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第１会場
1Ｆ　大会議場

第２会場
2Ｆ　Room Ａ

第４会場
2Ｆ　Room Ｂ-2

第５会場
1Ｆ　Room Ｃ-1

第６会場
1Ｆ　Room Ｃ-2

第1日目　7月17日（金） The 37th Annual Meeting of the Japan Society of
Respiratory Care Medicine 

11:00〜11:32
一般口演 3
OT/PT チーム医療
座長：鵜澤吉宏

11:00〜11:40
一般口演 5
在宅人工呼吸
座長：福井道彦

11:00〜11:50
招請講演 2
Viral pneumonia with respiratory 
failure; how significant?
座長：西田　修
演者：Younsuck Koh

11:00〜11:50
招請講演 1（医工連携プログラム）
ECMO・VAD の研究開発と製品
化における諸問題：国立循環器
病研究センターの取組み
座長：妙中信之
演者：巽　英介

12:10〜13:00
ランチョンセミナー2
急性呼吸器疾患への鎮静のアプローチ−プ
レセデックスにおける鎮静管理の有用性−
座長：宮坂勝之
演者：小谷　透
共催：ホスピーラ・ジャパン㈱ / 丸石製薬㈱

12:10〜13:00
ランチョンセミナー3
Patient directed ventilation
座長：西村匡司
演者：Younsuck Koh
共催：パシフィックメディコ㈱

12:10〜13:00
ランチョンセミナー 4
Prevention of respiratory complications 
in the postoperative period
座長：竹田晋浩
演者：Lars I. Eriksson
共催：フクダ電子㈱

12:10〜13:00
ランチョンセミナー5
Automatic selection and adaption of 
ventilation and closed loop weaning protocols
座長：大嶽浩司
演者：David Linton
共催：㈱東機貿

11:00〜12:00
ミート・ザ・エキスパート1
EIT は人工呼吸時に何を教え
てくれるのか
座長：小谷　透、安本和正
演者：中根正樹、尾頭希代子、
 小谷　透

12:10〜13:00
ランチョンセミナー1
いま知るべき High-Flow 
Nasal cannula の現状と課題
座長：川前金幸
演者：志馬伸朗、長谷川久弥
共催：日本メディカルネクスト㈱

13:10〜14:00
教育講演 1
医療チームの安全を支えるノンテ
クニカルスキル：スピークアップ
とリーダーシップの実践
座長：横野　諭
演者：中島和江

13:10〜14:00
教育講演 3（医工連携プログラム）
肺の 4 次元モデリング
座長：氏家良人
演者：北岡裕子

13:10〜14:00
招請講演 3
Noninvasive ventilation in 
acute respiratory failure 
- what is the failure? 
座長：鈴川正之
演者：Jason Phua

13:10〜15:10
シンポジウム 3
患児と家族に優しい小児在
宅人工呼吸療法
座長：田村正徳、渡部晋一
演者：星　　順、木原秀樹、
 布村仁亮、山﨑功晴、
 田中総一郎

13:10〜15:10
シンポジウム 5
在宅人工呼吸療法（HMV）
～最近の進展～＝機器性能
と日常活動能との接点＝
座長：蝶名林直彦、尾﨑孝平
演者：石原英樹、長谷川隆一、
 三浦利彦、石川　朗、
 森松　靜

15:20〜17:20
シンポジウム4
症例検討による人工呼吸管理
中の早期リハビリテーション
の実際
座長：安藤守秀、神津　玲
演者：橋本周三、及川真人
討論者：中根正樹、小松由佳、
 　下西　德、森脇元希、
 　横山仁志
コメンテーター：安藤守秀、
 　　　　　山下康次

14:10〜14:42
一般口演 1
基礎研究
座長：小野寺睦雄

14:10〜15:00
教育講演 2
” 連携時代 ” における患者
支援とは～医療ソーシャル
ワーカーの視点から～
座長：陳　和夫
演者：山本みどり

14:10〜17:40
シンポジウム 2
（医工連携プログラム）
第一部
座長：多治見公高
演者：濱田祐治、井上　毅
第二部
座長：西田　修
演者：竹田正俊、佐原雅史
第三部
座長：中川　聡
演者：島田順一、松田兼一、
 山本清二

15:10〜18:10
シンポジウム1
地域包括ケアをささえる
地域密着型呼吸ケアの実現
座長：鮎川勝彦、長谷川隆一

演者：鮎川勝彦、吉岡　淳、
 春田良雄、原田典子

【基調講演】
演者：飯島勝矢

【オープニングリマーク】
演者：長谷川隆一

15:20〜17:20
ワークショップ
ARDS 文献レビュー
座長：讃井將満、藤野裕士
演者：大下慎一郎、則末泰博、
 青木善孝、瀬尾龍太郎、
 小尾口邦彦、福田龍将、
 中島幹男、櫻谷正明

17:30〜18:10
一般口演 2
医師臨床研究 1
座長：岡村　篤

17:30〜18:10
一般口演 4
OT/PT 臨床研究
座長：宮川哲夫

15:20〜16:00
一般口演 6
チーム医療
座長：石原英樹

16:10〜16:50
一般口演 7
医師臨床研究 2
座長：行岡秀和

17:00〜17:40
一般口演 8
医師臨床研究 3
座長：明石　学

17:50〜18:22
一般口演 9
新しい呼吸療法
座長：岡元和文

10:50〜11:00　開会挨拶

※第３会場は終日 APELSO2015 で使用

医工連携プログラム
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第７会場
1Ｆ　Room Ｄ

第８会場
1Ｆ　Room Ｅ

第９会場
5Ｆ　Room 510

小会場１・２
1Ｆ　Room Ｆ，Ｇ

ポスター会場１・２
2F  Room Ｉ 2F  Room J

第1日目　7月17日（金） The 37th Annual Meeting of the Japan Society of
Respiratory Care Medicine 

14:00〜17:00
一般社団法人日本呼吸療
法医学会セミナー第 17回
実技コース
体験せずして実践なし！

「呼吸療法を体験・実践してみ
たい方」「まずは自分で体験し
てみたい方」へ

（1）グラフィックモニタの見方
（2）ジャクソンリース回路
（3）NPPV の体験

一般社団法人日本呼吸療法医学会
セミナー委員会
委員長：江木　盛時

講師：阿部　世紀、石井　宣大
 今泉　　均、江木　盛時、
 大塚　将秀、鈴木　　聡
 竹内　宗之、橘　　一也
 南條　裕子、野口　裕幸
 藤本　潤一、森川　　亘
 山口　嘉一、山下　幸一

11:00〜11:40
一般口演 10
臨床工学チーム医療他
座長：春田良雄

11:00〜11:40
一般口演 11
看護臨床研究
座長：茂呂悦子

13:10〜13:50
一般口演 12
看護気道管理
座長：松本幸枝

14:00〜14:40
一般口演 13
看護教育
座長：大江理英

14:50〜15:30
一般口演 14
看護症例 1
座長：白坂雅子

15:40〜16:20
一般口演 15
看護症例 2
座長：井村久美子

16:30〜17:10
一般口演 16
臨床工学医療安全
座長：山下芳久

17:20〜18:00
一般口演 17
臨床工学ハイフロー他
座長：畑中祐也

12:10〜13:00
ランチョンセミナー 6
食道内圧測定はどのような患
者に用いるか？
座長：氏家良人
演者：竹内宗之
共催：アイ ･ エム ･ アイ㈱

13:10〜14:00
教育講演 4
Rapid response system の現
状と今後の課題
座長：時岡宏明
演者：藤谷茂樹

14:10〜15:00
教育講演 5
信頼できる診療ガイドライン
作成のための GRADEシステム
座長：槇田浩史
演者：南郷栄秀

15:10〜17:40
BCVシンポジウム
総合座長：小谷　透
第一部
COPD 患者に対する BCV 治療
の有効性
座長：岡田邦之
演者：門脇　徹、加藤聡之、
 伊藤倫之、山内克哉
第二部
小児科領域における BCV 治療
の有効性
座長：山内克哉
演者：岡田邦之

17:40〜18:10
委員会報告1
利益相反委員会 利益相反とはなにか
星　邦彦

9:00〜18:00
ポスター貼付・閲覧

：同時通訳あり

全員懇親会
18:20〜　　於：スワン・庭園


