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3 階  G320

第 44回日本呼吸療法医学会学術集会2022 年 8月 6日 (土 )　第1日目

14:00〜15:30
ハンズオンセミナー 
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

共催・協力：
日本光電工業株式会社

15:45〜18:45
ハンズオンセミナー 
ECMOハンズオンセミナー

コーディネーター：
小倉 崇以

インストラクター：
小倉 崇以
萩原 祥弘
藤田 健亮
勝田 賢
箱崎 貴大
石田 時也
濱口 純
笠原 道
星野 耕大
大下 慎一郎

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

17:00〜18:30
ハンズオンセミナー 
EITを使ってみよう

コーディネーター：
塩塚 潤二
則末 泰博

共催・協力：
コヴィディエンジャパン株式会社

13:30〜14:15
一般演題口演（O1）
研究：看護 1
座長：林 真理

13:30〜14:25
一般演題口演（O5）
リハビリテーション 1
座長：森沢 知之

13:30〜14:15
一般演題口演（O9）
搬送・医療安全
座長：藤田 健亮

14:25〜15:10
一般演題口演（O10）
症例：COVID-19 に対する
ECMO
座長：清水 敬樹

15:20〜16:05
一般演題口演（O11）
症例：ECMO1
座長：飯塚 悠祐

16:15〜17:10
一般演題口演（O12）
症例：ECMO2
座長：藤塚 健次

17:20〜18:05
一般演題口演（O13）
臨床研究：ECMO
座長：吉永 晃一

14:35〜15:30
一般演題口演（O6）
リハビリテーション 2
座長：花田 匡利

15:40〜16:25
一般演題口演（O7）
気道管理
座長：大西 淳司

16:35〜17:20
一般演題口演（O8）
感染症
座長：方山 真朱

14:25〜15:10
一般演題口演（O2）
チーム医療
座長：柴田 純平

15:20〜16:05
一般演題口演（O3）
在宅呼吸管理
座長：近藤 康博

16:15〜17:00
一般演題口演（O4）
ハイフローシステム
座長：古田島 太

16:25〜17:55
チャレンジケース（CC）
座長：中根 正樹
演者：東 晶子
 平田 旭
 皆川 裕祐
 昆 祐理
 下山 京一郎

15:45〜16:45
コーヒーブレイクセミナー（CB1）
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
演者：岡本 浩一、則末 泰博

11:20〜12:05
海外招請講演（IL2）
COVID-19 & ECMO in the 
UK
座長：小倉 崇以
演者：Nicholas Barrett

11:20〜12:05
海外招請講演（IL3）
ECMO support for severe 
COVID-19 ARDS in Europe
座長：大下 慎一郎
演者：Matthieu Schmid

12:20〜13:20
ランチョンセミナー（LS3）
いま，大きく変わる非侵襲的呼吸
管理 ～ NPPV，HFNC，そして・・・
座長：富井 啓介
演者：横山 俊樹
共催：フクダ電子株式会社
 フクダライフテック株式会社

12:20〜13:20
ランチョンセミナー（LS4）
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～
座長：中根 正樹
演者：井上 信幸
共催： マリンクロット ファーマ株式会社

12:20〜13:20
ランチョンセミナー（LS5）
Percussion ventilator に
おける気道クリアランスの
有効性
座長：宮川 哲夫
演者：緒方 健一
共催：株式会社RSL

13:30〜14:10
教育セミナー
カッティングエッジ編（CE2）
座長：江木 盛時
演者：小林 求

14:20〜15:00
教育セミナー
カッティングエッジ編（CE4）
座長：佐藤 庸子
演者：長井 良昭

16:55〜17:35
教育セミナー
カッティングエッジ編（CE5）
座長：平井 豊博
演者：山口 泰弘

14:20〜15:20
スポンサードセミナー
ECMO × TEG セッション
座長：小倉 崇以
演者：吉永 晃一
 岩崎 夢大
共催： ヘモネティクスジャパン

合同会社

15:30〜16:10
教育セミナー
カッティングエッジ編（CE3）
座長：陳 和夫
演者：芳川 豊史

16:15〜16:45
教育セミナー 基礎編（ES1）
座長：陳 和夫
演者：林 正道

13:30〜14:15
教育セミナー 基礎編（ES4）
座長：柏 庸三
演者：坪地 宏嘉

16:50〜17:20
教育セミナー 基礎編（ES2）
座長：川崎 達也
演者：石川 悠加

15:05〜15:35
教育セミナー 基礎編（ES5）
座長：山口 嘉一
演者：長岡 鉄太郎

13:30〜14:00
教育セミナー 基礎編（ES7）
座長：茂呂 悦子
演者：西田 修

14:05〜14:35
教育セミナー 基礎編（ES8）
座長：岸川 典明
演者：立川 良

16:05〜16:35
教育セミナー 基礎編（ES11）
座長：尾㟢 孝平
演者：笠井 健

16:40〜17:10
教育セミナー 基礎編（ES12）
座長：橋本 悟
演者：桑平 一郎

17:15〜17:45
教育セミナー 基礎編（ES13）
座長：近藤 康博
演者：坪井 知正

17:50〜18:20
教育セミナー 基礎編（ES14）
座長：大塚 将秀
演者：坪井 知正

13:30〜14:00
教育セミナー 基礎編（ES15）
座長：藤本 潤一
演者：巽 博臣

14:05〜14:35
教育セミナー 基礎編（ES16）
座長：関野 元裕
演者：佐藤 格夫

14:40〜15:10
教育セミナー 基礎編（ES17）
座長：清水 雄
演者：長谷川 隆一

15:15〜15:45
教育セミナー 基礎編（ES18）
座長：丸山 一男
演者：小尾口 邦彦

15:50〜16:20
教育セミナー 基礎編（ES19）
座長：竹内 宗之
演者：小山 有紀子

14:40〜15:10
教育セミナー 基礎編（ES9）
座長：石原 英樹
演者：塩田 智美

15:15〜16:00
教育セミナー 基礎編（ES10）
座長：島田 二郎
演者：武知 由佳子

17:40〜18:10
教育セミナー 基礎編（ES6）
座長：柴田 純平
演者：山本 剛

17:25〜17:55
教育セミナー 基礎編（ES3）
座長：内田 寛治
演者：寺山 毅郎

11:20〜12:05
特別企画 1
若い医療従事者からの質問
に何でも答えます
座長：讃井 將満
演者：西村 ひろゆき

12:20〜13:20
ランチョンセミナー（LS2）
ECMO 管理における血行動
態モニタリング
座長：藤野 裕士
演者：小倉 崇以
共催： エドワーズライフサイエ

ンス株式会社

13:30〜15:30
パネルディスカッション

（PD1）
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
座長：田坂 定智
 大下 慎一郎
演者：安田 英人
 岡森 慧
 櫻谷 正明
 成田 知大
 片岡 惇
 吉廣 尚大
 對東 俊介
 竹内 宗之

呼吸療法
専門医
更新講習

15:40〜16:40
パネルディスカッション

（PD2）
周術期肺合併症について勉
強しよう
座長：渕上 竜也、江木 盛時
演者：江木 盛時、
　　　日笠 友起子、石井 賢二

16:50〜18:20
パネルディスカッション

（PD3）
ARDS の原因疾患を探そう
座長：田坂 定智
 志馬 伸朗
コメンテータ：小谷 透
演者：岡森 慧
 緒方 嘉隆
 島谷 竜俊

12:20〜13:20
ランチョンセミナー（LS1）
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
演者：石川 真士
　　　守上 佳樹
共催：マシモジャパン株式会社

13:30〜15:10
シンポジウム（SY1）
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
 飯塚 悠祐
演者：飯塚 悠祐
 赤塚 正幸
 神尾 直
 高木 俊介

15:20〜17:20
シンポジウム（SY2）
気管切開患者管理について
学ぼう
座長：布宮 伸
 清水 敬樹
演者：田中 愛子
 松吉 健夫
 細川 康二
 鈴木 政美
 森 隆志

17:30〜18:10
教育セミナー
カッティングエッジ編（CE1）
座長：讃井 將満
演者：山岡 浩巳
18:10〜18:25
論文賞授与式

10:30〜11:10
理事長講演 / 特別功労賞
授与式（PL2）
呼吸療法の今後
座長 讃井 將満  演者 藤野 裕士

11:20〜12:05
海外招請講演（IL1）
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
座長：西田 修
演者：長谷川 耕平

10:00〜10:30
会長講演（PL1）
BREAK THROUGH～扉を開けよう～
座長 橋本 悟  演者 讃井 將満

9:55〜10:00　　開会式

（ES1） 睡眠時無呼吸症候群
（ES2） 小児呼吸器管理の基礎知識
（ES3）  COVID-19 の薬物療法に関するガイドラインを比べてみる
（ES4） 胸膜疾患・肺外科手術手技・術後管理の基礎知識
（ES5） 肺高血圧・肺性心・右心不全の基礎知識
（ES6） 肺塞栓の基礎知識
（ES7） PICS (Post intensive care syndrome) up to date 2022
（ES8） 呼吸器診療と遠隔医療－地域医療での実践を踏まえて－
（ES9） 多職種のための人工呼吸療法
（ES10）  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～
（ES11） 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
（ES12） 呼吸困難の生理学： Silent Hypoxemia の謎は解決したか
（ES13）  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
（ES14） 酸素あれこれ
（ES15） “失敗しない”経皮的拡張式気管切開のためのポイント
（ES16） プロが教える外科的気管切開
（ES17） 抜管後嚥下障害・喉頭機能障害の基礎知識
（ES18） ハイフローセラピーをハブとして呼吸療法を考える
（ES19） 人工呼吸の害と自発呼吸の害

（CE1） 経済界から医療界への要望　
 －医療のデジタル化・高度化への経済社会の期待ー

（CE2） 呼吸器疾患に伴う肺高血圧・肺性心の呼吸循環管理
（CE3） 「肺癌」と「肺移植」の現状について
（CE4） 肺がんの進歩と薬物療法の歴史・現在の治療
（CE5） COPD の最新研究・最新診療

教育セミナー 基礎編教育セミナー カッティングエッジ編 テーマテーマ

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

当日会場での動画放映は中
止となりました。オンデマ
ンド配信のみとなります。


