる」

座長：竹内 宗之　演者：瀬尾 龍太郎

15:40-16:30　一般演題27(50)

「ハイフローシステム2」

座長：高田　幸治16:00 16:00

17:00 17:00

18:00 18:00

19:00 19:00

9:00-9:20 ベーシックレクチャー1(20)
「血液ガス〜この身近で深淵なる世界」
座長：丸山 一男 演者：北岡 裕子

9:30-10:05 ベーシックレクチャー3(35)
「ハイフローの力 教えます」
座長：富井 啓介
演者：安達 一眞、伊藤 次郎

11:15-11:35 ベーシックレクチャー2(20)
「PICS：病気だけ治療する時代への警鐘」
座長：海塚 安郎 演者：川上 大裕

11:45-12:05 ベーシックレクチャー5(20)
「ウィーニングしてはだめですか？」
座長：鵜澤𠮷宏 演者：森 一直

13:55-14:15 ベーシックレクチャー8(20)
「人工呼吸器誘発性横隔膜機能不全 (VIDD)」
座長：柴田 純平 座長：小山 有紀子

13:30-13:50 ベーシックレクチャー7(20)
「PADとPADISの違い教えます」
座長：橘 一也 演者：青木 善孝

14:50-15:25 ベーシックレクチャー10(35)
「ECMO初心者卒業のためのノウハウ」
座長：青景 聡之
演者：岩永 航、萩原 祥弘

11:45-12:05 ビデオで魅せる私のテクニック1（20)
「こんなにスムーズ経皮的気管切開」
座長：佐藤 暢一 演者：藤澤 美智子

15:15-15:50 ビデオで見せる私のテクニック3(35)
「こんなに簡単！腹臥位変換」

座長：對東 俊介 演者：巽 博臣、池田 督司

14:10-14:30 ビデオで見せる私のテクニック2(20)
「失敗しないBAL」
座長：緒方 嘉隆 演者：佐藤 祐

14:35-15:10 ビデオで見せる私のテクニック4(35)
「NPPVマスクはこうつける」

座長：林 久美子 演者：横山 俊樹、竹内 伸太郎

15:55-16:15 ビデオで見せる私のテクニック5(20)
「百発百中！EDT挿入」
座長：細川 康二 演者：巽 博臣

16:20-16:40 ビデオで見せる私のテクニック6(20)
「ビデオで見る、非同調」
座長：清水 雄 演者：片岡 惇

14:25-14:45 ベーシックレクチャー9(20)
「気道を確保せよ！」
座長：森永 俊彦 演者：佐藤 格夫

10:45-11:05 ベーシックレクチャー4(20)
「非同調：この苦しみを見抜けますか？」
座長：平尾 収 演者：方山 真朱

10:15-10:35 ベーシックレクチャー6(20)
「苦手克服！小児の呼吸管理法」
座長：藤本 潤一 座長：青木 一憲

13:30-14:10 招請講演3(40)
「COVID-19と生命倫理」
座長：志馬 伸朗
演者：児玉 聡

16:15-16:25 閉会式（10）

14:20-14:55 エキスパート講演16 (35)
「日本版敗血症診療ガイドライン2020（J-SSCG2020）特別
編 COVID-19薬物療法に関するRapid/Living 
recommendations」
座長：倉橋 清泰 演者：山川 一馬

12:15-13:15 ランチョンセミナー12(60)
「肺炎・敗血症診療の最新のTopics」

座長：武山 直志

演者：升田 好樹

共催社：MSD株式会社

12:15-13:15 ランチョンセミナー8(60)
「NPPVをもっと非侵襲的に」

座長：中根 正樹

演者：櫻谷 正明

共催社：日本光電工業株式会社

12:15-13:15 ランチョンセミナー7(60)
「The Open Lung Approach using the 
automated sequential recruitment tool」
座長：竹田 晋浩
演者：Fernando Suarez Sipmann
共催社：フクダ電子株式会社

12:15-13:15 ランチョンセミナー9(60)
「Withコロナ時代の呼吸器感染症診療におけるプロカ

ルシトニン測定の役割 〜プロカルシトニン経時的測定

の重要性～」

座長：公文 啓二 演者：伊藤 明広

共催社：サーモフィッシャーダイアグノスティックス株式会社

12:15-13:15 ランチョンセミナー10(60)
「重症呼吸不全におけるバイオマーカーの使い分けと病

態推理」

座長：近藤 康博

演者：大下 慎一郎

共催社：積水メディカル株式会社

12:15-13:15 ランチョンセミナー11(60)
「改めて学ぶ人工呼吸器関連肺炎（ventilator-

associated pneumonia: VAP）」

座長：濱本 実也 演者：櫻本 秀明

共催社：ニプロ株式会社

12:15-13:15 ランチョンセミナー13(60)
「COVID-19 に対するHFNC の今後の使用について

考える」

座長：迎 寛

演者：富井 啓介

共催社：フィッシャー＆パイケルヘルスケア株式会社

呼吸療法専門医更新講習更 新

領：救急

共：感染

共：倫理

領域講習（救急科領域）

専門医共通講習（感染対策）

専門医共通講習（医療倫理）

共：倫理

更 新


