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オンデマンド専用緊急特別企画

Gunshot Wound to the Chest（胸部銃創）
Alan Kawarai Lefor
（自治医科大学 名誉教授）

座長

讃井 將満

（自治医科大学附属さいたま医療センター 集中治療部）
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8月6日（土）

会長講演（PL1）

The 44th Annual Meeting , Japanese Society of
Respiratory Care Medicine

10：00 〜 10：30

第１会場（1階／G7）

第２日：８月７日（日）

BREAK THROUGH ～扉を開けよう～
讃井 將満（自治医科大学附属さいたま医療センター集中治療部）
座長：橋本 悟（NPO 法人 ICON）

理事長講演 / 特別功労賞授与式（PL2）

10：30 〜 11：10

第１会場（1階／G7）

呼吸療法の今後
藤野 裕士（大阪大学大学院医学系研究科

麻酔・集中治療医学教室）

座長：讃井 將満（自治医科大学附属さいたま医療センター集中治療部）

特別企画 1

第１日：８月６日（土）

第1日目

オンデマンド配信

若い医療従事者からの質問に何でも答えます
西村 ひろゆき
座長：讃井 將満（自治医科大学附属さいたま医療センター集中治療部）
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第１日：８月６日（土）

第1日目

8月6日（土）

海外招請講演（IL1）

The 44th Annual Meeting , Japanese Society of
Respiratory Care Medicine

11：20 〜 12：05

第１会場（1階／G7）

第２日：８月７日（日）

臨床研究のススメ：Physician-scientist という道。研究留学で世界を広げよう
長谷川 耕平（マサチューセッツ総合病院

救急部）

座長：西田 修（藤田医科大学医学部麻酔・侵襲制御医学講座）

海外招請講演（IL2）

11：20 〜 12：05

第３会場（1階／G5）

COVID-19 & ECMO in the UK
Nicholas Barrett（Guy’s and St Thomas’ NHS Foundation Trust & King’s
College London）
座長：小倉 崇以（済生会宇都宮病院 栃木県救命救急センター）

海外招請講演（IL3）

11：20 〜 12：05

第４会場（1階／G6）

ECMO support for severe COVID-19 ARDS in Europe
Matthieu Schmid（Pitie Salpetrière hospital, Paris, France.）
座長：大下 慎一郎（広島大学大学院医系科学研究科救急集中治療医学）
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教育セミナー

8月6日（土）

The 44th Annual Meeting , Japanese Society of
Respiratory Care Medicine

カッティングエッジ編（CE1）

第１会場（1階／G7）

－医療のデジタル化・高度化への経済社会の期待ー

山岡 浩巳（フューチャー株式会社取締役 CSO 兼フューチャー経済・金融研究
所長／経済同友会社会保障委員会副委員長／東京都チーフ国際金
融フェロー／デジタル通貨フォーラム座長）
座長：讃井 將満（自治医科大学附属さいたま医療センター集中治療部）

教育セミナー

カッティングエッジ編（CE2）

13：30 〜 14：10

第３会場（1階／G5）

呼吸器疾患に伴う肺高血圧・肺性心の呼吸循環管理
小林 求（社会医療法人北晨会恵み野病院・麻酔科）
座長：江木 盛時（京都大学大学院医学研究科・侵襲反応制御医学講座・
麻酔科学分野）

教育セミナー

カッティングエッジ編（CE3）

15：30 〜 16：10

第３会場（1階／G5）

「肺癌」と「肺移植」の現状について
芳川 豊史（名古屋大学

呼吸器外科）

座長：陳 和夫（日本大学医学部内科学系睡眠学分野 睡眠医学・呼吸管
理学講座）

教育セミナー

カッティングエッジ編（CE4）

14：20 〜 15：00

第４会場（1階／G6）

肺がんの進歩と薬物療法の歴史・現在の治療
長井 良昭（自治医科大学附属さいたま医療センター

呼吸器内科）

座長：佐藤 庸子（かわぐち心臓呼吸器病院）

教育セミナー

カッティングエッジ編（CE5）

16：55 〜 17：35

第４会場（1階／G6）

COPD の最新研究・最新診療
山口 泰弘（自治医科大学附属さいたま医療センター・呼吸器内科）
座長：平井 豊博（京都大学大学院医学研究科呼吸器内科学）
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第２日：８月７日（日）

経済界から医療界への要望

17：30 〜 18：10

第１日：８月６日（土）

第1日目

第１日：８月６日（土）

第1日目
教育セミナー

8月6日（土）

The 44th Annual Meeting , Japanese Society of
Respiratory Care Medicine

基礎編（ES1）

16：15 〜 16：45

第３会場（1階／G5）

第２日：８月７日（日）

睡眠時無呼吸症候群
林 正道（藤田医科大学岡崎医療センター

呼吸器内科）

座長：陳 和夫（日本大学医学部内科学系睡眠学分野 睡眠医学・呼吸管
理学講座）

教育セミナー

基礎編（ES2）

16：50 〜 17：20

第３会場（1階／G5）

小児呼吸器管理の基礎知識
石川 悠加（国立病院機構北海道医療センター・NIV センター）
座長：川崎 達也（静岡県立こども病院集中治療センター）

教育セミナー

基礎編（ES3）

17：25 〜 17：55

第３会場（1階／G5）

COVID-19 の薬物療法に関するガイドラインを比べてみる
寺山 毅郎（防衛医科大学校

精神科学講座）

座長：内田 寛治（東京大学大学院医学系研究科生体管理医学講座麻酔
科学）

教育セミナー

基礎編（ES4）

13：30 〜 14：15

第４会場（1階／G6）

胸膜疾患・肺外科手術手技・術後管理の基礎知識
坪地 宏嘉（自治医科大学呼吸器外科）
座長：柏 庸三（大阪はびきの医療センター集中治療科）

教育セミナー

基礎編（ES5）

15：05 〜 15：35

肺高血圧・肺性心・右心不全の基礎知識
長岡 鉄太郎（順天堂大学医学部呼吸器内科学講座）
座長：山口 嘉一（横浜市立市民病院 麻酔科）
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第４会場（1階／G6）

教育セミナー

8月6日（土）

基礎編（ES6）

The 44th Annual Meeting , Japanese Society of
Respiratory Care Medicine

17：40 〜 18：10

第４会場（1階／G6）

第２日：８月７日（日）

肺塞栓の基礎知識
山本 剛（日本医科大学付属病院・心臓血管集中治療科）
座長：柴田 純平（藤田医科大学岡崎医療センター麻酔科）

教育セミナー

基礎編（ES7）

13：30 〜 14：00

第５会場（3階／G303・304）

PICS (Post intensive care syndrome) up to date 2022
西田 修（藤田医科大学医学部

麻酔・侵襲制御医学講座）

座長：茂呂 悦子（自治医科大学附属病院）

教育セミナー

基礎編（ES8）

14：05 〜 14：35

第５会場（3階／G303・304）

呼吸器診療と遠隔医療－地域医療での実践を踏まえて－
立川 良（神戸市立医療センター中央市民病院

呼吸器内科）

座長：岸川 典明（愛知医科大学病院リハビリテーション部）

教育セミナー

基礎編（ES9）

14：40 〜 15：10

第５会場（3階／G303・304）

多職種のための人工呼吸療法
塩田 智美（順天堂大学大学院医学研究科呼吸器内科学）
座長：石原 英樹（八尾徳洲会総合病院呼吸器内科）

教育セミナー

基礎編（ES10）

15：15 〜 16：00

第１日：８月６日（土）

第1日目

第５会場（3階／G303・304）

慢性呼吸不全に対する在宅 NPPV, TPPV
～急性期からのパラダイムシフト、在宅での危機管理～
武知 由佳子（医療法人社団愛友会いきいきクリニック）
座長：島田 二郎（福島県立医科大学ふたば救急総合医療支援センター）
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第１日：８月６日（土）

第1日目
教育セミナー

8月6日（土）

The 44th Annual Meeting , Japanese Society of
Respiratory Care Medicine

基礎編（ES11）

16：05 〜 16：35

第５会場（3階／G303・304）

第２日：８月７日（日）

小児人工呼吸器患者と家族の声を反映した災害時の避難所モデル
笠井 健（北良株式会社）
座長：尾㟢 孝平（神戸百年記念病院麻酔集中治療部）

教育セミナー

基礎編（ES12）

16：40 〜 17：10

第５会場（3階／G303・304）

呼吸困難の生理学： Silent Hypoxemia の謎は解決したか
桑平 一郎（東海大学医学部付属東京病院・呼吸器内科）
座長：橋本 悟（NPO 法人 ICON）

教育セミナー

基礎編（ES13）

17：15 〜 17：45

第５会場（3階／G303・304）

NPPV 継続不能となり HFNC で長期間呼吸管理できた神経筋疾患の一例
坪井 知正（国立病院機構南京都病院

呼吸器センター）

座長：近藤 康博（公立陶生病院呼吸器・アレルギー疾患内科）

教育セミナー

基礎編（ES14）

17：50 〜 18：20

第５会場（3階／G303・304）

酸素あれこれ
坪井 知正（国立病院機構南京都病院・呼吸器疾患と神経難病のための呼吸ケ
アセンター）
座長：大塚 将秀（横浜市立大学附属市民総合医療センター集中治療部）

教育セミナー

基礎編（ES15）

13：30 〜 14：00

“失敗しない”経皮的拡張式気管切開のためのポイント
巽 博臣（札幌医科大学

医学部

集中治療医学）

座長：藤本 潤一（横浜労災病院）
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第６会場（3階／G301・302）

教育セミナー

8月6日（土）

基礎編（ES16）

The 44th Annual Meeting , Japanese Society of
Respiratory Care Medicine

14：05 〜 14：35

第６会場（3階／G301・302）

佐藤 格夫（愛媛大学医学部附属病院

救急科）

座長：関野 元裕（長崎大学大学院

教育セミナー

基礎編（ES17）

第２日：８月７日（日）

プロが教える外科的気管切開
麻酔集中治療医学）

14：40 〜 15：10

第６会場（3階／G301・302）

抜管後嚥下障害・喉頭機能障害の基礎知識
長谷川 隆一（獨協医科大学埼玉医療センター・集中治療科）
座長：清水 雄（筑波大学医学医療系麻酔科）

教育セミナー

基礎編（ES18）

15：15 〜 15：45

第６会場（3階／G301・302）

ハイフローセラピーをハブとして呼吸療法を考える
小尾口 邦彦（京都府立医科大学麻酔科学教室・集中治療部）
座長：丸山 一男（鈴鹿医療科学大学保健衛生学部救急救命学科）

教育セミナー

基礎編（ES19）

15：50 〜 16：20

第６会場（3階／G301・302）

人工呼吸の害と自発呼吸の害
小山 有紀子（大阪大学医学部附属病院

第１日：８月６日（土）

第1日目

集中治療部）

座長：竹内 宗之（大阪母子医療センター）
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第１日：８月６日（土）

第1日目

8月6日（土）

シンポジウム（SY1）

The 44th Annual Meeting , Japanese Society of
Respiratory Care Medicine

13：30 〜 15：10

第１会場（1階／G7）

第２日：８月７日（日）

呼吸療法とお金：2022 年診療報酬改定を最大限活かすには
座長：陳 和夫（日本大学医学部内科学系睡眠学分野 睡眠医学・呼吸管理学講座）
飯塚 悠祐（自治医科大学附属さいたま医療センター集中治療部）
SY1-1
呼吸療法・集中治療領域における 2022 年診療報酬改定〜概要解説〜
			 飯塚 悠祐（自治医科大学附属さいたま医療センター麻酔科）
SY1-2
目指せ！スーパー I C U 〜 2022 年診療報酬改定から将来を見据えて〜
			 赤塚 正幸（札幌医科大学医学部 集中治療医学）
SY1-3
急性期病院における集中治療関連の加算取得状況と当院の取り組みについて
			 神尾 直（湘南鎌倉総合病院・集中治療部）
SY1-4
遠隔 ICU の診療報酬化に向けた取り組みと将来展望
			 高木 俊介（公立大学法人横浜市立大学附属病院・集中治療部）

シンポジウム（SY2）

15：20 〜 17：20

第１会場（1階／G7）

気管切開患者管理について学ぼう
座長：布宮 伸（自治医科大学医学部麻酔科学・集中治療医学講座 集中治療医学部門）
清水 敬樹（東京都立多摩総合医療センター）
SY2-1
気管切開の時期と患者予後：ECMO 症例における時間依存性の関連
			 田中 愛子（大阪大学大学院医学系研究科 麻酔・集中治療医学教室／福井大学医学
部附属病院 集中治療部）
SY2-2
合併症例から学ぶ，当院における気管切開管理マニュアルの作成
			 松吉 健夫（東京都立多摩総合医療センター 救命救急センター）
SY2-3
急性重症脳疾患の気管切開タイミング：これまでとこれから
			 細川 康二（福井大学医学部 麻酔蘇生学）
SY2-4
頭頸部外科医が教える外科的気道確保とデカニューレションまでの管理
			 鈴木 政美（自治医科大学附属さいたま医療センター耳鼻咽喉・頭頸部外科）
SY2-5
言語聴覚士から見た咽喉頭機能評価、経口摂取の実際
			 森 隆志（総合南東北病院 口腔外科）
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8月6日（土）

The 44th Annual Meeting , Japanese Society of
Respiratory Care Medicine

パネルディスカッション（PD1）

13：30 〜 15：30

第２会場（1階／G8）

座長：田坂 定智（弘前大学呼吸器内科）
大下 慎一郎（広島大学大学院 救急集中治療医学）

呼吸療法
専門医
更新講習

PD1-1
ARDS 診療ガイドライン概説
			 安田 英人（自治医科大学附属さいたま医療センター救急科）
PD1-2
ARDS 診断
			 岡森 慧（済生会宇都宮病院
PD1-3
挿管前の呼吸管理
			 櫻谷 正明（JA 広島総合病院

呼吸器内科）
救急・集中治療科）

PD1-4
駆動圧、一回換気量制限、プラトー圧制限、PEEP を含めた肺保護換気
			 成田 知大（静岡県立総合病院 救命救急科）
PD1-5
ARDS における最適な PEEP とその設定方法とは？
			 片岡 惇（練馬光が丘病院 総合救急診療科 集中治療部門）
PD1-6
ARDS 診療ガイドライン 2022 〜ステロイド〜
			 吉廣 尚大（JA 尾道総合病院 薬剤部）
PD1-7
早期リハビリテーションに関する標準治療の整理と最新知識
			 對東 俊介（広島大学病院診療支援部リハビリテーション部門）
PD1-8
小児 ARDS 患者管理
			 竹内 宗之（大阪母子医療センター集中治療科）

パネルディスカッション（PD2）

15：40 〜 16：40

第２会場（1階／G8）

周術期肺合併症について勉強しよう
座長：渕上 竜也（琉球大学病院麻酔科・集中治療部）
江木 盛時（京都大学大学院医学研究科・侵襲反応制御医学講座・麻酔科学分野）
PD2-1
周術期肺合併症の術前リスクと術前予防対策
			 江木 盛時（京都大学大学院医学研究科・侵襲反応制御医学講座・麻酔科学分野）
PD2-2
周術期肺合併症リスク軽減を目指した術中管理
			 日笠 友起子（国立がん研究センター中央病院・麻酔 ･ 集中治療科）
PD2-3
周術期肺合併症リスク軽減を目指した術後管理
			 石井 賢二（聖路加国際病院 集中治療科）
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第２日：８月７日（日）

スタンダードを超えて：
ARDS ガイドライン作成メンバーによる標準治療の整理と最新知識

第１日：８月６日（土）

第1日目

第１日：８月６日（土）

第1日目

8月6日（土）

The 44th Annual Meeting , Japanese Society of
Respiratory Care Medicine

パネルディスカッション（PD3）

16：50 〜 18：20

第２会場（1階／G8）

第２日：８月７日（日）

ARDS の原因疾患を探そう
座長：田坂 定智（弘前大学呼吸器内科）
志馬 伸朗（広島大学大学院医系科学研究科救急集中治療医学）
コメンテータ：小谷 透（昭和大学病院

集中治療科）

PD3-1
ARDS の診断における呼吸器内科医の関わり −当院での取り組み−
			 岡森 慧（済生会宇都宮病院 呼吸器内科）
PD3-2
ARDS の原因疾患をさがそう - 気管支肺胞洗浄・肺生検の役割 			 緒方 嘉隆（八尾徳洲会総合病院・救急集中治療科）
PD3-3
ARDS の原因検索 〜救急集中治療医の観点から〜
			 島谷 竜俊（広島大学大学院 医系科学研究科 救急集中治療医学）

チャレンジケース（CC）

16：25 〜 17：55

第６会場（3階／G301・302）

座長：中根 正樹（山形大学医学部附属病院 救急部 高度集中治療センター）
CC-1
巨大縦隔腫瘍の手術に際して計画的に V-A ECMO を導入した 1 例
			 東 晶子（千葉大学大学院医学研究院 救急集中治療医学）
CC-2
気管腕頭動脈瘻から大量喀血をきたした１例
			 平田 旭（中部徳洲会病院）
CC-3
気道緊急ハイリスク例への硬性鏡下手術における ECMO
			 皆川 裕祐（済生会宇都宮病院）
CC-4	胸部動態ポータブル X 線画像により腹臥位療法後の換気改善が示唆された重症
COVID19 肺炎の 1 例
			 昆 祐理（聖マリアンナ医科大学 救急医学）
CC-5
演題取り下げ
			
CC-6	晩期の Extracorporeal Membrane Oxygenation が有用であった新型コロナウイルス
感染症による急性呼吸窮迫症候群の 1 例
			 下山 京一郎（東京医科大学病院 救命救急センター）
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スポンサードセミナー

14：20 〜 15：20

第３会場（1階／G5）

座長：小倉 崇以（済生会宇都宮病院 栃木県救命救急センター）
TEG(thromboelastography) の原理，測定パラメータとその解釈について
			 吉永 晃一（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）
ECMO 管理に TEG6s®をどのように利用するか
			 岩崎 夢大（東北大学大学院医学系研究科

麻酔科学周術期医学分野）
共催：ヘモネティクスジャパン合同会社

ランチョンセミナー（LS1）

12：20 〜 13：20

第１会場（1階／G7）

今こそ考えよう！呼吸数と SpO2 遠隔モニタリング最前線
座長：垣花 学（琉球大学大学院医学研究科

麻酔科学講座）

LS1-1
院内における呼吸管理：呼吸数モニタリングの重要性
			 石川 真士（日本医科大学付属病院麻酔科・ペインクリニック）
LS1-2
自宅療養者を救え！新型コロナ在宅往診チームの軌跡と奇跡
			 守上 佳樹（医療法人双樹会 よしき往診クリニック）
共催：マシモジャパン株式会社

ランチョンセミナー（LS2）

12：20 〜 13：20

第２会場（1階／G8）

ECMO 管理における血行動態モニタリング
小倉 崇以（済生会宇都宮病院 救急・集中治療科／栃木県救命救急センター
／日本 ECMOnet）
座長：藤野 裕士（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）
共催：エドワーズライフサイエンス株式会社
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第１日：８月６日（土）

第1日目

第１日：８月６日（土）

第1日目
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ランチョンセミナー（LS3）

12：20 〜 13：20

第３会場（1階／G5）

第２日：８月７日（日）

いま，大きく変わる非侵襲的呼吸管理 〜 NPPV，HFNC，そして・・・
横山 俊樹（公立陶生病院 呼吸器・アレルギー疾患内科／公立陶生病院
急部集中治療室）

救

座長：富井 啓介（神戸市立医療センター中央市民病院呼吸器内科）
共催：フクダ電子株式会社／フクダライフテック株式会社

ランチョンセミナー（LS4）

12：20 〜 13：20

第４会場（1階／G6）

抜管後の iNO を考える
〜挿管中だけじゃない！ネーザルハイフローを用いた呼吸器離脱における iNO の有用性〜
井上 信幸（社会医療法人北斗

北斗病院

心臓血管外科）

座長：中根 正樹（山形大学医学部附属病院 救急部 高度集中治療センター）
共催：マリンクロット ファーマ株式会社

ランチョンセミナー（LS5）

12：20 〜 13：20

第５会場（3階／G303・304）

Percussion ventilator における気道クリアランスの有効性
緒方 健一（おがた小児科内科医院）
座長：宮川 哲夫（高知リハビリテーション専門職大学）
共催：株式会社 RSL

コーヒーブレイクセミナー（CB1）

15：45 〜 16：45

第４会場（1階／G6）

本邦の呼吸療法における、吸入薬剤投与再考のためのガイダンス
- 振動メッシュネブライザーの活用
座長：志馬 伸朗（広島大学大学院 医系科学研究科 救急集中治療医学）
CB1-1	人工呼吸器の配管内に分散された吸入液剤並びに吸入エアゾール剤の粒子径及び肺送
達性
			 岡本 浩一（名城大学薬学部薬物動態制御学研究室）
CB1-2
人工呼吸管理中の患者に対する気管支拡張薬の投与法
			 則末 泰博（東京ベイ・浦安市川医療センター 救急・集中治療科
東京ベイ・浦安市川医療センター 呼吸器内科）

集中治療部門／

共催：コヴィディエンジャパン株式会社／フクダ電子株式会社／Aerogen Limited
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14：00 〜 15：30

ハンズオンセミナー会場1（3階／G318）

第２日：８月７日（日）

人工呼吸ハンズオンセミナー：
P/Vtool を用いた PEEP 設定と食道内圧が計測できない場合の強い吸気努力の判断
コーディネーター：
			 中島 幹男（都立広尾病院救命救急センター）
共催・協力：日本光電工業株式会社

ハンズオンセミナー

17：00 〜 18：30

ハンズオンセミナー会場2（3階／G319）

EIT を使ってみよう
コーディネーター：
			 塩塚 潤二（自治医科大学附属さいたま医療センター麻酔科・救急科・集中治療部）
			 則末 泰博（東京ベイ・浦安市川医療センター救急・集中治療科）
共催・協力：コヴィディエンジャパン株式会社

ハンズオンセミナー

15：45 〜 18：45

第１日：８月６日（土）

第1日目

ハンズオンセミナー会場3（3階／G320）

ECMO ハンズオンセミナー
コーディネーター：
			 小倉 崇以（済生会宇都宮病院救急・集中治療科）
インストラクター：
			 小倉 崇以（済生会宇都宮病院救急・集中治療科）
			 萩原 祥弘（済生会宇都宮病院救急集中治療科）
			 藤田 健亮（済生会宇都宮病院救急・集中治療科）
			 勝田 賢（東北大学病院 高度救命救急センター）
			 箱崎 貴大（福島県立医科大学）
			 石田 時也（太田西の内病院）
			 濱口 純（東京都立多摩総合医療センター）
			 笠原 道（東京都立多摩総合医療センター）
			 星野 耕大（福岡大学）
			 大下 慎一郎（広島大学大学院医系科学研究科救急集中治療医学）
共催：NPO 法人 日本 ECMOnet
協力：泉工医科工業株式会社／テルモ株式会社／
ゲティンゲグループ・ジャパン株式会社
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13：30 〜 14：15

第７会場（3階／G312・313）

第２日：８月７日（日）

研究：看護 1
座長：林 真理（製鉄記念八幡病院看護部）
O1-1	人工呼吸器装着患者への看護ケアが生理的な変化に及ぼす影響
			 蓬田 淳（自治医科大学附属さいたま医療センター 看護部）
O1-2	気管内チューブの固定に使用する医療用粘着テープで発生する皮膚障害とその要因
			 阿久津 麻実（自治医科大学附属さいたま医療センター 看護部）
O1-3	リクライニング角度・背もたれが胸郭・腹壁の広がりに与える影響
			 山田 修平（東京医療保健大学 和歌山看護学部）
O1-4	A 病院 GICU における早期経腸栄養の実態調査
			 山田 真衣（埼玉医科大学総合医療センター）
O1-5	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（大分県立病院 看護部 ICU）

一般演題口演（O2）

14：25 〜 15：10

第７会場（3階／G312・313）

チーム医療
座長：柴田 純平（藤田医科大学岡崎医療センター麻酔科）
O2-1	集中治療室退室後の活動レベルの実態と課題の検討
			 福家 寛樹（公立陶生病院）
O2-2	在宅酸素療法患者に対する退院指導についての検討
			 中村 紀子（広島医療生活協同組合 広島共立病院）
O2-3	A 病院初の TPPV 装着患者受け入れに向けた病棟教育について
			 大里 祐一（公益社団法人 福岡医療団 たたらリハビリテーション病院
設等病棟）

障害者施

O2-4	緩和ケアを導入した福山型先天性筋ジストロフィーの 1 例
			 南野 初香（総合病院聖隷三方原病院 小児科／総合病院聖隷三方原病院
療育センター）

おおぞら

O2-5	当院における RST 発足の経緯と課題
			 島津 勇三（一般財団法人脳神経疾患研究所附属総合南東北病院）
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15：20 〜 16：05

第７会場（3階／G312・313）

座長：近藤 康博（公立陶生病院呼吸器・アレルギー疾患内科）
O3-1	呼気ポートによる在宅用人工呼吸器換気量測定への影響
			 木村 政義（兵庫医科大学病院 臨床工学部）
O3-2	在宅用人工呼吸器・ピークフローと圧波形の比較
			 木村 政義（兵庫医科大学病院 臨床工学部）
O3-3	CPAP 用ネーザルマスクが睡眠の質に与える影響の解析
			 遠藤 義幸（新潟大学地域医療教育センター 魚沼基幹病院

臨床工学科）

O3-4	在宅呼吸療法機器のリコール問題への対応
			 屋比久 健（医療法人徳洲会 南部徳洲会病院）
O3-5	在宅人工呼吸器の機種選定に難渋した一例
			 李 彩聖（JA 茨城県厚生連 総合病院 土浦協同病院）

一般演題口演（O4）

16：15 〜 17：00

第７会場（3階／G312・313）

ハイフローシステム
座長：古田島 太（埼玉医科大学国際医療センター集中治療科）
O4-1	フルフェイスマスクと PEEP 弁を用いて経鼻高流量酸素療法の PEEP を調整可能に
する
			 小野寺 悠（山形大学医学部附属病院 高度集中治療センター／山形大学医学部附属
病院 麻酔科）
O4-2	HFNC（High Flow Nasal Canula）におけるマスク着用の有無や種類が CO2 洗い流し
効果へ及ぼす影響について
			 脇田 真梨菜（広島国際大学 保健医療学部 医療技術学科 臨床工学専攻）
O4-3	ハイフローネーザルカヌラの使用が院内液化酸素消費量へ及ぼす影響について
			 小林 亜理沙（東京都済生会中央病院）
O4-4	HFNC(high flow nasal cannula) の使用経験とクライテリア導入による効果
			 篠田 友紀（地方独立行政法人下関市立市民病院）
O4-5	自発呼吸を模擬した豚肺を使用した高流量酸素療法下エアロゾル吸入療法の効果に関
する検討
			 斉藤 航（順天堂大学医学部附属浦安病院）
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第１日：８月６日（土）

第1日目
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13：30 〜 14：25

第８会場（3階／G314・315）

第２日：８月７日（日）

リハビリテーション 1
座長：森沢 知之（順天堂大学保健医療学部理学療法学科）
O5-1	体外式膜型人工肺離脱後の重症 ARDS 患者に対する急性期作業療法が認知機能改善に
有用であった 1 例
			 高畑 幸弘（日本医科大学付属病院リハビリテーション科）
O5-2	急性拒絶後の栄養管理と運動療法が身体機能の改善に奏功した脳死肺移植症例の術後
リハビリテーションの経験
			 竹内 里奈（長崎大学病院 リハビリテーション部）
O5-3	MI-E を用いて一般的な推奨圧よりも低圧での排痰を行い無気肺の改善が得られた筋
萎縮性側索硬化症（ALS）の一例
			 布野 敬一（亀田総合病院 リハビリテーション室）
O5-4	ICU 獲得性筋力低下を生じた重症患者における退院時の運動機能に影響する因子の検討
			 名倉 弘樹（長崎大学病院 リハビリテーション部／長崎大学大学院 医歯薬学総合
研究科 医療科学専攻 理学療法学分野）
O5-5	重症 COVID-19 集中治療後の身体機能障害に対するリハビリテーションの効果
			 後藤 圭（社会医療法人 製鉄記念八幡病院 リハビリテーション部）
O5-6	演題取り下げ
			

一般演題口演（O6）

14：35 〜 15：30

第８会場（3階／G314・315）

リハビリテーション 2
座長：花田 匡利（長崎大学病院リハビリテーション部）
O6-1	ECMO 管理中の COVID-19 患者における Early mobilization の実施を経験して
			 堅田 紘頌（聖マリアンナ医科大学病院 リハビリテーションセンター）
O6-2	体外式膜型人工肺を導入した重症 COVID-19 患者における大腿四頭筋筋厚の推移
			 韮澤 光太郎（聖マリアンナ医科大学病院 リハビリテーションセンター）
O6-3	救命救急センター入室時の脊柱起立筋横断面積評価の有用性について
			 杉谷 竜司（近畿大学病院リハビリテーション部）
O6-4	人工呼吸を要する重症 COVID-19 患者における ICU-acquired weakness のリスク因子
と歩行自立に及ぼす影響
			 山田 莞爾（神戸市立医療センター中央市民病院 リハビリテーション技術部／神戸
大学大学院 保健学研究科）
O6-5	間質性肺疾患患者における運動持続時間に対する酸素療法 responder の呼吸循環的特
徴
			 平澤 純（公立陶生病院 中央リハビリテーション部）
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リハビリテーション職種への気管吸引教育の実施状況
鵜澤  吉宏（亀田総合病院 リハビリテーション事業管理部）

15：40 〜 16：25 第８会場（3階／G314・315）

気道管理
座長：大西 淳司（香川県立中央病院麻酔科）
O7-1

心肺停止をきたした食道癌縦隔リンパ節再発患者の気管狭窄に対して非侵襲的陽圧換
気が著効した１例
江島  隆平（横浜労災病院／横浜市立大学附属市民総合医療センター）

O7-2

挿管困難により気管切開を要した、気道熱傷既往脳死肺移植手術の一症例
廣津  聡子（京都大学医学部附属病院 麻酔科）

O7-3

気管切開後の気管狭窄を有する患者に対して複数回の気道確保を行った１例
及川  莉沙（東京女子医科大学病院 麻酔科）

O7-4

巨大甲状腺腫瘍による気道狭窄を伴う閉塞性大腸癌の麻酔経験
吉川  晃士朗（大垣市民病院）

O7-5

外科的気管切開術後に血餅による下気道閉塞をきたし VV-ECMO を緊急導入し救命し
た多発性外傷の一例
湯川  高寛（ジャパンメディカルアライアンス海老名総合病院）

一般演題口演（O8）

16：35 〜 17：20 第８会場（3階／G314・315）

感染症
座長：方山 真朱（自治医科大学 麻酔科学・集中治療医学講座 集中治療医学部門）
O8-1

特発性上部食道穿孔から降下性壊死性縦隔炎、急性膿胸、敗血症を発症したものの救
命し得た 1 治験例
菅野  雅之（伊勢崎市民病院 呼吸器外科）

O8-2

重症肺炎による敗血症性ショックを呈して判明した結腸気管支瘻の一例
江頭  崇（長崎みなとメディカルセンター 集中治療科）

O8-3

猫の多頭飼育歴と偽膜形成の所見から Corynebacterium ulcerans による重症肺炎を
疑い V-V ECMO により救命し得た症例
高橋  慶彦（前橋赤十字病院）

O8-4

COVID-19 肺炎後に膿胸や肺膿瘍を併発した 6 症例
内海  秀（広島大学大学院 救急集中治療医学）

O8-5

COVID-19 肺炎感染後に急激に増悪した string test 陽性クレブシエラ肺炎の一例
合田  慶介（独立行政法人労働者健康安全機構香川労災病院）
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第２日：８月７日（日）

一般演題口演（O7）

第１日：８月６日（土）

第1日目

第１日：８月６日（土）

第1日目

8月6日（土）

一般演題口演（O9）

The 44th Annual Meeting , Japanese Society of
Respiratory Care Medicine

13：30 〜 14：15

第９会場（3階／G316・317）

第２日：８月７日（日）

搬送・医療安全
座長：藤田 健亮（済生会宇都宮病院救急・集中治療科）
O9-1	当院臨床工学部における酸素療法関連機器の安全管理体制の構築
			 神谷 敏之（医療法人徳洲会 南部徳洲会病院 臨床工学部）
O9-2	非常時における人工呼吸器対応マニュアルの作成と運用
			 菅原 望希（旭川赤十字病院 医療技術部 臨床工学部門）
O9-3	ECMO Car 導入の経験〜準備から運行開始まで〜
			 岸本 万寿実（札幌医科大学附属病院 臨床工学部）
O9-4	High Flow Nasal Cannula 装着患者を救急医療用ヘリコプターで病院間搬送を行った
経験
			 吉澤 祐貴（信州大学医学部附属病院）
O9-5	気胸を伴う肺移植レシピエントを人工呼吸器管理下にヘリコプターによる長距離施設
間搬送を行った経験
			 朴 啓俊（自治医科大学附属さいたま医療センター 麻酔・集中治療部）

一般演題口演（O10）

14：25 〜 15：10

第９会場（3階／G316・317）

症例：COVID-19 に対する ECMO
座長：清水 敬樹（東京都立多摩総合医療センター）
O10-1	覚醒下での ECMO 管理を経て人工呼吸器から離脱した重症 COVID-19 肺炎の 1 例
			 近藤 夏樹（千葉県救急医療センター 集中治療科）
O10-2	妊娠後期に COVID-19 肺炎を発症し、出産後に巨大気瘤・両側気胸のため VV-ECMO
管理を要した症例
			 山嶋 誠一（新潟大学医歯学総合病院 高次救命災害治療センター）
O10-3	重 症 COVID-19 患 者 の 緊 張 性 縦 隔 気 腫 に 対 し て VA-ECMO を bridging し て VVECMO で管理した 1 例
			 水野谷 和之（北海道大学病院麻酔科・集中治療部）
O10-4	重症 COVID-19 肺炎患者における VV-ECMO 装着中の腹臥位療法
			 原 まどか（大阪大学医学部附属病院集中治療部）
O10-5	新型コロナウイルス感染症における体外式膜型人工肺導入症例のケースシリーズ
			 前沢 洋介（獨協医科大学 埼玉医療センター 集中治療科）
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8月6日（土）

一般演題口演（O11）
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15：20 〜 16：05

第９会場（3階／G316・317）

座長：飯塚 悠祐（自治医科大学附属さいたま医療センター集中治療部）
O11-1	VV ECMO による長期管理を要した肺化膿症の 1 例
			 米田 龍平（東京都立多摩総合医療センター ECMO センター）
O11-2	VA-ECMO を含む集学的治療により救命し得た溺水による心肺停止の一例
			 岩崎 直也（長崎大学大学院麻酔集中治療医学）
O11-3	間質性肺炎の術後急性増悪に対して VV-ECMO を使用し救命し得た１例
			 西科 雄太（公立陶生病院 呼吸器・アレルギー疾患内科）
O11-4	V-V ECMO 管理下に気管内腫瘍生検・切除術を行い救命できた一例
			 浅田 萌々子（広島大学大学院 救急集中治療医学）
O11-5	V-V ECMO を要する重症 COVID-19 肺炎の管理中に発生した気胸に対して、胸腔ド
レーンを留置したが、大量出血を来した１例
			 中山 賢人（佐賀大学 医学部附属病院 高度救命救急センター）

一般演題口演（O12）

16：15 〜 17：10

第９会場（3階／G316・317）

症例：ECMO2
座長：藤塚 健次（前橋赤十字病院

高度救命救急センター

集中治療科・救急科）

O12-1	くも膜下出血に伴う神経原生肺水腫に対し、VV-ECMO により救命した１例
			 高野 啓佑（奈良県総合医療センター 救急科）
O12-2	子宮筋腫合併妊娠の出産直後に右房内血栓の出現と消失を繰り返し VA-ECMO を必要
とした肺血栓塞栓症の 1 例
			 齋藤 俊祐（自治医科大学 麻酔科学・集中治療医学講座 集中治療医学部門）
O12-3	未分化大細胞リンパ腫による気道閉塞に伴う呼吸不全に対して、VV ECMO 下での化
学療法が奏功した一例
			 丸山 隼一（福岡大学病院 救命救急センター / ECMO センター）
O12-4	COVID-19 肺炎に対する ECMO 管理中に肺動脈仮性瘤を合併した一例
			 豊田 幸樹年（済生会横浜市東部病院 救命救急センター）
O12-5	心停止前の V-A ECMO 導入で救命しえた敗血症性ショックの一例
			 飯野 竜彦（岸和田徳洲会病院救命センター）
O12-6	重 症 COVID-19 肺 炎 の VV-ECMO(Venovenous extracorporeal membrane oxygenation)
管理中に発症したヘパリン起因性血小板減少症 (HIT: Heparin induced thrombocytopenia)
の診断と抗凝固管理に TEG(Thromboelastography) が有用だった一例
			 深野 賢太朗（自治医科大学附属さいたま医療センター）
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第２日：８月７日（日）

症例：ECMO1

第１日：８月６日（土）

第1日目

第１日：８月６日（土）

第1日目

8月6日（土）

一般演題口演（O13）
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17：20 〜 18：05

第９会場（3階／G316・317）

第２日：８月７日（日）

臨床研究：ECMO
座長：吉永 晃一（自治医科大学さいたま医療センター）
O13-1	VV ECMO でも PaO2 高値を示すことがある
			 中村 智之（藤田医科大学 医学部 麻酔・侵襲制御医学講座）
O13-2	VV ECMO を使用した COVID-19 患者におけるカニューレサイズの影響 -CRISIS デー
タを利用した臨床研究 			 和田 健志郎（札幌医科大学医学部 救急医学講座／帯広厚生病院 救急科）
O13-3	重症急性呼吸窮迫症候群の ECMO 短期離脱と関連する胸部 CT 画像所見の抽出
			 錦見 満暁（広島大学大学院 救急集中治療医学）
O13-4	人工呼吸器管理期間と VV-ECMO 適応の単施設後方視的検討
			 藤塚 健次（前橋赤十字病院 高度救命救急センター 集中治療科・救急科）
O13-5	人工呼吸管理を受けた COVID-19 症例における ECMO 導入患者と非導入患者での出血
合併症の頻度比較
			 河内 章（前橋赤十字病院 集中治療科・救急科）
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8月7日（日）

特別企画 2
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13：30 〜 14：30

第１会場（1階／G7）

第２日：８月７日（日）

ビデオインタビュー「COVID-19 の経験と課題」
インタビュイー：尾身 茂（公益財団法人結核予防会理事長）
インタビュアー：讃井 將満（自治医科大学附属さいたま医療センター集中治療部）

海外招請講演（IL4）

15：10 〜 15：55

第２会場（1階／G8）

Diaphragmatic electrical activity monitoring: a new parameter in critical care.
Guillaume Emeriaud（University of Montreal）
座長：吉田 健史（大阪大学大学院医学研究科

海外招請講演（IL5）

麻酔・集中治療医学教室）

11：15 〜 12：00

第３会場（1階／G5）

Determinants of respiratory drive in critically ill patients
Tommaso Mauri（University of Milan, Italy）
座長：倉橋 清泰（国際医療福祉大学成田病院）

海外招請講演（IL6）

13：30 〜 14：15

第１日：８月６日（土）

第2日目

第４会場（1階／G6）

Transpulmonary pressure and esophageal manometry
Robinder G. Khemani（Children’s Hospital Los Angeles, University of Southern
California, Los Angeles,USA）
座長：竹内 宗之（大阪母子医療センター）
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第１日：８月６日（土）

第2日目
教育セミナー

8月7日（日）

The 44th Annual Meeting , Japanese Society of
Respiratory Care Medicine

カッティングエッジ編（CE6）

11：15 〜 11：55

第２会場（1階／G8）

第２日：８月７日（日）

間質性肺疾患の最新研究・最新診療
半田 知宏（京都大学大学院医学研究科・呼吸不全先進医療講座／京都大学大
学院医学研究科・呼吸器内科学）
座長：近藤 康博（公立陶生病院呼吸器・アレルギー疾患内科）

教育セミナー

カッティングエッジ編（CE7）

14：55 〜 15：35

第４会場（1階／G6）

非侵襲的陽圧換気を見直そう
横山 俊樹（公立陶生病院 呼吸器・アレルギー疾患内科／公立陶生病院
急部・集中治療室）

救

座長：近藤 康博（公立陶生病院呼吸器・アレルギー疾患内科）

教育セミナー

カッティングエッジ編（CE8）

9：00 〜 9：40

第６会場（3階／G301・302）

呼吸療法における個別化医療の最先端
橋本 明佳（大阪大学大学院医学系研究科

麻酔集中治療医学教室）

座長：川前 金幸（山形大学医学部麻酔科学講座）

教育セミナー

基礎編（ES20）

10：40 〜 11：10

第２会場（1階／G8）

間質性肺疾患の基礎知識
岡森 慧（済生会宇都宮病院

呼吸器内科）

座長：平井 豊博（京都大学大学院医学研究科呼吸器内科学）

教育セミナー

基礎編（ES21）

患者の重症化を防ぎたい

オンデマンド配信

RRS と EWS の最近の話題と展望

野口 綾子（東京医科歯科大学大学院保健衛生学研究科 看護先進科学専攻 災
害・クリティカルケア看護学分野）
座長：橋本 悟（NPO 法人 ICON）
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教育セミナー

8月7日（日）
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基礎編（ES22）

9：00 〜 9：30

第４会場（1階／G6）

小林 忠宏（山形大学医学部附属病院

第２日：８月７日（日）

急性呼吸不全のフィジカルアセスメント
救急科）

座長：尾㟢 孝平（神戸百年記念病院麻酔集中治療部）

教育セミナー

基礎編（ES23）

9：35 〜 10：05

第４会場（1階／G6）

ICU 再入室を掘り下げる
橋場 英二（弘前大学医学部附属病院

集中治療部）

座長：則末 泰博（東京ベイ・浦安市川医療センター）

教育セミナー

基礎編（ES24）

10：10 〜 10：40

第４会場（1階／G6）

造血幹細胞移植関連肺疾患
賀古 真一（自治医科大学附属さいたま医療センター

血液科）

座長：富井 啓介（神戸市立医療センター中央市民病院呼吸器内科）

教育セミナー

基礎編（ES25）

10：45 〜 11：15

第４会場（1階／G6）

当院における EIT 使用経験
岩田 博文（大阪大学大学院医学系研究科

麻酔集中治療医学講座）

座長：中根 正樹（山形大学医学部附属病院 救急部 高度集中治療セン
ター）

教育セミナー

基礎編（ES26）

11：20 〜 11：50

第１日：８月６日（土）

第2日目

第４会場（1階／G6）

DNAR の諸問題：正しい運用への提案
則末 泰博（東京ベイ・浦安市川医療センター）
座長：増山 智之（自治医科大学附属さいたま医療センター 集中治療部）
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第１日：８月６日（土）

第2日目
教育セミナー

8月7日（日）

The 44th Annual Meeting , Japanese Society of
Respiratory Care Medicine

基礎編（ES27）

14：20 〜 14：50

第４会場（1階／G6）

第２日：８月７日（日）

臨床に役立つ『VV-ECMO の生理学』
萩原 祥弘（済生会宇都宮病院

救急集中治療科）

座長：増山 智之（自治医科大学附属さいたま医療センター 集中治療部）

教育セミナー

基礎編（ES28）

9：00 〜 9：30

第５会場（3階／G303・304）

集中治療室におけるステロイド：適応・効果・副作用の整理
大下 慎一郎（広島大学大学院医系科学研究科救急集中治療医学）
座長：方山 真朱（自治医科大学 麻酔科学・集中治療医学講座 集中治療
医学部門）

教育セミナー

基礎編（ES29）

9：35 〜 10：05

第５会場（3階／G303・304）

集中治療室で働く医療者のためのお薬手帳：その処方薬，中止しますか？
太田 浩平（広島大学大学院救急集中治療医学）
座長：吉田 健史（大阪大学大学院医学系研究科
教室）

教育セミナー

基礎編（ES30）

10：10 〜 10：40

麻酔・集中治療医学

第５会場（3階／G303・304）

呼吸器グラフィック基礎・応用
小野寺 悠（山形大学医学部附属病院高度集中治療センター）
座長：大塚 将秀（横浜市立大学附属市民総合医療センター集中治療部）

教育セミナー

基礎編（ES31）

10：45 〜 11：15

第５会場（3階／G303・304）

VR を用いた医学教育の未来
細木 豪（株式会社ジョリーグッド

営業戦略部）

座長：尾㟢 孝平（神戸百年記念病院麻酔集中治療部）
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教育セミナー

8月7日（日）

The 44th Annual Meeting , Japanese Society of
Respiratory Care Medicine

基礎編（ES32）

11：20 〜 11：50

第５会場（3階／G303・304）

川上 大裕（飯塚病院

集中治療科）

座長：布宮 伸（自治医科大学医学部麻酔科学・集中治療医学講座 集中
治療医学部門）

教育セミナー

基礎編（ES33）

15：10 〜 15：40

第５会場（3階／G303・304）

呼吸仕事を理解する
島谷 竜俊（広島大学大学院

医系科学研究科

救急集中治療医学）

座長：大下 慎一郎（広島大学大学院 救急集中治療医学）

教育セミナー

基礎編（ES34）

9：45 〜 10：15

第６会場（3階／G301・302）

在宅酸素療法について学ぼう：疫学、適応、診療の実態、遠隔診療、現場の苦労
佐藤 晋（京都大学大学院医学研究科呼吸管理睡眠制御学）
座長：阿部 信二（東京医科大学呼吸器内科学分野）

教育セミナー

基礎編（ES35）

10：20 〜 10：50

第６会場（3階／G301・302）

最新呼吸器パラメーターの整理：経肺圧、P 0.1、R/I index、Mechanical power、
Volumetric Capnography など
庄野 敦子（昭和大学医学部集中治療医学講座）
座長：内山 昭則（大阪大学医学部附属病院集中治療部）

教育セミナー

基礎編（ES36）

10：55 〜 11：25

第６会場（3階／G301・302）

新生児の呼吸管理基礎 「余命 80 年」への肺保護戦略
寺澤 大祐（岐阜県総合医療センター・新生児内科）
座長：志馬 伸朗（広島大学大学院救急集中治療医学）
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シンポジウム（SY3）

9：00 〜 11：00

第１会場（1階／G7）

第２日：８月７日（日）

COVID-19 総括：次のパンデミックに活かすために
座長：小倉 崇以（済生会宇都宮病院 栃木県救命救急センター）
清水 敬樹（東京都立多摩総合医療センター）
SY3-1
COVID-19 に対する Long-term ECMO の有効性
			 星野 耕大（福岡大学病院 救命救急センター／福岡大学病院

ECMO センター）

SY3-2	人工呼吸を要した重症 COVID-19 患者の胸部レントゲン・CT 画像の長期フォローの
結果
			 白須 大樹（医療法人徳洲会 岸和田徳洲会病院 救命救急センター）
SY3-3
ECMO プロジェクトから ECMOnet への流れの中で：次の世代へ伝えたいこと
			 高氏 修平（旭川医科大学 救急医学講座）
SY3-4
重症 COVID-19 に対するステロイドの投与戦略− routine のステロイド投与は必要か−
			 緒方 嘉隆（八尾徳洲会総合病院・集中治療部）
SY3-5
ECMO センターの役割 - 次のパンデミックに備えるために 			 濱口 純（東京都立多摩総合医療センター 救命救急センター・ECMO センター）
SY3-6
Mobile ECMO コースの開発と実施経験
			 井上 聡（済生会宇都宮病院 救急・集中治療科）
共催：ゲティンゲグループ・ジャパン株式会社

シンポジウム（SY4）

9：00 〜 11：10

第３会場（1階／G5）

いかに家族を巻き込むか：シェアード・ディシジョンメイキングの実践
呼吸療法
専門医
更新講習

座長：櫻本 秀明（日本赤十字九州国際看護大学 看護学部看護学科）
増山 智之（自治医科大学附属さいたま医療センター 集中治療部）

基調講演：Shared Decision Making による意思決定支援 
−延命治療の withdrawal へのアプローチ−
			 中川 俊一（コロンビア大学 成人緩和ケア科）
SY4-1

SY4-2
なぜ家族の参加が必要なのか、いかに患者の価値観を引き出すか
			 増山 智之（自治医科大学附属さいたま医療センター 集中治療部）
SY4-3
ICU における家族面談の行い方
			 石上 雄一郎（飯塚病院 連携医療・緩和ケア科）
SY4-4
PICS-F について文献から考えるケアのポイント
			 河合 佑亮（藤田医科大学病院 看護部）
SY4-5	重症患者家族への情報媒体（パンフレット等）による情報提供介入の効果 : システマ
ティックレビュー・メタアナリシス
			 内 倫子（国立病院機構茨城東病院）
SY4-6
代理意思決定支援の視点・家族のケア参加の視点
			 松本 幸枝（亀田医療大学）
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シンポジウム（SY5）

13：30 〜 15：10

第３会場（1階／G5）

座長：濱本 実也（公立陶生病院看護局）
髙田 順子（東京ベイ浦安市川医療センター）
SY5-1
モチベーションを科学する
			 小宅 一彰（信州大学医学部保健学科理学療法学専攻）
SY5-2
臨床データでふりかえるモチベーションと患者予後
			 西山 聖也（自治医科大学附属さいたま医療センター）
SY5-3
いかに患者のモチベーションをアップするか：リハビリテーションの立場から
			 神津 玲（長崎大学病院リハビリテーション部／長崎大学大学院医歯薬学総合研究科
理学療法学分野）
SY5-4	患者のモチベーションをアップするための支援 - 日常生活の再構築支援・心身の苦痛
と緩和 			 小島 朗（大原綜合病院 看護部・HCU・総合救急センター）

パネルディスカッション（PD4）

9：00 〜 10：30

第２会場（1階／G8）

臨床工学技士集まれ、おらが ECMO 管理
座長：大山 慶介（かわぐち心臓呼吸器病院）
野口 裕幸（北里大学保健衛生専門学院臨床工学専攻科）
PD4-1
当センターにおける Mobile ECMO 管理
			 曽根 玲司那（多摩総合医療センター 麻酔科
PD4-2
再循環率が示すもの
			 古川 豊（千葉大学医学部附属病院

臨床工学室）

臨床工学センター）

PD4-3
ECMO 管理：臨床工学技士の視点から
			 宮本 聡史（広島大学病院 診療支援部

臨床工学部門）

PD4-4
VV-ECMO 管理のコツとピットフォール
			 倉島 直樹（東京医科歯科大学病院・ME センター）
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13：30 〜 15：00

第２会場（1階／G8）

第２日：８月７日（日）

PEEP 設定：私はこうしています
座長：小谷 透（昭和大学医学部集中治療医学講座）
青景 聡之（岡山大学大学院医歯薬学総合研究科救命救急・災害医学講座）
PD5-1
経肺圧ガイドの PEEP 設定は有用なのか？ COVID-19 症例を通じて再考する
			 片岡 惇（練馬光が丘病院 総合救急診療科 集中治療部門）
PD5-2
PEEP 設定に先立つ Recruitability 評価
			 中山 龍一（札幌医科大学医学部 救急医学講座／北海道立羽幌病院 総合診療科）
PD5-3	イメージングモダリティである 4 次元呼吸ダイナミック CT と EIT を用いた至適
PEEP の評価
			 方山 真朱（自治医科大学 麻酔科学・集中治療医学講座 集中治療医学部門）
PD5-4	COPD の動的肺過膨張をリセットし、呼吸困難感を軽減させ、身体活動性を高い生活
を送るための Counter PEEP の設定
			 武知 由佳子（医療法人社団愛友会いきいきクリニック）

パネルディスカッション（PD6）

13：30 〜 15：00

第５会場（3階／G303・304）

臓器ドナー患者管理アップデート
座長：岩永 航（浦添総合病院 救命救急センター）
黒田 泰弘（香川大学医学部附属病院 救命救急センター）
PD6-1
救急・集中治療における臓器提供
			 渥美 生弘（聖隷浜松病院 救命救急センター）
PD6-2
集中治療医は臓器提供で何が出来るだろうか！？
			 岩永 航（浦添総合病院 救急集中治療部）
PD6-3
院内の臓器提供体制構築と、地域における臓器提供体制整備支援
			 瀬尾 龍太郎（神戸市立医療センター中央市民病院 救命救急センター）
PD6-4
我が国の臓器提供の現状と今後の展望について
			 吉川 美喜子（厚生労働省健康局難病対策課移植医療対策推進室）
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11：00 〜 12：00

第１会場（1階／G7）

丸川
川前
落合
橋本
竹田
大下
清水
小倉

第２日：８月７日（日）

COVID-19 総括：レジェンドによる未来に向けたメッセージ
征四郎（吹田徳洲会病院顧問）
金幸（山形大学医学部麻酔科学講座）
亮一（医療法人 徳洲会）
悟（NPO 法人 ICON）
晋浩（かわぐち心臓呼吸器病院）
慎一郎（広島大学大学院 救急集中治療医学）
敬樹（東京都立多摩総合医療センター）
崇以（済生会宇都宮病院 栃木県救命救急センター）
座長：藤野 裕士（大阪大学医学部附属病院集中治療部）

ランチョンセミナー（LS6）

12：20 〜 13：20

第１会場（1階／G7）

一歩先の呼吸 ECMO 管理
小倉 崇以（済生会宇都宮病院 栃木県救命救急センター）
座長：竹田 晋浩（かわぐち心臓呼吸器病院）
共催：泉工医科工業株式会社

ランチョンセミナー（LS7）

12：20 〜 13：20

第２会場（1階／G8）

チームでおこなう人工呼吸器からの離脱
相嶋 一登（横浜市立市民病院

第１日：８月６日（土）

第2日目

臨床工学部）

座長：磨田 裕（国家公務員共済組合連合会 横須賀共済病院
科）

集中治療

共催：日本光電工業株式会社
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ランチョンセミナー（LS8）

第２日：８月７日（日）

岡山大学病院

12：20 〜 13：20

第３会場（1階／G5）

麻酔科 ICU での COVID-19 肺炎治療

清水 一好（岡山大学病院 手術部）
座長：若林 健二（東京医科歯科大学病院

集中治療部）
共催：フクダ電子株式会社

ランチョンセミナー（LS9）

12：20 〜 13：20

第４会場（1階／G6）

EIT を知る
吉田 健史（大阪大学大学院医学系研究科生体統御医学講座
医学教室）

麻酔・集中治療

座長：竹内 宗之（大阪母子医療センター）
共催：コヴィディエンジャパン株式会社

ランチョンセミナー（LS10）

12：20 〜 13：20

第５会場（3階／G303・304）

急性呼吸不全に対する非侵襲的呼吸管理〜 NPPV と HFNC の立ち位置を再考する〜
永田 一真（神戸市立医療センター中央市民病院

呼吸器内科）

座長：近藤 康博（公立陶生病院呼吸器・アレルギー疾患内科）
共催：株式会社フィリップス・ジャパン

コーヒーブレイクセミナー（CB2）

14：40 〜 15：40

第１会場（1階／G7）

COVID19 でもたらされた ECMO の教訓
座長：竹田 晋浩（かわぐち心臓呼吸器病院）
CB2-1
COVID19 パンデミック時の埼玉県内での teleICU 事業の取り組み
		
− ECMO 管理はどこまで遠隔で関われるのか−
			 大山 慶介（かわぐち心臓呼吸器病院）
CB2-2	呼吸 ECMO の成功の鍵は”
確固たる哲学” ”
普遍的な人員配置” ”
反復トレーニング”
である
			 清水 敬樹（東京都立多摩総合医療センター 救命・集中治療科 ECMO センター）
共催：テルモ株式会社
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9：00 〜 12：00

ハンズオンセミナー会場1（3階／G318）

第２日：８月７日（日）

処置時の鎮静・鎮痛 (PSA: Procedural Sedation and Analgesia) コース
コーディネーター：
			 深野 賢太朗（自治医科大学附属さいたま医療センター）
			 本間 洋輔（千葉市立海浜病院救急科）
インストラクター：
			 深野 賢太朗（自治医科大学附属さいたま医療センター）
			 本間 洋輔（千葉市立海浜病院救急科）
			 竹内 広幸（福岡記念病院）
			 金 成浩（りんくう総合医療センター・大阪府泉州救命救急センター）
			 植地 貴弘（横浜労災病院）
			 竹下 諒（横浜労災病院）
			 柴崎 貴俊（横浜労災病院）
協力：セデレーション研究会

ハンズオンセミナー

13：30 〜 15：30

ハンズオンセミナー会場1（3階／G318）

エコーガイド下 PICC 挿入講習会
コーディネーター：
			 加藤 恵美（自治医科大学附属さいたま医療センター）
協力：株式会社メディコン
GE ヘルスケアジャパン株式会社

ハンズオンセミナー

10：00 〜 12：00

第１日：８月６日（土）

第2日目

ハンズオンセミナー会場2（3階／G319）

プロに教わる気管支鏡のコツ
コーディネーター：
			 西田 隆（埼玉県立循環器呼吸器病センター）
協力：オリンパス株式会社
アンブ株式会社
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13：30 〜 15：30

ハンズオンセミナー会場2（3階／G319）

第２日：８月７日（日）

プロに教わる気管支鏡のコツ
コーディネーター：
			 西田 隆（埼玉県立循環器呼吸器病センター）
協力：オリンパス株式会社
アンブ株式会社

ハンズオンセミナー

10：00 〜 11：30

ハンズオンセミナー会場3（3階／G320）

ゼロから始める胸部放射線画像の読み方
コーディネーター：
			 石黒 卓（埼玉県立循環器呼吸器病センター呼吸器内科）

ハンズオンセミナー

13：30 〜 15：00

ハンズオンセミナー会場3（3階／G320）

ゼロから始める胸部放射線画像の読み方
コーディネーター：
			 石黒 卓（埼玉県立循環器呼吸器病センター呼吸器内科）
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11：30 〜 12：15

第６会場（3階／G301・302）

座長：清水 孝宏（一般社団法人 Critical Care Research Institute）
O14-1	当院における呼吸状態の悪化で起動した Rapid Response System 症例の検討
			 新山 和也（埼玉医科大学国際医療センター 救命救急センター ICU）
O14-2	診療看護師（NP）と RST の多職種連携によって長期人工呼吸器管理から離脱できた
自己免疫性神経疾患の 2 症例
			 森塚 倫也（国立病院機構 長崎医療センター 統括診療部 脳神経外科 診療看護師
（NP）
）
O14-3	当院における RST（Respiratory support team) の 5 年間の活動報告と課題
			 本鍋田 麻代（独立行政法人 労働者健康安全機構 横浜労災病院）
O14-4	コロナ禍における RST の取り組み〜呼吸体操ビデオ作成〜
			 岸本 眞由美（讃和会友愛会病院）
O14-5	早期リハビリテーションの現状
			 林 真理（社会医療法人製鉄記念八幡病院 看護部）

一般演題口演（O15）

13：30 〜 14：15

第６会場（3階／G301・302）

研究：看護 2
座長：四本 竜一（東邦大学医療センター大森病院看護部）
O15-1	A 病院における 3 学会合同呼吸療法認定士の現状と課題
			 伊藤 弥史（JA 尾道総合病院）
O15-2	重症 COVID-19 患者の人工呼吸器管理中の記憶に関する実態調査
			 塩浦 愛穫（医療法人康幸会 かわぐち心臓呼吸器病院）
O15-3	大学病院における看護師特定行為『呼吸器（人工呼吸療法に係るもの）関連』の実践
方法報告
			 堂本 悟士（筑波大学附属病院 看護部）
O15-4	人工呼吸器離脱加算算定に向けた取り組み
			 本荘 弥生（国立病院機構 名古屋医療センター

呼吸ケアサポートチーム）

O15-5	本邦の集中治療室における人工呼吸器装着患者に対する ABCDEF バンドル実施の実
態調査 : 記述研究
			 池田 優太（東海大学医学部付属病院 集中治療室）
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一般演題口演（O16）

14：25 〜 15：10

第６会場（3階／G301・302）

第２日：８月７日（日）

腹臥位 1
座長：池崎 弘之（かわぐち心臓呼吸器病院集中治療室）
O16-1	高度肥満患者の腹臥位手術において意識下自力体位変換を行った 1 例
			 大西 淳司（香川県立中央病院）
O16-2	覚醒下腹臥位療法中に経験した合併症
			 仲野谷 美恵（さいたま市民医療センター）
O16-3	中等症 COVID-19 患者において挿管の回避が可能であった Awake Prone の有用性
			 矢田 友紀（岐阜県総合医療センター 呼吸サポートセンター／同 呼吸器外科）
O16-4	非挿管 COVID-19 患者における腹臥位療法の有効性の検討
			 村上 温子（東邦大学医療センター大森病院）
O16-5	演題取り下げ
			

一般演題口演（O17）

15：20 〜 16：05

第６会場（3階／G301・302）

腹臥位 2
座長：佐藤 庸子（かわぐち心臓呼吸器病院呼吸器内科）
O17-1	当院での COVID-19 重症例に対する積極的体位管理への理学療法士（PT）介入の意
義
			 大城 徹也（琉球大学病院 リハビリテーション部）
O17-2	腹臥位療法導入・継続の取り組み
			 伊藤 弥史（JA 尾道総合病院）
O17-3	COVID-19 患者の腹臥位療法中における熱布バックケアがもたらす効果の検証
			 秋山 由紀子（地方独立行政法人東京都立病院機構 駒込病院）
O17-4	腹臥位療法における褥瘡発生予防の検討 〜腹臥位療法マニュアルの修正を通して〜
			 水野 滝太（公立陶生病院 集中治療室）
O17-5	COVID-19 対応病棟における MDRPU の予防対策
			 成宮 未穂（滋賀医科大学医学部附属病院）

一般演題口演（O18）

9：00 〜 9：45

第７会場（3階／G312・313）

症例：急性呼吸不全 1
座長：青景 聡之（岡山大学大学院医歯薬学総合研究科救命救急・災害医学講座）
O18-1	重症 COVID-19 肺炎に EuDKA を合併し呼吸管理に注意を要した 2 例
			 萩原 裕也（前橋赤十字病院 高度救命救急センター 集中治療科・救急科）
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O18-2	COVID-19 mRNA ワクチンに起因する薬剤性間質性肺炎の診断と治療
			 河野 礼（静岡県立総合病院 高度救命救急センター）

O18-4	COVID-19 重症患者における隠れた合併症：医原性薬物離脱症候群の一例
			 石川 秀爾（国際医療福祉大学成田病院 麻酔・集中治療科）
O18-5	Venous-Venous ECMO(VV-ECMO) と腹臥位療法の併用にて救命した Mendelson 症
候群の 2 症例
			 古谷 慎太郎（さいたま赤十字病院 高度救命救急センター）

一般演題口演（O19）

9：55 〜 10：40

第７会場（3階／G312・313）

症例：急性呼吸不全 2
座長：安田 英人（自治医科大学附属さいたま医療センター救急科）
O19-1	温泉溺水により急性呼吸窮迫症候群および重度の高カルシウム血症を呈した一例
			 松本 聡治朗（長崎大学大学院 麻酔集中治療医学）
O19-2	発症初期の腹臥位療法が人工呼吸期間短縮に寄与したと考えられる中等症 ARDS の１
症例
			 岸田 巧（東京医科大学病院）
O19-3	心臓術後、脳波計において長時間睡眠パターンを示したせん妄発症患者の睡眠構築
			 佐藤 暢夫（東京女子医科大学病院集中治療科）
O19-4	早期リハビリテーションにより独歩で自宅退院となったインフルエンザ肺炎に伴う重
症 ARDS の１例
			 中村 龍太郎（獨協医科大学埼玉医療センター救命救急センター）
O19-5	喫煙歴のある高齢者の開腹術後に発症した２型呼吸不全に対して呼吸器リハビリが奏
功した一例
			 西岡 広薫（東京西徳洲会病院）

一般演題口演（O20）

10：50 〜 11：35

第７会場（3階／G312・313）

呼吸器離脱
座長：木田 佳子（広島赤十字原爆病院

救急集中治療科）

O20-1	当院の挿管・非挿管下における iNO 管理のプロトコール
			 井上 信幸（社会医療法人 北斗 北斗病院）
O20-2	低侵襲心臓手術（minimally invasive cardiac surgery. MICS）術後に長期人工呼吸
を必要とする症例のリスク要因について
			 小山 有紀子（大阪大学医学部附属病院）
O20-3	実体重または予測体重で調整した RSBI の抜管失敗に対する予測性能
			 上條 泰（信州大学医学部 救急集中治療医学教室）
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O18-3	COVID-19 肺炎後の器質化・線維化に対し、漢方薬が奏功した症例の検討
			 小林 智行（兵庫医科大学 救急災害医学講座）
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O20-4

長期人工呼吸管理患者における人工呼吸器からの離脱を遅延させる因子の検討
篠原  史都（藤田医科大学病院リハビリテーション部）

O20-5

両側横隔膜機能不全を生じたが呼吸器リハビリテーションによる介入で離脱できた縦
隔腫瘍の１例
神里  興太（琉球大学大学院医学研究科麻酔科学講座）

一般演題口演（O21）

13：30 〜 14：10 第７会場（3階／G312・313）

カイゼン：臨床工学技士
座長：林 久美子（熊本中央病院臨床工学科）
O21-1

心不全による鬱血を残した状態でタウランガテクニックを用いて抜管した 1 症例
安達  一眞（兵庫県立西宮病院 診療部 臨床工学室）

O21-2

演題取り下げ

O21-3

臨床工学技士常勤体制への変更に伴う呼吸器管理への影響
町田  歩（医療法人横浜未来ヘルスケアシステム 奥沢病院）

O21-4

サージカルマスク下による経鼻高流量療法、酸素投与の検討
石山  智之（山形大学医学部附属病院 臨床工学部）

一般演題口演（O22）

14：20 〜 15：05 第７会場（3階／G312・313）

研究：臨床工学技士 1
座長：相嶋 一登（横浜市立市民病院臨床工学部）
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O22-1

Hamilton Medical 社の人工呼吸器における回路外れアラームの発生条件の検証：ベ
ンチテスト
杉江  舜（自治医科大学附属病院 臨床工学部）

O22-2

High Flow Nasal Cannula 機種間の騒音に関する検討
山城  翼（国際医療福祉大学 臨床工学特別専攻科）

O22-3

人工鼻の経時的性能評価
三木  航太（愛媛大学医学部附属病院 ME 機器センター）

O22-4

リザーバー式酸素供給カニューレ（オキシマイザー）の流量調節による吸入酸素濃度
の検証
中島  正一（社会医療法人 雪の聖母会 聖マリア病院 臨床・教育・研究本部）

O22-5

呼気口へバクテリアフィルタを装着した Intrapulmonary percussion ventilator (IPV)
のエアロゾル暴露対策効果
辛島  隆司（国立病院機構山口宇部医療センター 集中治療科 医療機器室）
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15：15 〜 16：00

第７会場（3階／G312・313）

座長：神谷 敏之（医療法人徳洲会

南部徳洲会病院

臨床工学部）

O23-1	非侵襲的陽圧換気モードにおけるリークシミュレーターを用いた換気量補正の検討
			 桜沢 貴俊（東京医科歯科大学病院）
O23-2	当院 ICU でのアダプティブサポートベンチレーション（ASV）モードの人工呼吸器
ウィーニングへの活用状況
			 波多野 友奈（新潟市民病院 医療技術部 臨床工学科）
O23-3	CPAP 外来における患者フォローアップ体制の構築
			 鈴木 秀幸（株式会社日立製作所日立総合病院）
O23-4	唾液アミラーゼ活性によるインターフェイス装着時のストレス度合いに関する研究
			 吉岡 淳（日本赤十字社 仙台赤十字病院 臨床工学技術課）
O23-5	気管内吸引およびカフ形状が垂れ込み量へ及ぼす影響に関する基礎実験〜模擬気道材
質の違いについて〜
			 西川 大地（広島国際大学 保健医療学部 医療技術学科 臨床工学専攻）

一般演題口演（O24）

9：00 〜 9：45

第８会場（3階／G314・315）

臨床研究 1
座長：安田 英人（自治医科大学附属さいたま医療センター救急科）
O24-1	人工呼吸器関連下気道感染症の COVID-19ARDS と非 COVID-19ARDS の比較検討
単施設後方視研究
			 石井 潤貴（広島大学大学院 医系科学研究科 救急集中治療医学）
O24-2	重症 COVID-19 における成人 COVID-19 関連多系統炎症性症候群発生についての検討；
後ろ向きコホート研究
			 文屋 尚史（札幌医科大学医学部 救急医学講座）
O24-3	CRISIS データベースを活用した COVID-19 肺炎 ARDS に対する腹臥位療法の実施状
況と効果に関する後ろ向き解析：成果報告
			 喜久山 和貴（昭和大学病院 集中治療部）
O24-4	COVID-19 による疾患進行のリスクが高い非入院患者に対するレムデシビルの有効性
〜バイオマーカー改善について〜
			 藤田 泰久（ギリアド・サイエンシズ株式会社）
O24-5	COVID-19 非入院患者に対するレムデシビルの安全性について〜二重盲検プラセボ対
照試験結果〜
			 野口 健吾（ギリアド・サイエンシズ株式会社）
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臨床研究 2
座長：髙木 俊介（横浜市立大学医学部麻酔科学教室）
O25-1	重症病床逼迫時のハイフローセラピーは COVID-19 肺炎患者の挿管回避、予後に貢献
したか
			 古田島 太（埼玉医科大学国際医療センター集中治療科）
O25-2	当院における重症 COVID-19 症例の予後についての検討
			 山下 崇史（独立行政法人国立病院機構福岡東医療センター

呼吸器内科）

O25-3	VAE サーベイランス多施設共同観察研究・中間報告
			 中橋 奨（三重大学病院救命救急・総合集中治療センター）
O25-4	成人入院患者における中心静脈カテーテルの挿入部位の比較：系統的レビューとネッ
トワークメタアナリシス
			 木村 圭那（JA 広島総合病院 救急・集中治療科）
O25-5	人工呼吸患者における Fluid creep：多施設前向き観察研究の事後解析
			 櫻谷 正明（JA 広島総合病院 救急・集中治療科）

一般演題口演（O26）

10：50 〜 11：35

第８会場（3階／G314・315）

呼吸器モニタリング
座長：片岡 惇（練馬光ヶ丘病院 総合救急診療科 集中治療部門）
O26-1	人工呼吸回路 VentiMyst と EVAQUA2 の評価
			 梶原 吉春（社会医療法人財団 大和会 東大和病院）
O26-2	縦隔気腫を合併した COVID-19 肺炎に対して経肺圧モニタリングを活用した一例
			 石井 賢二（聖路加国際病院 集中治療科）
O26-3	持続 P 0.1 測定法の精度検証：ベンチテスト
			 方山 真朱（自治医科大学 麻酔科学・集中治療医学講座 集中治療医学部門）
O26-4	ASV モードにおける自発呼吸中動作に関する食道内圧からみた検証
			 宇佐見 直（東京ベイ・浦安市川医療センター）
O26-5	重症 COVID-19 に罹患した脳死片肺移植後患者の down slope 型カプノグラム波形
			 山本 幸（東京大学医学部附属病院 救急・集中治療科）
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13：30 〜 14：15

第８会場（3階／G314・315）

座長：小野寺 悠（山形大学医学部附属病院

高度集中治療センター）

O27-1	EIT を用いて PEEP 設定を行なった重症 COVID-19 の１例
			 畠山 拓也（秋田大学医学部附属病院 臨床工学センター）
O27-2	至適 PEEP 設定に Electrical impedance tomography(EIT) による換気分布評価が有
効だった水痘肺炎による ARDS 患者の一例
			 松本 慶太（松江赤十字病院集中治療科／島根大学医学部麻酔科学教室）
O27-3	EIT ガイド下に至適 PEEP を設定し得た縦隔気腫をともなう COVID-19 関連 ARDS
の一症例
			 氏本 大介（大阪母子医療センター 麻酔科）
O27-4	約 3 ヶ月の長期 ECMO 管理患者の ECMO 離脱に際して EIT モニタリングが一助と
なった症例の報告
			 森内 麻美（聖マリアンナ医科大学 救急医学）
O27-5	EIT を使用することでリハビリの効果を確認できた消化器外科緊急手術後の 1 例
			 諸石 耕介（大阪母子医療センター 集中治療科／奈良県総合医療センター 救急・
集中治療センター 集中治療部）

一般演題口演（O28）

14：25 〜 15：10

第８会場（3階／G314・315）

症例：周術期
座長：尾頭 希代子（昭和大学医学部麻酔科学講座）
O28-1	血行動態モニタリングシステムを指標とした体液管理を行い良好な経過を辿った術前
呼吸不全を呈した巨大後腹膜腫瘍の１症例
			 木下 裕貴（弘前大学大学院医学研究科麻酔科学講座）
O28-2	麻薬性鎮痛薬を補助で用いたデスフルラン吸入麻酔薬の緩徐導入法ー術中神経モニタ
リングを行う脊椎手術においてー
			 寺田 雄紀（大手前病院 麻酔科）
O28-3	高度の閉塞性換気障害を伴う重症弁膜症患者に対し、右開胸の内視鏡的低侵襲心臓手
術で短期間で退院に至った 2 症例
			 芳賀 誠人（東京ベイ・浦安市川医療センター麻酔科）
O28-4	側弯症における後方固定術中に発生した気胸がＯ -arm 術中イメージングシステムで
確認できた１例
			 佐久間 絢（恩賜財団済生会横浜市東部病院 麻酔科）
O28-5	肺癌術後気管支断端瘻に伴う呼気リークに対し人工呼吸器 Trilogy にて管理を行った
一例
			 桑野 公輔（株式会社麻生 飯塚病院 集中治療科）
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9：00 〜 9：45

第９会場（3階／G316・317）

第２日：８月７日（日）

小児 1
座長：寺澤 大祐（岐阜県総合医療センター新生児内科）
O29-1	緊張性気胸を合併したニューモシスチス肺炎 (PCP) の乳児例
			 奥村 純平（大阪母子医療センター 集中治療科／大阪母子医療センター
内分泌科）

消化器・

O29-2	長期留置型中心静脈カテーテル使用中に呼吸不全をきたした小児例
			 下山 伸哉（群馬県立小児医療センター 循環器科）
O29-3	夜間呼吸パターン異常を呈する Rett 症候群に対し NPPV 導入を行い在宅移行した 1
例
			 阿部 聖司（国立病院機構 西別府病院 医療安全管理室）
O29-4	小児在宅人工呼吸器における加温加湿器の性能による患者供給湿度の違い
			 竹島 大貴（大阪母子医療センター ME センター）
O29-5	重度の横紋筋融解による両側横隔膜麻痺に対し、障害部位の鑑別や呼吸管理に NAVA
が有用だった小児例
			 當間 圭一郎（兵庫県立こども病院）

一般演題口演（O30）

9：55 〜 10：40

第９会場（3階／G316・317）

小児 2
座長：中川 聡（国立成育医療研究センター病院 集中治療科）
O30-1	東京都立小児医療センター PICU における小児 COVID − 19 肺炎の臨床像
			 武知 峻輔（東京都立小児総合医療センター 救命・集中治療部 集中治療科）
O30-2	Respiratory syncytial virus(RSV) 感染症患者における入院時 ROX index の重症化予
測因子としての有用性
			 小林 桜子（岐阜県総合医療センター 小児科／岐阜県総合医療センター 呼吸サ
ポートセンター）
O30-3	吸入気中薬剤濃度に基づいたハイフローセラピー下持続吸入療法の実験室における検
証
			 太田 英仁（東京大学医学部附属病院小児科）
O30-4	乳幼児でのネーザルハイフロー療法中の吸入方法の検討：回路内振動メッシュネブラ
イザーとジェット式ネブライザーの比較
			 手塚 純一郎（福岡市立こども病院アレルギー・呼吸器科）
O30-5	小児人工呼吸器管理中のネブライザー位置が加温加湿効率に与える影響
			 三坂 勇介（兵庫県立こども病院 臨床工学室）
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8月7日（日）

一般演題口演（O31）

The 44th Annual Meeting , Japanese Society of
Respiratory Care Medicine

10：50 〜 11：35

第９会場（3階／G316・317）

座長：小林 忠宏（山形大学医学部附属病院救急科）
O31-1	当院における Covid 迅速検査 ID-NOW の精度と有用性の検討
			 武田 知晃（横浜市立大学附属 市民総合医療センター 高度救命救急センター／横
浜市立大学医学部 救急医学教室）
O31-2	ASL5000TM 人工呼吸管理ソリューションを用いた人工呼吸管理シミュレーショント
レーニングの有用性に関する検討
			 相澤 純（岩手医科大学医学部医学教育学講座・麻酔学講座）
O31-3	卒前看護教育における呼吸療法の座学のありかたについての一考察
			 小山 祐介（福山市民病院 麻酔科・がんペインクリニック）
O31-4	同一症例で短期間に発生した３回の気管チューブカフ損傷の検討
			 土岐 崇幸（北海道大学病院 麻酔科・集中治療部）
O31-5	後頭蓋窩病変や手術操作後の声帯麻痺による抜管困難の検討
			 山田 成美（国立病院機構 長崎医療センター 高度救命救急センター）

一般演題口演（O32）

13：30 〜 14：15

第９会場（3階／G316・317）

研究：カッティングエッジ 1
座長：長谷川 隆一（獨協医科大学埼玉医療センター集中治療科）
O32-1	ウサギの肺傷害モデルを用いた人工呼吸器不同調による、肺・横隔膜への影響につい
ての検討
			 橋本 明佳（大阪大学大学院医学系研究科 麻酔集中治療医学教室）
O32-2	横隔膜の筋力発生能力は PEEP と体位によって変化する
			 Firstiogusran Andi Muhammad Fadlillah（大阪大学 大学院医学系研究科 麻酔集
中治療医学教室）
O32-3	定呼吸法の自律神経に対する新しい考察−瞑想とからめてー
			 端谷 毅（はしたにクリニック）
O32-4	気管切開患者用人工鼻を気管チューブに使用したときの性能に関する実験的評価
			 佐藤 暢一（東京都済生会中央病院 麻酔科・集中治療科）
O32-5	ラット出血性ショック時の吸入酸素濃度の違いによる肺傷害と水素吸入の有効性
			 藤崎 宣友（広島市立広島市民病院 救急科）
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第２日：８月７日（日）

研究：医師

第１日：８月６日（土）

第2日目

第１日：８月６日（土）

第2日目

8月7日（日）

一般演題口演（O33）

The 44th Annual Meeting , Japanese Society of
Respiratory Care Medicine

14：25 〜 15：10

第９会場（3階／G316・317）

第２日：８月７日（日）

研究：カッティングエッジ 2
座長：鈴木 裕之（前橋赤十字病院高度救命救急センター 集中治療科・救急科）
O33-1	気管切開はどの時期に行うべきか？ - 益と害のバランスから最適な時期を探る 			 小澤 継史（自治医科大学附属さいたま医療センター救急科）
O33-2	抜管の準備が整う前に施行したカフリークテストに基づく予防的ステロイド投与戦略
			 松田 航（国立国際医療研究センター病院）
O33-3	持続陽圧呼吸療法装置の機種変更が治療効果に及ぼす影響の検討
			 濱田 哲（京都大学大学院医学研究科 呼吸不全先進医療講座）
O33-4	カフマシン（MI-E）を基に開発した低侵襲喀痰吸引チップ「スプタバキューマー／
SPUTA VACUUMER」
			 石北 直之（国立病院機構新潟病院臨床研究部医療機器イノベーション研究室 室長・
内科医長併任）
O33-5	小児外傷患者の抜管後嚥下障害
			 余湖 直紀（熊本赤十字病院 小児救命救急センター）
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