
演者変更のお知らせ【第42回日本呼吸療法医学会学術集会】
プログラム

ページ
セッション名

セッションテーマ
演題
番号 演題名 変更前 変更後

p.22 エキスパート講演4「ARDS
診療ガイドライン2021作成
中間報告」

EL4 ARDS診療ガイドライン2021
作成中間報告

讃井 將満 先生 (自治医科大学附属さいた
ま医療センター 麻酔科・集中治療部)

安田 英人 先生（自治医科大学附属さいたま医
療センター救急科）

演題取り下げ 数馬 聡 先生
（札幌医科大学医学部集中治療医学）

数馬 聡 先生
（札幌医科大学医学部集中治療医学）

巽 博臣 先生
（札幌医科大学医学部 集中治療医学）

p.30,
52

ビデオで見せる私のテクニッ
ク3 VT3-2 ECMO中の腹臥位療法 ―日本

医科大学方式―
藤田 健亮 先生（日本医科大学付属病院 
外科系集中治療科）

池田 督司 先生
（山梨県立中央病院 集中治療科）

p.32 委員会企画「自発呼吸アセス
メント指針作成WG委員会報
告」

CR1 抄録なし
討論者:
関口 浩至 先生（琉球大学大学院医学研究
科救急医学講座）

港 敏則 先生
（公立豊岡病院小児科）

p.37 一般演題口演4
「呼吸モニタリング」 O4-4 頚部聴診を用いた食道挿管の

確認:症例報告
釋舎 和子 先生
（広島大学病院 麻酔科）

佐伯 昇 先生
（広島大学病院 麻酔科）

p.39 一般演題口演7
「呼吸器離脱」 O7-1

NHFの離脱を目的とした試み 
－肺のリクルートメントと用
手的PEEPにてNHFが離脱でき
た一例－

岸 彩花 先生（埼玉医療生活協同組合 羽
生総合病院）

⾧谷 充康 先生
（羽生総合病院）

p.56 一般演題口演16「教育」 O16-3
神経筋疾患病棟における用手
換気の看護技術向上への取り
組み

高田 学 先生（国立病院機構北海道医療セ
ンター看護部）

竹内 伸太郎 先生
（国立病院機構北海道医療センター看護部）

p.56 一般演題口演16「教育」 O16-4
大学医学部附属病院の成人一
般病棟の看護師に対する
人工呼吸器に関する意識調査

諏江 光晴 先生（愛媛大学大学院医学系研
究科救急医学）

佐藤 格夫 先生
（愛媛大学大学院医学系研究科救急医学）

p.59 一般演題口演24
「ECMO 搬送など」 O24-1 Avalonカテーテルのドレナー

ジ特性
藤田 健亮 先生（済生会宇都宮病院 栃木
県救命救急センター 救急・集中治療科）

萩原 祥弘 先生
（済生会宇都宮病院 救急・集中治療科）

p.61 一般演題口演27
「ハイフローシステム2」 O27-2 当院におけるHFNCの使用状

況と有用性
諸見里 勝 先生
（那覇市立病院）

金城 裕幸 先生
（那覇市立病院）

p.43 late breaking
(COVID-19) 2 LB2-1

ステロイドがCOVID19最重症
例の臨床経過に与える影響
～第1波・第2波の最重症
ARDS症例の比較検討～

吉眞 孝 先生
（岐阜県総合医療センター）

石原 敦司 先生
（岐阜県総合医療センター）

p.30,
52

ビデオで見せる私のテクニッ
ク3 VT3-1 腹臥位やるよ!全員集合!?
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座⾧変更のお知らせ【第42回日本呼吸療法医学会学術集会】
プログラム

ページ
セッション名

セッションテーマ 変更前 変更後

p.22 エキスパート講演2
「常に肺に寄り添ってますか?」

今中 秀光 先生
（宝塚市立病院 集中治療室）

橋本 悟 先生
（京都府立医科大学附属病院集中治療部）

p.22 エキスパート講演4
「ARDS診療ガイドライン2021作成中間報告」

陳 和夫 先生（京都大学大学院医学研究科
呼吸管理睡眠制御学）

藤野 裕士 先生（大阪大学大学院医学系研究科生体統御
医学講座 麻酔・集中治療医学）

p.45
エキスパート講演16「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」

江木 盛時 先生
（神戸大学医学部附属病院 麻酔科）

倉橋 清泰 先生
（国際医療福祉大学 麻酔・集中治療医学）

p.24 ワークショップ1
「VAEとVAP:何が最も重要な指標なのか?」

鶴田 良介 先生（山口大学医学部附属病院
先進救急医療センター）

志馬 伸朗 先生
（広島大学大学院 救急集中治療医学）

p.26 ワークショップ5「いつ始めるの?早期離床」 神津 玲 先生
（⾧崎大学病院 リハビリテーション部）

玉木 彰 先生
（兵庫医療大学大学院 医療科学研究科）

p.29 【1日目】ベーシックレクチャー7
「PADISガイドライン概要
―PADからの変更点とそのポイント」

関口 浩至 先生
（琉球大学大学院医学研究科救急医学講座）

丸山 一男 先生（三重大学大学院医学系研究科
生命医科学専攻 臨床医学系講座 麻酔集中治療学」

p.51 【2日目】ベーシックレクチャー7
「PADISガイドライン概要
―PADからの変更点とそのポイント」

関口 浩至 先生
（琉球大学大学院医学研究科救急医学講座）

橘 一也 先生
（大阪母子医療センター 麻酔科）

p.34 優秀演題 一般演題口演1「優秀演題（医師）」 今中 秀光 先生
（宝塚市立病院 集中治療室）

内山 昭則 先生
（大阪大学医学部附属病院 集中治療部）

p.39 一般演題口演8「気道1」 山下 幸一 先生
（日本赤十字社高知赤十字病院 救命診療部）

庄野 敦子 先生
（昭和大学医学部集中治療医学講座）

p.41 一般演題口演11「ARDS」 一門 和哉 先生
（済生会熊本病院 呼吸器内科）

安田 英人 先生
（自治医科大学附属さいたま医療センター救急科）

p.56 一般演題口演16「教育」 島田 二郎 先生
（福島県立医科大学附属病院）

川前 金幸 先生
（山形大学医学部麻酔科学講座）

p.61 一般演題口演27「ハイフローシステム2」 大藤 純 先生
（徳島大学病院 救急集中治療部）

高田 幸治 先生
（市立豊中病院 麻酔科）

p.64 一般演題口演33「医療安全」 鷺島 克之 先生
（熊本大学病院 集中治療部）

阪口 雅洋 先生
（京都第一赤十字病院 麻酔科）

p.54 ランチョンセミナー11「改めて学ぶ人工呼吸器関連肺
炎（ventilator-associated pneumonia: VAP）」

道又 元裕 先生
（国際医療福祉大学成田病院）

濱本 実也 先生
（公立陶生病院 集中治療室）

p.27 パネルディスカッション1「人工呼吸離脱プロトコ
ル:ホントのところどう使うの?」

宇都宮 明美 先生（京都大学大学院 医学研究
科人間健康科学系専攻臨床看護学講座 クリティ
カルケア看護学分野）

座⾧ご辞退

p.31 医工連携「医工連携をはじめよう!「こんなモノが
あったらいいのに」を形にしませんか?」

吉岡 淳 先生
（群馬パース大学保健科学部 臨床工学科） 座⾧ご辞退
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ご所属変更のお知らせ【第42回日本呼吸療法医学会学術集会】
プログラム

ページ
セッション名

セッションテーマ
演題
番号 演者 変更前 変更後

p.26 ワークショップ4
「臨床研究はじめの一歩」 WS4-5 米倉 寛 先生 三重大学医学部附属病院 臨床麻酔部 藤田医科大学ばんたね病院 麻酔・疼痛制御科

p.29,
31,52

ベーシックレクチャー10「ECMO
初心者卒業のためのノウハウ」/ 
短時間で分かる最新エビデンス集
1

BL10-
1/LE1-
2

岩永 航 先生 奈良県総合医療センター
救急・集中治療センター 浦添総合病院 救急集中治療部

p.30,
52

ビデオで見せる私のテクニック2
「失敗しないBAL（ウェッジ、回
収のコツ）～救急・集中治療医へ
の教育も兼ねて～」

VT2 佐藤 祐 先生 東京都立多摩総合医療センター
救命救急センター

東京都立多摩総合医療センター
救急総合診療センター

p.30,
53

ビデオで見せる私のテクニック4
「慢性呼吸不全に対するNPPVの
インターフェイスフィッティング
とケア」

VT4-2 竹内 伸太郎 先生 国立病院機構八雲病院 看護部 国立病院機構北海道医療センター看護部

p.35 優秀演題 一般演題口演1
「優秀演題（医師）」 BPA1-4 鈴木 啓二 先生 東海大学医学部専門診療学系小児科学 名古屋市立西部医療センター小児科
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セッション時間ならびに会場変更のお知らせ【第42回日本呼吸療法医学会学術集会】
プログラム

ページ
セッション名

セッションテーマ 変更前 変更後

p.45 エキスパート講演14
「看護師にしかできない呼吸管理術」 12月21日（月）第2会場（2F Room A）15:10～15:45 12月21日（月）第1会場（1F アネックスホール2）

15:00～15:35

p.45 エキスパート講演15
「呼吸器グラフィックスを読みきる」

12月21日（月）第2会場
（2F Room A）15:55～16:30

12月21日（月）第1会場（1F アネックスホール2）
15:40～16:15

p.49 パネルディスカッション２
「COVID-19重症例の呼吸管理と感染対策」

12月21日（月）第1会場
（1F アネックスホール2）15:00～16:10

12月21日（月）第2会場（2F Room A）
15:10～16:20

セッション終了時間変更のお知らせ【第42回日本呼吸療法医学会学術集会】
プログラム

ページ
セッション名

セッションテーマ 変更前 変更後

p.30 【1日目】ビデオで見せる私のテクニック3 12月20日（日）第6会場（1F Room E）
13:55～14:15

12月20日（日）第6会場（1F Room E）
13:55～14:30

p.52 【2日目】ビデオで見せる私のテクニック3 12月21日(月)第5会場（1F Room ）
15:15～15:35

12月21日(月)第5会場（1F Room ）
15:15～15:50

発表順変更のお知らせ【第42回日本呼吸療法医学会学術集会】
プログラム

ページ
セッション名

セッションテーマ 変更前 変更後

p.46
ワークショップ8
「春眠不覚暁
～人工呼吸患者の睡眠援助」

1:佐藤 暢夫 先生
   （東京女子医科大学集中治療科）
2:阿部 聖司 先生
   （国立病院機構西別府病院 医療安全管理室）
3:太田 浩平 先生
   （広島大学大学院 救急集中治療医学）

1:太田 浩平 先生
  （広島大学大学院 救急集中治療医学）
2:阿部 聖司 先生
   （国立病院機構西別府病院 医療安全管理室）
3:佐藤 暢夫 先生
   （東京女子医科大学集中治療科）
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一般演題お取り下げのお知らせ【第42回日本呼吸療法医学会学術集会】
プログラム

ページ
セッション名

セッションテーマ
演題
番号 演題名 筆頭演者

p.36 一般演題口演1「NPPV1」 O1-5 脱着が容易になったヘルメット型マスクSTAR Med CASTAR R UP
は圧・リークに問題はないのか?

清水 彩弥香 先生
（東京警察病院）

p.36 一般演題口演2「NPPV2」 O2-4 国産初のNPPV専用人工呼吸器NKV-330は期待できるか
-臨床使用の経験と今後の課題-

藤村 真伊 先生
（名古屋掖済会病院 臨床工学部）

p.38 一般演題口演4
「呼吸モニタリング」 O4-5 慢性II型呼吸不全の増悪に対して経皮血液ガスモニター下での

HFNCによる呼吸管理が有効だった1例
田代 貴大 先生（国家公務員共済組合連合
会 熊本中央病院 呼吸器内科）

p.39 一般演題口演6「ハイフローシス
テム1」 O6-6 人工呼吸器HAMILTON-G5に内蔵された高流量酸素投与機能の使

用経験
村社 瑞穂 先生
（宮崎大学医学部附属病院 集中治療部）

p.41 一般演題口演11「ARDS」 O11-5 再大動脈基部置換術後, 原因不明の呼吸不全により人工呼吸離脱に
難渋した一症例

古市 結富子 先生
（榊原記念病院 麻酔科）

p.56 一般演題口演17「ECMO 症例報
告1」 O17-4 Femoro-femoral V-V ECMOを導入した前縦隔脂肪肉腫の一例 柄澤 智史 先生（千葉大学大学院医学研究

院 救急集中治療医学）

p.57 一般演題口演19「COVID-19」 O19-2 感染症に対する当院人工呼吸器の対策と課題 岩下 裕一 先生
（市立奈良病院 臨床工学室）

p.58 一般演題口演21「排痰補助」 O21-4 肺内パーカッションベンチレーターと理学療法を組み合わせるこ
とにより人工呼吸器からの離脱が可能となった1症例

柿沼 勇太 先生
（慶應義塾大学医学部麻酔学教室）

p.61 一般演題口演27「ハイフローシ
ステム2」 O27-1 食道切除再建術後に高流量鼻カニュラを使用し頭頚部に皮下気腫

が発生した一事例~合併症を予測するための振り返り~
小川 央 先生
（大分県立病院 看護部 ICU）

p.61 一般演題口演27「ハイフローシ
ステム2」 O27-4 ハイフロー使用時の超音波吸入療法のネブライザ設置位置による

ミスト量比較
志村 欣之介 先生（順天堂大学医学部附属
練馬病院 臨床工学室）

p.62 一般演題口演30「リハビリテー
ション1」 O30-1 抜管後嚥下機能評価に関する医療者の意識調査ー職種間の違いー 大村 和也 先生（国際医療福祉大学 麻酔・

集中治療医学）

p.63 一般演題口演32「小児3」 O32-2 呼吸管理のトランジション医療（移行期医療）に関する現状と課
題:小児神経専門医への全国調査報告

塩田 智美 先生（順天堂大学大学院医学研
究科呼吸器内科学）

p.64 一般演題口演33「医療安全」 O33-3 人工呼吸器のガスホース破損の経験と対策 渡部 浩人 先生（筑波大学附属病院 医療
機器管理センター）

p.64 一般演題口演34「症例報告3」 O34-2 加温加湿器による積極的な加湿が気道粘膜の管理に奏功した重症
気道熱傷の一例

竹中 隆一 先生（大分大学医学部附属病院 
高度救命救急センター/大分大学医学部 救
急医学講座）

p.64 一般演題口演34「症例報告3」 O34-5 肺塞栓ハイリスク症例における離床前スクリーニングCTの重要性
を再認識した一例

早坂 達哉 先生
（山形大学医学部附属病院 麻酔科）
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