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第 44回日本呼吸療法医学会学術集会2022 年 8 月 7 日 ( 日 )　第 2 日目

9:00〜12:00
ハンズオンセミナー
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
本間 洋輔

インストラクター：
深野 賢太朗
本間 洋輔
竹内 広幸
金 成浩
植地 貴弘
竹下 諒
柴崎 貴俊

協力：セデレーション研究会

10:00〜12:00
ハンズオンセミナー
プロに教わる気管支鏡の
コツ

コーディネーター：西田 隆

協力：
オリンパス株式会社
アンブ株式会社

10:00〜11:30
ハンズオンセミナー
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

13:30〜15:30
ハンズオンセミナー
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

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

13:30〜15:30
ハンズオンセミナー
プロに教わる気管支鏡の
コツ

コーディネーター：西田 隆

協力：
オリンパス株式会社
アンブ株式会社

13:30〜15:00
ハンズオンセミナー
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

9:00〜9:45
一般演題口演（O18）
症例：急性呼吸不全 1
座長：青景 聡之

9:00〜9:45
一般演題口演（O24）
臨床研究 1
座長：安田 英人

9:00〜9:45
一般演題口演（O29）
小児 1
座長：寺澤 大祐

9:55〜10:40
一般演題口演（O19）
症例：急性呼吸不全 2
座長：安田 英人

9:55〜10:40
一般演題口演（O25）
臨床研究 2
座長：髙木 俊介

9:55〜10:40
一般演題口演（O30）
小児 2
座長：中川 聡

10:50〜11:35
一般演題口演（O20）
呼吸器離脱
座長：木田 佳子

10:50〜11:35
一般演題口演（O26）
呼吸器モニタリング
座長：片岡 惇

10:50〜11:35
一般演題口演（O31）
研究：医師
座長：小林 忠宏

13:30〜14:15
一般演題口演（O27）
EIT
座長：小野寺 悠

13:30〜14:15
一般演題口演（O32）
研究：カッティングエッジ 1
座長：長谷川 隆一

14:25〜15:10
一般演題口演（O28）
症例：周術期
座長：尾頭 希代子

14:25〜15:10
一般演題口演（O33）
研究：カッティングエッジ 2
座長：鈴木 裕之

13:30〜14:10
一般演題口演（O21）
カイゼン：臨床工学技士
座長：林 久美子

14:20〜15:05
一般演題口演（O22）
研究：臨床工学技士 1
座長：相嶋 一登

15:15〜16:00
一般演題口演（O23）
研究：臨床工学技士 2
座長：神谷 敏之

11:30〜12:15
一般演題口演（O14）
RST/RRS
座長：清水 孝宏

13:30〜14:15
一般演題口演（O15）
研究：看護 2
座長：四本 竜一

14:25〜15:10
一般演題口演（O16）
腹臥位 1
座長：池崎 弘之

15:20〜16:05
一般演題口演（O17）
腹臥位 2
座長：佐藤 庸子

13:30〜15:00
パネルディスカッション

（PD6）
臓器ドナー患者管理アップ
デート
座長：岩永 航
 黒田 泰弘
演者：渥美 生弘
 岩永 航
 瀬尾 龍太郎
 吉川 美喜子

13:30〜14:15
海外招請講演（IL6）
Transpulmonary pressure and 
esophageal manometry
座長：竹内 宗之
演者：Robinder G. Khemani

9:00〜11:10
シンポジウム（SY4）
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
座長：櫻本 秀明
 増山 智之
演者：中川 俊一
 増山 智之
 石上 雄一郎
 河合 佑亮
 内 倫子
 松本 幸枝

呼吸療法
専門医
更新講習

11:15〜12:00
海外招請講演（IL5）
Determinants of respiratory 
drive in critically ill patients
座長：倉橋 清泰
演者：Tommaso Mauri

13:30〜15:10
シンポジウム（SY5）
いかに患者のモチベーショ
ンをアップするか
座長：濱本 実也
 髙田 順子
演者：小宅 一彰
 西山 聖也
 神津 玲
 小島 朗

9:00〜10:30
パネルディスカッション

（PD4）
臨床工学技士集まれ、おら
が ECMO 管理
座長：大山 慶介
 野口 裕幸
演者：曽根 玲司那
 古川 豊
 宮本 聡史
 倉島 直樹

10:40〜11:10
教育セミナー 基礎編（ES20）
座長：平井 豊博
演者：岡森 慧

15:20〜15:50
教育セミナー 基礎編（ES21）
座長：橋本 悟
演者：野口 綾子

9:00〜9:30
教育セミナー 基礎編（ES22）
座長：尾㟢 孝平
演者：小林 忠宏

9:00〜9:30
教育セミナー 基礎編（ES28）
座長：方山 真朱
演者：大下 慎一郎

9:35〜10:05
教育セミナー 基礎編（ES23）
座長：則末 泰博
演者：橋場 英二

9:35〜10:05
教育セミナー 基礎編（ES29）
座長：吉田 健史
演者：太田 浩平

9:45〜10:15
教育セミナー 基礎編（ES34）
座長：阿部 信二
演者：佐藤 晋

10:20〜10:50
教育セミナー 基礎編（ES35）
座長：内山 昭則
演者：庄野 敦子

10:55〜11:25
教育セミナー 基礎編（ES36）
座長：志馬 伸朗
演者：寺澤 大祐

10:10〜10:40
教育セミナー 基礎編（ES24）
座長：富井 啓介
演者：賀古 真一

10:10〜10:40
教育セミナー 基礎編（ES30）
座長：大塚 将秀
演者：小野寺 悠

10:45〜11:15
教育セミナー 基礎編（ES25）
座長：中根 正樹
演者：岩田 博文

10:45〜11:15
教育セミナー 基礎編（ES31）
座長：尾㟢 孝平
演者：細木 豪

11:20〜11:50
教育セミナー 基礎編（ES26）
座長：増山 智之
演者：則末 泰博

11:20〜11:50
教育セミナー 基礎編（ES32）
座長：布宮 伸
演者：川上 大裕

14:20〜14:50
教育セミナー 基礎編（ES27）
座長：増山 智之
演者：萩原 祥弘

15:10〜15:40
教育セミナー 基礎編（ES33）
座長：大下 慎一郎
演者：島谷 竜俊

11:15〜11:55
教育セミナー
カッティングエッジ編（CE6）
座長：近藤 康博
演者：半田 知宏

14:55〜15:35
教育セミナー
カッティングエッジ編（CE7）
座長：近藤 康博
演者：横山 俊樹

9:00〜9:40
教育セミナー
カッティングエッジ編（CE8）
座長：川前 金幸
演者：橋本 明佳

13:30〜15:00
パネルディスカッション

（PD5）
PEEP 設定：私はこうして
います
座長：小谷 透
 青景 聡之
演者：片岡 惇
 中山 龍一
 方山 真朱
 武知 由佳子

15:10〜15:55
海外招請講演（IL4）
Diaphragmatic electrical activity monitoring: 
a new parameter in critical care.
座長：吉田 健史
演者：Guillaume Emeriaud

9:00〜11:00
シンポジウム（SY3）
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
 清水 敬樹
演者：星野 耕大
 白須 大樹
 高氏 修平
 緒方 嘉隆
 濱口 純
 井上 聡

共催： ゲティンゲグループ・ジャ
パン株式会社

11:00〜12:00
座談会
COVID-19 総括：レジェンドに
よる未来に向けたメッセージ
座長：藤野 裕士
演者：丸川 征四郎、川前 金幸、
 落合 亮一、橋本 悟、
 竹田 晋浩、大下 慎一郎、
 清水 敬樹、小倉 崇以

13:30〜14:30
特別企画 2
ビデオインタビュー

「COVID-19 の経験と課題」
インタビュアー：讃井 將満
インタビュイー：尾身 茂

14:40〜15:40
コーヒーブレイクセミナー

（CB2）
COVID19 でもたらされた
ECMO の教訓
座長：竹田 晋浩
演者：大山 慶介、清水 敬樹
共催：テルモ株式会社

12:20〜13:20
ランチョンセミナー（LS6）
一歩先の呼吸 ECMO 管理

座長：竹田 晋浩
演者：小倉 崇以
共催：泉工医科工業株式会社

12:20〜13:20
ランチョンセミナー（LS7）
チームでおこなう人工呼吸
器からの離脱
座長：磨田 裕
演者：相嶋 一登
共催：日本光電工業株式会社

12:20〜13:20
ランチョンセミナー（LS8）
岡山大学病院　麻酔科 ICU
での COVID-19 肺炎治療
座長：若林 健二
演者：清水 一好
共催：フクダ電子株式会社

12:20〜13:20
ランチョンセミナー（LS9）
EIT を知る

座長：竹内 宗之
演者：吉田 健史
共催： コヴィディエンジャパン

株式会社

12:20〜13:20
ランチョンセミナー（LS10）
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～
座長：近藤 康博
演者：永田 一真
共催： 株式会社フィリップス・

ジャパン

（ES20） 間質性肺疾患の基礎知識
（ES21） 患者の重症化を防ぎたい　RRS と EWS の最近の話題と展望
（ES22） 急性呼吸不全のフィジカルアセスメント
（ES23） ICU 再入室を掘り下げる
（ES24） 造血幹細胞移植関連肺疾患
（ES25） 当院における EIT 使用経験
（ES26） DNAR の諸問題：正しい運用への提案
（ES27） 臨床に役立つ『VV-ECMO の生理学』
（ES28） 集中治療室におけるステロイド：適応・効果・副作用の整理
（ES29）  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？
（ES30） 呼吸器グラフィック基礎・応用
（ES31） VR を用いた医学教育の未来
（ES32） 低酸素性肺血管攣縮 (HPV) から学ぶ呼吸循環生理
 ～ HPV は敵か味方か

（ES33） 呼吸仕事を理解する
（ES34）  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
（ES35）  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
（ES36） 新生児の呼吸管理基礎　「余命 80 年」への肺保護戦略

（CE6） 間質性肺疾患の最新研究・最新診療
（CE7） 非侵襲的陽圧換気を見直そう
（CE8） 呼吸療法における個別化医療の最先端

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

15:40〜15:50　　閉会式
当日会場での講演は中止と
なりました。オンデマンド
配信のみとなります。


