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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

The 37th Annual Meeting of the Japan Society of
Respiratory Care Medicine 

9:00〜9:40
一般口演 27
ECMO 症例 1
座長：祖父江和哉

9:50〜10:30
一般口演 28
ECMO 症例 2
座長：田勢長一郎

10:40〜11:20
一般口演 29
医師臨床研究 4
座長：今泉　均

9:00〜9:40
一般口演 21
症例 / 合併症 1
座長：海塚安郎

9:50〜11:50
シンポジウム7
小児の呼吸不全管理の新
展開、次の手法をどの患者
に用いるか
座長：中川　聡、中村友彦
演者：小田　新、竹内宗之、
	 今中秀光、阿部世紀

14:30〜15:10
招請講演 5
End	of	life	decisions	in	ICU	in	Israel
座長：大村昭人
演者：David	Linton

9:00〜9:40
一般口演 18
看護 NPPV
座長：濱本実也

9:50〜10:30
一般口演 19
看護 RST
座長：林　真理

11:00〜11:50
招請講演 4
Assessing	&	managing	ICU		
delirium	–	What	is	the	evidence?
座長：布宮　伸
演者：Dale	Needham

12:00〜12:50
ランチョンセミナー7
Early	rehabilitation	in	the	ICU:	
Moving	back	to	the	future
座長：堀部達也
演者：Dale	Needham
共催：パラマウントベッド㈱

12:00〜12:50
ランチョンセミナー8
Non-invasive	positive	pressure	ventilation	
for	the	treatment	of	severe	stable	chronic	
obstructive	pulmonary	disease
座長：陳　和夫
演者：Mark	Elliot
共催：フクダ電子㈱ /
	 フクダライフテック㈱ /レスメド㈱

12:00〜12:50
ランチョンセミナー 9
人工呼吸器に求められること
～チーム医療の視点から～
座長：小谷　透
演者：青木和裕
共催：ドレーゲル・メディカルジャパン㈱

13:40〜14:20
一般口演 20
ECMO1
座長：大下慎一郎

13:40〜14:20
一般口演 22
自発呼吸トライアル
座長：相澤　純

13:40〜14:20
一般口演 30
CE 臨床工学研究
座長：木村政義

14:30〜15:10
一般口演 23
口腔ケア
座長：渡海裕文

14:30〜15:10
一般口演 31
医師臨床研究 5
座長：森永俊彦

15:20〜16:00
一般口演 24
排痰補助
座長：大家宗彦

15:20〜17:20
シンポジウム8
臨床工学技士の目指す呼吸
療法
座長：林　久美子、宮地哲也
演者：相嶋一登、谷脇裕介、
	 鵜澤吉宏、前田智美、
	 古田島　太16:10〜16:50

一般口演 25
ウイニング
座長：山下幸一

17:00〜17:40
一般口演 26
気道管理
座長：福光一夫

14:30〜15:00
委員会報告2
ECMOプロジェクト委員会
竹田晋浩
15:00〜17:30
シンポジウム6
わが国におけるECMO：
現状と可能性
座長：竹田晋浩、市場晋吾

演者：青景聡之、西田　修、
	 今井　寛、山口大介、
	 梅井菜央、齊藤　修
コメンテーター：Kenneth	Palmer

【Keynote	Lecture】
演者：Nicholas	Barrett

9:00〜9:40
特別企画

9:50〜11:50
パネルディスカッション
人工呼吸器離脱をチームで
実践する
座長：宇都宮明美、
	 田村富美子
演者：小谷　透、山本小奈実、
	 志馬伸朗、河合佑亮、
	 新井正康

13:40〜17:00
医療ガストラブル
ミニハンズオンセミナー
集中治療の現場で医療ガス
トラブルが起きたら貴方は
どう対処する？
代表責任者：尾崎孝平
スタッフ：	磨田　裕、森永俊彦、
	 寺田尚弘、相澤　純、
	 浅羽穣二、李　家文、
	 寺下一弥、松本栄始、
	 山本信章、石井宣大、
	 前田智美、林久美子、
	 木村政義、野口裕幸、
	 笠井　健、岡田　正、
	 真田一実、高野英一、
	 桑山和茂、田野雪絵、
	 西岡　純、原　直哉、
	 千葉祐子、田丸義之、
	 宇野宏志、細波丈晴、
	 嵯峨孝一、古川太志
	

第2日目　7月18日（土）

※第３会場は終日、第４会場は一部を除き APELSO2015 で使用

17:00〜17:10　閉会挨拶

ICU の呼吸理学療法は発展したか？
～シリーズ：老兵の侃侃諤諤～
座長：橋本　悟
演者：丸川征四郎



9

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

The 37th Annual Meeting of the Japan Society of
Respiratory Care Medicine 

9:00〜13:00
ポスター閲覧

13:00〜13:35
一般ポスター
1〜7

13:00〜13:35
一般ポスター
8〜14

13:35〜17:00
ポスター閲覧

17:00〜17:50
ポスター撤去

8:30〜9:00
ポスター貼付

13:10〜17:10
肺エコー診断の基本コース
ハンズオンワークショップ
コーディネーター ： 
鈴木昭広
チーフインストラクター ：
二階哲朗
インストラクター ： 
野村岳志・山田直人・宮崎祐也・
西周祐実・大宮浩揮・沖田寿一・
下薗崇宏

9:00〜9:40
一般口演 32
ECMO2
座長：升田好樹

9:00〜9:48
一般口演 34
症例 / 合併症 2
座長：宮庄浩司

9:58〜10:46
一般口演 35
症例 / 合併症 3
座長：山内順子

10:56〜11:36
一般口演 36
看護 VAP リハビリ
座長：櫻本秀明

10:40〜11:40
ミート・ザ・エキスパート2
睡眠時無呼吸と困難気道
座長：落合亮一
演者：陳　和夫、磯野史朗、
 落合亮一

9:50〜10:22
一般口演 33
ECMO3
座長：鈴木裕之

9:00〜11:00
シンポジウム9
NPPV：解決すべき諸問題
座長：坪井知正、富井啓介
演者：門脇　徹、永田一真、
 長谷川隆一、角　謙介、
 武知由佳子

11:00〜11:50
教育講演 6
医療事故調査と医療刑事事件
座長：山田芳嗣
演者：後藤貞人

13:40〜14:30
教育講演 7
呼吸器感染症と NETs
座長：小林敦子
演者：朝野和典

13:40〜15:40
シンポジウム10
人工呼吸器関連肺炎 update
座長：林　淑朗、志馬伸朗
演者：志馬伸朗、高倉俊二、
 岸本裕充、林　淑朗
特別発言：志馬伸朗

15:50〜17:50
第 10 回 HFOVフォーラム
症例報告・一般演題
RCTのその後
座長：大下慎一郎
演者：鷺島克之、望月　仁、
 櫻谷正明
HFOV 管理の注意点
ケーススタディ（会場参加型）
司会：櫻谷正明、横山俊樹
演者：檜垣　聡、松田憲昌、
 横山俊樹

14:40〜15:30
教育講演 8
換気メカニクスと肺障害に関
して
座長：磨田　裕
演者：萩平　哲

15:40〜16:30
教育講演 9
急性肺傷害：炎症性メディエー
タと細胞性ストレス応答
座長：藤野裕士
演者：佐和貞治

16:40〜17:30
教育講演 10
自己抜管、身体拘束、せん妄
座長：伊藤聡子
演者：卯野木　健

12:00〜12:50
ランチョンセミナー10
人工呼吸器 HAMILTON-G5 の
INTELLiVENT-ASV を使用した呼吸管理
座長：中根正樹
演者：Giorgio Iotti
共催：日本光電工業㈱

12:00〜12:50
ランチョンセミナー11
換気メカニクスから考える自発
呼吸サポート：PAV＋活用術
座長：讃井將満
演者：齋藤伸行
共催：コヴィディエンジャパン㈱

12:00〜12:50
会長企画
日本版・集中治療室における成人重症
患者に対する痛み・不穏・せん妄管理
のための臨床ガイドライン（J-PAD）
座長：鶴田良介
演者：布宮　伸

13:40〜14:20
一般口演 37
NPPV 在宅など ICU 外での
使用
座長：陳　和夫

14:30〜15:10
一般口演 38
NPPV 症例
座長：坪井知正

15:20〜16:00
一般口演 39
NPPV 臨床研究
座長：佐藤庸子

16:10〜16:50
一般口演 40
症例 / 合併症 4
座長：橘　一也

17:00〜17:40
一般口演 41
臨床研究
座長：磨田　裕

第2日目　7月18日（土）

：同時通訳あり

一般ポスター1 気道管理 座長：中沢弘一
一般ポスター 2 ウイニング 座長：星　邦彦
一般ポスター 3 人工呼吸サポート 1 座長：寺井岳三
一般ポスター 4 人工呼吸サポート 2 座長：今中秀光
一般ポスター 5 呼吸理学療法・リハビリテーション
   座長：木村雅彦
一般ポスター 6 ハイフローシステム 座長：中根正樹
一般ポスター 7 小児 座長：齊藤　修

一般ポスター 8 ECMO 座長：中野　実
一般ポスター 9 教育 座長：天谷文昌
一般ポスター10 臨床工学 座長：石井宣大
一般ポスター11 在宅人工呼吸他 座長：田中恵子
一般ポスター12 臨床研究 1 座長：内山昭則
一般ポスター13 臨床研究 2 座長：佐藤暢一
一般ポスター14 栄養 座長：藤本潤一


